
★☆ヒューマンサポートガイドVol.22正誤訂正・変更情報☆★
 

 2018年7月21日の時点で判明している正誤・変更情報をお知らせします。

P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日

041-1601 TW-170L 全縮寸法 1065㎜ → 1085㎜

041-1603 TW-170T 全縮寸法 1065㎜ → 1085㎜

296-0751 SKY-LFⅢ 廃番 ｵｰﾌﾟﾝ定価 → 廃番

296-0801 SKY-POⅢ 廃番 ｵｰﾌﾟﾝ定価 → 廃番

21 在庫限り 2018/5/25

32 346-5901 MMAGMAG 定価 ¥4,000 → ｵｰﾌﾟﾝ定価 2018/2/14

034-1051 あて尺30cm 価格 ¥1,100 → ¥1,500

034-1051 あて尺50cm 価格 ¥1,100 → ¥2,100

42 071-1131 K-18 廃番 ¥5,000 → 廃番 2018/3/28 2018/4/12

074-1007 PC19 廃番 ¥120 → 後継:074-1009

074-1009 10　S-9 後継品 ¥440 → 新発売

346-3401 4110 追加説明

346-3403 4111 追加説明

346-3403 4111 定価 ¥3,500 → ¥3,000 誤記 2017/12/20

316-5701 DR-21 定価 ¥4,750 → ¥5,150

316-5703 R-25 定価 ¥4,500 → ¥4,850

066-1181 SWR-50 定価 ¥20,000 → ¥30,000

066-1183 SWR-100 定価 ¥38,200 → ¥58,000

246-2801 SWR-R 定価 ¥15,000 → ¥20,000

246-2803 SWR-RS 定価 ¥83,000 → ¥90,000

246-2803 SWR-RS 廃番 ¥90,000 → 後継：356-2551

356-2551 SWR-RSN 後継品 ¥72,000 → 新発売

356-2201 MD-007-T1 定価 ¥240 → ¥2,400

356-2203 MD-007-T2 定価 ¥240 → ¥2,400

356-2205 MD-007-T3 定価 ¥240 → ¥2,400

356-2207 MD-007-T4 定価 ¥240 → ¥2,400

356-2209 MD-007-T5 定価 ¥240 → ¥2,400

356-2211 MD-007-T7 定価 ¥240 → ¥2,400

346-4557 KGM-10 画像

356-2601 KGM-15 画像商品 ¥2,300 → 画像商品

チョーク4色詰合（10本入）

天神チョーク4色詰め合わせ（10本入）

2018/4/12

2018/7/2146

13

65

84

15

49

誤記

誤記

2018/1/13

ﾄﾞﾗｲｴｰｽ 橙

ﾄﾞﾗｲｴｰｽ 赤

ﾄﾞﾗｲｴｰｽ 青

ﾄﾞﾗｲｴｰｽ 緑

ﾄﾞﾗｲｴｰｽ 黄

ﾄﾞﾗｲｴｰｽは1本単価で掲載されていますが、1箱(10本入)での販売となります。

2018/3/30

工業用消えないﾏｰｶｰ ﾋﾟﾝｸ 商品画像は「KGM-15（青)」です。

工業用消えないﾏｰｶｰ 青

商品名

TWﾀｲﾌﾟ精密木脚　平頭・5/8″

TWﾀｲﾌﾟ精密木脚　平頭・35㎜

伸縮式差し替えﾎﾞｰﾄﾞ　

検尺ﾛｯﾄﾞ(ﾏﾙﾀﾝﾎﾟｰﾙ) 50m

検尺ﾛｯﾄﾞ(ﾏﾙﾀﾝﾎﾟｰﾙ) 100m

検尺ﾛｯﾄﾞ用ﾘｰﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ無

検尺ﾛｯﾄﾞ用ﾘｰﾙ ｽﾀﾝﾄﾞ付

ﾄﾞﾗｲｴｰｽ 黒

ぴったんこマグシート

スカイリフター

スカイリフター

伸縮式差し替えﾎﾞｰﾄﾞ　

ﾊｯﾋﾟｰ電子ﾌｧｲﾙ

ﾊｯﾋﾟｰ電子ﾌｧｲﾙ

K式ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑK-01/03/05のｹｰｽは在庫無くなり次第、K-02に使用されている黄色のｹｰｽに変更されます。

