
★☆ヒューマンサポートガイドVol.23正誤訂正・変更情報☆★
 

 2019年02月05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

*5 なし GS07 価格 ¥1,000,000 → ｵｰﾌﾟﾝ

206-9351 K-120 価格 ¥660 → ¥730

206-9253 Q500 価格 ¥2,370 → ¥2,610

206-1001 EBBｰ004 廃番 ¥16,000 → 後継：366-1503

366-1503 EBB004DP 後継品 ¥18,000 → 新発売 3月下旬予定

206-1003 EBB-005 廃番予定 ¥13,000 → 後継：366-1505

366-1505 EBB005DP 後継品 ¥15,000 → 新発売 3月下旬予定

206-1005 EBB-001 廃番予定 ¥22,000 → 後継：366-1501

366-1501 EBB001DP 後継品 ¥240,000 → 新発売 3月下旬予定

316-3851 TRUPULSE200X 質量 285g → 382g 2018/12/26

説明文訂正 2019/1/18

316-1551 TRUPULSE360R 価格 ¥490,000 → ¥442,000

326-2953 COOLSHOT40 価格 ¥38,000 → ¥35,000

326-2955 COOLSHOT40i 価格 ¥46,000 → ¥42,000

296-3403 DISTO-X310 廃番 ¥41,600 → 後継：366-1401

366-1401 DISTO-X3 後継品 ¥56,100 → 新発売

976-8403 LX-1330D 在庫限り廃番 ¥27,500 → 廃番

246-1601 LX-1332D 在庫限り廃番 ¥29,700 → 廃番

356-4151 LX-2500 新発売 ¥29,700 → 新発売 最大200000lux

356-4153 LX-3000 新発売 ¥33,000 → 新発売 最大200000lux/LEDモード付

326-3959 LST-RB610 価格 ¥130,000 → ¥115,000

326-3957 LST-RB510 価格 ¥110,000 → ¥100,000

246-1401 RTS-1500 送料 送料込み → 送料別途

246-1403 RTS-1200 送料 送料込み → 送料別途

336-3251 RSS-1500-14 送料 送料込み → 送料別途

346-1601 37643 廃番 ¥9,500 → 廃番

296-4051 37242-3 在庫限り廃番 ¥6,000 → 廃番

366-1451 37724 新発売 ¥8,900 → 新発売 2月上旬予定

076-4001 D-13 価格 ¥10,000 → ¥12,000

076-4003 D-14 価格 ¥8,400 → ¥9,800

209 説明文訂正

213 266-8901 KWK-100 価格 ¥14,000 → ¥15,600 2019/2/5

356-0901 SK-250WPⅡ-N 廃番 ¥13,800 後継：366-1301

356-0903 SK-250WPⅡ-K 廃番 ¥10,800 後継：366-1301
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.23正誤訂正・変更情報☆★
 

 2019年02月05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

366-1301 SK-270WP 後継品 ¥10,800 発売済み

366-1351 S270WP-01 SK-270WP用ｾﾝｻ ¥9,000 発売済み 標準ｾﾝｻφ3×Ｌ100㎜

366-1353 S270WP-02 SK-270WP用ｾﾝｻ ¥10,500 発売済み 中心温度測定ｾﾝｻφ3×L200㎜

366-1355 S270WP-03 SK-270WP用ｾﾝｻ ¥13,000 発売済み 揚げ油測定ｾﾝｻφ3×L400㎜

366-1357 S270WP-04 SK-270WP用ｾﾝｻ ¥12,000 発売済み 中心温度測定ｾﾝｻφ2×L150㎜

366-1359 S270WP-05 SK-270WP用ｾﾝｻ ¥13,000 発売済み 中心温度測定ｾﾝｻφ2×Ｌ45㎜＋φ3×Ｌ55㎜

238 306-9055 TR-72wf-H 製品ｺｰﾄﾞ TR-72wf-H → TR-72wf-S 誤記

978-6901 KM-121 価格 ¥7,740 → ¥8,500

978-6903 KM-131 価格 ¥7,920 → ¥8,700

096-5611 ＮＲ型 在庫限り廃番 ¥219,000 → 廃番

096-5621 ＫＳ型 在庫限り廃番 ¥245,000 → 廃番
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防水型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計ＳＫ-270ＷＰとＳＫ-250ＷＰⅡｼﾘｰｽﾞはｾﾝｻの互換性はありません。
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