あて尺30cm

あて尺50cm

工事黒板

伸縮式差し替えﾎﾞｰﾄﾞ　 伸縮式差し替えﾎﾞｰﾄﾞ　No.1

検尺ﾛｯﾄﾞ用ﾘｰﾙ

検尺ﾛｯﾄﾞ用ﾘｰﾙ

伸縮式差し替えﾎﾞｰﾄﾞ　No.2

2017/12/20

2018/2/14

2018/4/12

2017/12/20

2017/12/20

2018/7/21

50 2018/5/25

誤記

36 2018/7/21

2018/6/1

誤記85 2018/2/14
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.22正誤訂正・変更情報☆★
 

 2018年7月21日の時点で判明している正誤・変更情報をお知らせします。

P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日商品名

346-2101 S25000 定価 ¥400 → ¥4,000

346-2103 S25001 定価 ¥400 → ¥4,000

346-2121 S25002 定価 ¥400 → ¥4,000

346-2123 S25003 定価 ¥400 → ¥4,000

346-2125 S25004 定価 ¥400 → ¥4,000

346-2151 S25102 定価 ¥480 → ¥4,800

346-2153 S25103 定価 ¥480 → ¥4,800

346-2155 S25104 定価 ¥480 → ¥4,800

346-2201 S25100 定価 ¥480 → ¥4,800

346-2203 S25101 定価 ¥480 → ¥4,800

056-3001 No.01 定価 ¥1,100 → ¥1,300

056-3003 No.1 定価 ¥1,900 → ¥2,200

056-3005 No.2 定価 ¥4,200 → ¥4,900

056-3007 No.3 定価 ¥5,000 → ¥5,900

056-3009 No.R 定価 ¥4,700 → ¥5,500

056-3011 No.4 定価 ¥4,450 → ¥5,250

286-1151 No.4短足 定価 ¥3,900 → ¥4,600

056-3013 No.5 定価 ¥5,300 → ¥6,250

056-3015 No.7 定価 ¥7,200 → ¥8,450

236-6681 No.16(29N) 定価 ¥6,650 → ¥7,800

206-9301 W201 定価 ¥1,700 → ¥1,900

206-9303 W202 定価 ¥1,700 → ¥1,900

206-9305 W203 定価 ¥1,700 → ¥1,900

206-9307 W204 定価 ¥1,700 → ¥1,900

206-9309 W205 定価 ¥1,700 → ¥1,900

206-9311 W206 定価 ¥1,700 → ¥1,900

206-9313 W207 定価 ¥1,700 → ¥1,900

206-9315 W208 定価 ¥1,700 → ¥1,900

206-9317 W209 定価 ¥1,700 → ¥1,900

ｺﾉｴﾈｲﾙ　No.4短足(50本入)

誤記

書いたあと消せるﾁｮｰｸ白替芯

書いたあと消せるﾁｮｰｸ黒替芯

書いたあと消せるﾁｮｰｸ青替芯 誤記

書いたあと消せるﾁｮｰｸ　青 本体

書いたあと消せるﾁｮｰｸ替芯は1ﾊﾟｯｸ(3本入)単価で掲載されていますが、1箱(3本入x10ﾊﾟｯｸ)での販売となります。

書いたあと消せるﾁｮｰｸ本体は1本単価で掲載されていますが、1箱(10本入)での販売となります。

書いたあと消せるﾁｮｰｸ　白　本体

書いたあと消せるﾁｮｰｸ蛍光ﾋﾟﾝｸ替芯

書いたあと消せるﾁｮｰｸ蛍光ｲｴﾛｰ替芯

書いたあと消せるﾁｮｰｸ　黒　本体

ｺﾉｴﾈｲﾙ　No.2(100本入)

ｺﾉｴW No.2　黄　(100枚入)

ｺﾉｴﾈｲﾙ　No.3(100本入)

ｺﾉｴﾈｲﾙ　No.R(100本入)

ｺﾉｴﾈｲﾙ　No.4(50本入)

ｺﾉｴﾈｲﾙ　No.01(100本入)

ｺﾉｴﾈｲﾙ　No.1(100本入)

ｺﾉｴW No.2　青　(100枚入)

ｺﾉｴW No.2　藍　(100枚入)

ｺﾉｴW No.2　緑　(100枚入)

ｺﾉｴﾈｲﾙ　No.5(50本入)

ｺﾉｴﾈｲﾙ　No.7(50本入)

ｺﾉｴﾈｲﾙ　No.16(50本入)

ｺﾉｴW　赤 No.2　(100枚入)

ｺﾉｴW No.2　ｵﾚﾝｼﾞ　(100枚入)

ｺﾉｴW No.2　茶　(100枚入)

ｺﾉｴW No.2　黒　(100枚入)

ｺﾉｴW No.2　白　(100枚入)

書いたあと消せるﾁｮｰｸ　蛍光ﾋﾟﾝｸ本体

書いたあと消せるﾁｮｰｸ　蛍光ｲｴﾛｰ本体

48・85 2018/3/12

86 2018/4/122018/5/21
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.22正誤訂正・変更情報☆★
 

 2018年7月21日の時点で判明している正誤・変更情報をお知らせします。

P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日商品名

206-9319 W301 定価 ¥660 → ¥740

206-9321 W302 定価 ¥660 → ¥740

206-9323 W303 定価 ¥660 → ¥740

206-9325 W304 定価 ¥660 → ¥740

206-9327 W305 定価 ¥660 → ¥740

206-9329 W306 定価 ¥660 → ¥740

206-9331 W307 定価 ¥660 → ¥740

206-9333 W308 定価 ¥660 → ¥740

206-9335 W309 定価 ¥660 → ¥740

276-1401 W315 定価 ¥660 → ¥740

056-3301 測量真鍮基準鋲　φ30　無印 No.930N 定価 ¥700 → ¥800

056-3303 測量真鍮基準鋲　φ30　Vｶｯﾄ十字 No.930N 定価 ¥700 → ¥800

056-3305 測量真鍮基準鋲　φ50　無印 No.950N 定価 ¥800 → ¥900

056-3307 測量真鍮基準鋲　φ50　Vｶｯﾄ十字 No.950 定価 ¥800 → ¥900

056-3325 測量真鍮基準鋲　φ50　ﾍｿ付 No.9-50 定価 ¥800 → ¥900

056-3309 測量真鍮基準鋲　φ63　無印 No.963N 定価 ¥1,200 → ¥1,600

056-3311 測量真鍮基準鋲　φ63　Vｶｯﾄ十字 No.963 定価 ¥1,200 → ¥1,600

056-3327 測量真鍮基準鋲　φ63　ﾍｿ付 No.9-63 定価 ¥1,200 → ¥1,600

056-3313 測量真鍮基準鋲　φ75　無印 No.975N 定価 ¥1,500 → ¥1,800

056-3315 測量真鍮基準鋲　φ75　Vｶｯﾄ十字 No.975 定価 ¥1,500 → ¥1,800

056-3329 測量真鍮基準鋲　φ75　ﾍｿ付 No.9-75 定価 ¥1,500 → ¥1,800

056-3317 測量真鍮基準鋲　φ80　無印 No.980 定価 ¥1,900 → ¥2,300

056-3302 測量真鍮基準鋲　φ80　ﾍｿ付 No.9-80 定価 ¥1,700 → ¥2,300

056-3319 測量真鍮基準鋲　φ100　無印 No.10 定価 ¥2,200 → ¥2,800

226-7201 D-01 定価 ¥1,100 → ¥1,300

226-7203 D-1 定価 ¥1,900 → ¥2,200

226-7205 D-2 定価 ¥4,200 → ¥4,900

226-7209 D-3 定価 ¥5,000 → ¥5,900

226-7211 D-4 定価 ¥4,450 → ¥5,250

226-7213 D-5 定価 ¥5,300 → ¥6,250

226-7215 D-7 定価 ¥7,200 → ¥8,450

ﾒｼﾞｬｰﾈｲﾙ　No.1(100本入)

ﾒｼﾞｬｰﾈｲﾙ　No.2(100本入)

ﾒｼﾞｬｰﾈｲﾙ　No.7(50本入)

ﾒｼﾞｬｰﾈｲﾙ　No.3(100本入)

ﾒｼﾞｬｰﾈｲﾙ　No.4(50本入)

ﾒｼﾞｬｰﾈｲﾙ　No.5(50本入)

ｺﾉｴW No.3　青　(20枚入)

ｺﾉｴW No.3　藍　(20枚入)

ﾒｼﾞｬｰﾈｲﾙ　No.01(100本入)

ｺﾉｴW No.3　緑　(20枚入)

ｺﾉｴW No.3　茶　(20枚入)

ｺﾉｴW No.3　赤　(20枚入)

ｺﾉｴW No.3　ｵﾚﾝｼﾞ　(20枚入)

ｺﾉｴW No.3　黄　(20枚入)

2018/4/12

93 2018/7/1 2018/5/25

86

ｺﾉｴW No.3　黒　(20枚入)

ｺﾉｴW No.4　白　(20枚入)　切込ｱﾘ

ｺﾉｴW No.3　白　(20枚入)　切込ﾅｼ

2018/5/21
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.22正誤訂正・変更情報☆★
 

 2018年7月21日の時点で判明している正誤・変更情報をお知らせします。

P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日商品名

226-7251 D2-R 定価 ¥1,700 → ¥1,900

226-7253 D2-Y 定価 ¥1,700 → ¥1,900

226-7255 D2-B 定価 ¥1,700 → ¥1,900

226-7257 D2-W 定価 ¥1,700 → ¥1,900

226-7259 D2-G 定価 ¥1,700 → ¥1,900

226-7261 D3-R 定価 ¥660 → ¥740

226-7263 D3-Y 定価 ¥660 → ¥740

226-7265 D3-B 定価 ¥660 → ¥740

226-7267 D3-W 定価 ¥660 → ¥740

226-7269 D3-G 定価 ¥660 → ¥740

236-0033 24BAT3.0Aｈ 廃番 ¥30,400 → 後継：356-3151

356-3151 2-607-335-562 後継品 ¥30,000 → 新規掲載

056-3373 BAT1.7Ah 廃番 ¥25,400 → 廃番

226-3001 BAT3.0Ah 廃番 ¥25,400 → 廃番

296-0101 A-45K 定価 ¥265 → ¥285

296-0103 A-60K 定価 ¥380 → ¥400

296-0151 A-45DK 定価 ¥440 → ¥480

296-0153 A-60DK 定価 ¥500 → ¥540

296-0051 A-45S 定価 ¥265 → ¥300

97 296-0053 A-60S 定価 ¥380 → ¥410

102 356-3551 PRO STABILIZED 新発売 ｵｰﾌﾟﾝ定価 → 新発売 2018/5/14

306-3951 GLM7000 廃番 ¥19,000 → 廃番 2018/3/12

GLM150C 新発売 ¥49,000 → 新発売 2018/5/14

056-2401 OS-D 定価 ¥24,000 → ¥28,000

056-2403 OS-S 定価 ¥22,000 → ¥26,000

112 316-4051 36985-6001 製品ｺｰﾄﾞ 36985-6001 → 37461

114 226-9251 ROPE-P 定価 ¥35,000 → ¥33,200

97

ｺﾝﾊﾟｽ　ﾚﾝｼﾞｬｰ

2018/1/1
見取図板　板のみ

ﾛｰﾌﾟﾌﾟｰﾗｰ

106

GBH-24VSR用1.7Ahﾊﾞｯﾃﾘｰ

ﾎﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ No.3　青　(20枚入)

ﾎﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ No.3　白　(20枚入)

ﾎﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ No.3　緑　(20枚入)

見取図板 ｾｯﾄ

ﾘｻｲｸﾙ境界杭 ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ

ﾚｰｻﾞｰ距離計

GBH-24VSR用3.0Ahﾊﾞｯﾃﾘｰ

携帯ﾚｰｻﾞｰ距離計 COOLSHOT

ﾚｰｻﾞｰ距離計

ﾎﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ No.2　赤　(100枚入)

ﾎﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ No.2　黄　(100枚入)

ﾘｻｲｸﾙ境界杭 軽量ﾀｲﾌﾟ

誤記

ﾘｻｲｸﾙ境界杭 軽量ﾀｲﾌﾟ

ﾘｻｲｸﾙ境界杭 軽量ﾀｲﾌﾟ

ﾘｻｲｸﾙ境界杭 軽量ﾀｲﾌﾟ

ﾘｻｲｸﾙ境界杭 ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ

2017/12/20

2017/12/20

2018/2/14

2018/4/12
GBH-24V用2.6Ahﾊﾞｯﾃﾘｰ

GBH-24V用3.0Ahﾊﾞｯﾃﾘｰ

ﾎﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ No.2　青　(100枚入)

ﾎﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ No.2　白　(100枚入)

ﾎﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ No.2　緑　(100枚入)

ﾎﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ No.3　黄　(20枚入)

ﾎﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ No.3　赤　(20枚入)

103

95

93 2018/7/1 2018/5/25

2018/5/25

誤記

- 4/8 -



★☆ヒューマンサポートガイドVol.22正誤訂正・変更情報☆★
 

 2018年7月21日の時点で判明している正誤・変更情報をお知らせします。

P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日商品名

326-4301 1120902 ｺｰﾄﾞ番号 326-4301 → 346-6151

326-4301 1120902 製品ｺｰﾄﾞ 1120902 → 010-11209-02

125 326-8401 testo540 定価 ¥19,400 → ¥17,400

326-4101 LC-05GP 廃番 ¥25,000 → 後継：356-2501

356-2501 LC-FSG 後継品 ¥25,000 → 新発売

326-5501 RL-1 定価 ¥39,000 → ¥43,500 2017/12/21 2017/12/20

326-5451 H2400 定価 ¥11,500 → ¥15,000

137 336-5755 MD93040 商品重量 1,16kg → 1,65kg 誤記

143 246-2401 TS-1-7 廃番 ¥5,800 → 廃番

948-1901 N15 価格 ¥5,420 → ¥5,960

948-1903 N20 価格 ¥7,980 → ¥8,780

948-1905 N30 価格 ¥15,900 → ¥17,500

150 206-3151 KP-21C 仕切価格 仕切価格のみ → UP 2018/5/25

066-2101 RD-3 在庫限り廃番 ¥8,200 → 後継：356-1601

066-2103 RD-5 在庫限り廃番 ¥12,000 → 後継：356-1603

356-1601 RDS-3 後継品 ¥7,800 → 新発売

356-1603 RDS-5 後継品 ¥11,000 → 新発売

156 346-9201 PS-611CN-VALUN 定価 ¥64,000 → ¥56,500 2018/5/25

206-0711 AT1 定価 ¥8,000 → ¥12,000

206-0713 AT2 定価 ¥13,000 → ¥19,500

206-0715 AT3 定価 ¥18,000 → ¥28,000

236-0591 WA-PT-4DG 廃番 ¥95,000 → 後継：356-3351

356-3351 DTC-4DG 後継品 ¥148,000 → 新発売

266-8303 WAK-COD 取り扱い中止 ¥4,000 → 後継：356-3851

356-3851 ＷＡＫ-ＣＯＤ-2 後継品 ¥4,000 → 新発売 2018/7/2

266-8361 KR-COD 取り扱い中止 ¥9,600 → 後継：356-4001

356-4001 KR-COD-2 後継品 ¥9,600 → 新発売 2018/7/2

326-4601 ＷＡＫ－ＮＨ４ 取り扱い中止 ¥4,000 → 後継：356-3901

356-3901 ＷＡＫ－ＮＨ4-2 後継品 ¥4,000 → 新発売 2018/7/2

326-4501 ＫＲ－ＮＨ４ 取り扱い中止 ¥9,600 → 後継：356-3951

356-3951 ＫＲ－ＮＨ４-2 後継品 ¥9,600 → 新発売 2018/7/2

2018/5/25

M型ノギｽ

147 2018/7/21

ﾏｯﾌﾟｿｰｽTOPO10M Plus V4

ﾏｯﾌﾟｿｰｽTOPO10M Plus V4
誤記

小型照度計

129

118

ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞｰ用受光器
2017/12/20

パックテスト　アンモニウム 150ヶ入

透視度計(透明ｱｸﾘﾙ製) 30cm

誤記

ｽﾏｰﾄﾂｰﾙ3rd

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾌﾟﾗﾆﾒｰﾀｰ

GPSﾌﾟﾛｯﾀｰ魚探 ﾊﾞﾘｭｰｾｯﾄ

M型ノギｽ

M型ノギｽ

パックテスト　COD 50ヶ入

パックテスト　COD 50ヶ入

パックテスト　COD 150ヶ入

パックテスト　COD 150ヶ入

パックテスト  アンモニウム 50ヶ入

パックテスト  アンモニウム 50ヶ入

パックテスト　アンモニウム 150ヶ入

ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞｰ用受光器

ﾘﾓｺﾝ整準台

2018/2/14

2017/12/20

2018/4/12

2018/3/12

2018/5/25

ﾚｯﾄﾞﾛｰﾌﾟ用おもり(ﾚｯﾄﾞ) 3.2kg

ﾚｯﾄﾞﾛｰﾌﾟ用おもり(ﾚｯﾄﾞ) 5kg

ﾚｯﾄﾞﾛｰﾌﾟ用おもり(ｼﾙﾊﾞｰ) 3.2kg

134

153

158

163 2018/7/21

ﾚｯﾄﾞﾛｰﾌﾟ用おもり(ｼﾙﾊﾞｰ) 5kg

透視度計(透明ｱｸﾘﾙ製) 50cm

透視度計(透明ｱｸﾘﾙ製) 1m

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ濁色度計

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ濁色度計

受光器ｽﾗｲﾄﾞ式ﾐﾘ棒

ﾎﾟｹｯﾄﾐｸﾛﾒｰﾀｰ

157

在庫限り
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.22正誤訂正・変更情報☆★
 

 2018年7月21日の時点で判明している正誤・変更情報をお知らせします。

P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日商品名

174 326-5701 AF-350 定価 ¥340,000 → ｵｰﾌﾟﾝ定価 2018/5/25

175 276-5551 D-TECT150CNT 定価 ¥147,000 → ¥150,000 2018/4/1 2018/2/14

180 266-8403 CT-1320D 廃番 ¥14,000 → 後継機種無し 2018/7/21

326-9201 testo606-1 定価 ¥12,400 → ¥13,000 2018/2/14

326-9203 testo606-2 定価 ¥22,300 → ¥23,400 2018/4/12

326-9201 testo606-1 定価 ¥13,900 → ¥12,400

326-9203 testo606-2 定価 ¥25,000 → ¥22,300

306-4951 testo810 定価 ¥16,800 → ¥15,000

306-4951 testo810 定価 ¥15,000 → ¥15,700

336-6751 GR-101 定価 ¥4,000 → ¥5,000

336-6753 GR-102 定価 ¥7,000 → ¥7,500

192 仕様変更

2018/5/25

341-4203 JAZ-S55 製品ｺｰﾄﾞ 341-4203 → 346-4203 誤記

336-3251 RSS-1500-14 定価 ¥6,100 → ¥13,500 誤記

336-3251 RSS-1500-14 定価 ¥13,500 → ¥17,600 2018/5/25

196 316-9401 WT-1000 定価 ¥23,000 → ¥25,000 誤記

296-1301 MK-02 定価 ¥20,000 → ¥22,500 誤記(旧価格)

296-1301 MK-02 定価 ¥22,500 → ¥17,500 2018/5/1 2018/5/25

201 2018/2/14

326-6051 AT-02 廃番 ¥4,400 → 後継：356-3251

356-3251 AT-03 後継品 ¥4,400 → 新発売

346-9031 SK-L700R-T 346-9031 → 346-9031

346-9031 SK-L700R-T-2 346-9031 → 356-2451 誤記

231 978-8835 7210-64 仕様 1年分 → 55枚入 誤記 2018/3/12

246-5403 CTH-203 廃番 ¥4,000 → 後継:356-4051

356-4051 CTH-205 後継品 ¥1,900 → 新発売

356-2151 LLUVIA-2 定価 ¥70,000 → ¥75,000

977-0601 RM-S 定価 ¥75,000 → ¥70,000

977-0601 RM-S 廃番 ¥70,000 → 廃番

977-0603 RM-1 廃番 ¥56,000 → 廃番

2017/12/20

233

材料水分計

2018/2/1

誤記(旧価格)
2018/2/1定価変

更

材料水分計
2018/2/1

無線温湿度ﾛｶﾞｰ分離型ｾﾝｻ

TAMAPod

材料水分計

デゾタル温度計

無線温湿度ﾛｶﾞｰ　子機

銅製雨量計  一式

デゾタル温湿度計

デゾタル温湿度計

自動巻き取り式ﾊﾞﾘﾃｰﾌﾟ ｶﾞｰﾄﾞﾛｯﾀｰ

自動巻き取り式ﾊﾞﾘﾃｰﾌﾟ ｶﾞｰﾄﾞﾛｯﾀｰ
191

2017/12/20

2018/2/14

2018/7/21

2018/5/25

ｼｸﾞﾏⅡ型 32日用記録紙

コード番号
重複

286-1701～1707　ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ雨衣#200　はｸﾞﾘｰﾝが廃番となり、ﾌﾞﾙｰのみの販売となります。

ｽﾍﾞﾗﾝﾁｬ

194

銅製雨量計  一式
2018/5/25

銅製雨量計

193

220

2017/12/20

2017/12/20

ﾎｰﾑﾐﾗｰ(ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの枠の)画像　ｶﾀﾛｸﾞはｼﾙﾊﾞｰですが、実際はｵﾚﾝｼﾞ色です。

ｼﾓﾀﾞﾄﾝﾎﾞ伸縮式・固定式はﾌﾞﾚｰﾄﾞのご指定が無い場合は木製65cmが付きます(説明文では60cm)

合図灯

ｳｫｰﾙｽｷｬﾅｰ

赤外線放射温度計

赤外線放射温度計

　ｱﾙｺｰﾙﾁｪｯｶｰ

　ｱﾙｺｰﾙﾁｪｯｶｰ

ﾛｰﾌﾟ杭(12本入) ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ

材料水分計

200

ﾛｰﾌﾟ杭(12本入) ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ

181

188

ｽｰﾊﾟｰﾜｰｸﾗｲﾄ

ｽﾍﾞﾗﾝﾁｬ

242

金属探知機

誤記

230 2017/12/20

後継未定
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.22正誤訂正・変更情報☆★
 

 2018年7月21日の時点で判明している正誤・変更情報をお知らせします。

P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日商品名

253 096-5001 LS-301 定価 ¥55,000 → ¥62,000 2018/4/1 2018/3/12

255 336-3351 BKY-01 仕切価格 仕切価格のみ → UP 送料別途

256 977-1805 DM-5 仕切価格 仕切価格のみ → UP 2018/4/10

977-1301 LS-343 定価 ¥54,000 → ¥58,000

977-1303 LS-344 定価 ¥70,000 → ¥74,000

096-5501 LA-148A 定価 ¥660,000 → ¥700,000

096-5503 LA-148B 定価 ¥730,000 → ¥740,000

256-5901 LA-146A 定価 ¥260,000 → ¥300,000

256-5903 LA-146B 定価 ¥330,000 → ¥340,000

261 356-2251 KC-77 定価 ¥70,000 → ¥700,000

977-3201 LC-622A 定価 ¥30,000 → ¥31,000

977-3203 LC-622B 定価 ¥30,000 → ¥31,000

977-3205 LC-622D 定価 ¥30,000 → ¥31,000

977-3207 LC-622C 定価 ¥30,000 → ¥31,000

246-0551 LC-622F 定価 ¥15,500 → ¥17,000

266-4501 LC-622E 定価 ¥14,500 → ¥16,000

316-2801 LA-244A 仕切価格 仕切価格のみ → UP

316-2803 LA-244B 仕切価格 仕切価格のみ → UP

206-1791 LC-564A 価格 10500 → ¥10,900

206-1793 LC-564B 価格 10500 → ¥10,900

265 096-5421 LC-615A 定価 ¥110,000 → ¥117,000

096-5423 LC-615B 定価 ¥128,000 → ¥135,000

236-7041 LC-612A 定価 ¥55,000 → ¥60,000

236-7043 LC-612B 定価 ¥65,000 → ¥70,000

236-7041 LC-612A 定価 ¥55,000 → ¥60,000

236-7043 LC-612B 定価 ¥65,000 → ¥70,000

316-3151 R31PE15 定価 ¥51,500 → ¥53,000

316-3153 R31PE3 定価 ¥51,500 → ¥53,000

316-3155 R31PE6 定価 ¥51,500 → ¥53,000

316-3157 R31PE30 定価 ¥51,500 → ¥53,000

265

卓上台はかりﾚﾝｼﾞｬｰ3000

カンタブ　低濃度

カンタブ　標準

264

2018/7/21

スランプレベル台

スランプレベル台

軽量ﾓｰﾙﾄﾞ(ﾌﾞﾘｷ製)

誤記 2017/12/20

2018/4/1

電気定温乾燥器（片扉式）

271

ハンドオーガーセット

液性限界測定装置　ｶｳﾝﾀｰ無し

液性限界測定装置　ｶｳﾝﾀｰ付

ﾜｼﾝﾄﾝ型ｴｱﾒｰﾀｰ　ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管ｹﾞｰｼﾞ

ﾜｼﾝﾄﾝ型ｴｱﾒｰﾀｰ　ﾍﾞﾛｰｽﾞ弁圧力ｹﾞｰｼﾞ

卓上台はかりﾚﾝｼﾞｬｰ3000

卓上台はかりﾚﾝｼﾞｬｰ3000

卓上台はかりﾚﾝｼﾞｬｰ3000

循環送風式電気定温乾燥機

循環送風式電気定温乾燥機

電気定温乾燥器（片扉式）

スランプレベル台

スランプレベル台

軽量ﾓｰﾙﾄﾞ(ﾌﾞﾘｷ製)

ﾛｰﾀｯﾌﾟ型ふるい振とう機

260

2018/3/12

2018/4/12

2018/7/21

2018/5/25

軽量ﾓｰﾙﾄﾞ(ﾌﾞﾘｷ製)

土壌用比重計(ﾎﾞｲｺｰｽ)

土壌酸度測定器

2018/4/1 2018/3/12

2018/3/12

計量ﾓｰﾙﾄﾞ用ﾍﾟﾝﾁ

計量ﾓｰﾙﾄﾞφ5x10用ﾍﾟﾝﾁ

コアケース　6ヶ

コアケース　12ヶ

軽量ﾓｰﾙﾄﾞ(ﾌﾞﾘｷ製)

257

263

2018/7/1

2018/4/1

2018/5/1
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.22正誤訂正・変更情報☆★
 

 2018年7月21日の時点で判明している正誤・変更情報をお知らせします。

P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日商品名

283 226-6255 15-0390 定価 ¥2,250 → ¥2,500 2017/12/21

236-0871 014-0055 定価 ¥3,400 → ¥4,080 誤記

977-5101 506 廃番 ¥1,000 → 廃番 2018/2/14

286 106-3361 1-809-1024 定価 ¥1,700 → ¥1,250 誤記 2017/12/20

293 336-8451 012-0001 製品ｺｰﾄﾞ 012-0001 → 212-0001 誤記 2018/3/12

206-6001 W-170ST 廃番 ¥39,500 → 後継：356-3451

356-3451 WT-C401 後継品 ¥55,000 → 新発売

300 346-9951 TISKIZUK 定価 ¥36,000 → ¥37,400

301 276-8851 RX-5N 廃番 ¥8,800 → 廃番 2018/3/12

346-9901 FC114612 定価 ¥1,920 → ¥2,160

346-9911 FC114624 定価 ¥3,840 → ¥4,320

346-9921 FC114636 定価 ¥5,760 → ¥6,480

346-9931 FC114648 定価 ¥7,680 → ¥8,640

誤記

誤記

ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀｰ

製図器MT型大ﾃﾞﾊﾞｲﾀﾞｰ

井上式航海定規

卓上型超音波洗浄器

卓上型超音波洗浄器

地籍図バインダー

299

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｧｰﾊﾞｰｱｸｱ色鉛筆 48色ｾｯﾄ

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｧｰﾊﾞｰｱｸｱ色鉛筆 24色ｾｯﾄ

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｧｰﾊﾞｰｱｸｱ色鉛筆 36色ｾｯﾄ

調査士用三角定規 2mm厚

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｧｰﾊﾞｰｱｸｱ色鉛筆 12色ｾｯﾄ

ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ 円定規

2017/12/20

2018/5/25

285
SK三角定規

307 2018/12/20
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