
★☆ヒューマンサポートガイドVol.23正誤訂正・変更情報☆★
 

 2019年03月15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 2018/12/26

316-1351 EME-59A 廃番 ¥3,000 → 後継品：366-1771

366-1771 EME-654MA 後継品 ¥3,000 → 新発売 3月下旬予定

316-1301 EME-51A 廃番 ¥3,000 → 後継品：366-1751

366-1751 EME-652MA 後継品 ¥3,000 → 新発売 3月下旬予定

316-6651 EME-52A 廃番 ¥3,000 → 後継品：366-1761

366-1761 EME-522A 後継品 ¥3,000 → 新発売 発売中

236-6571 A502-0 価格 ¥3,400 → ¥4,100

236-6573 A402-0 価格 ¥3,000 → ¥3,600

236-6575 A352-0 価格 ¥2,600 → ¥3,100

236-6577 A503-0 価格 ¥3,400 → ¥4,100

236-6579 A403-0 価格 ¥3,000 → ¥3,600

236-6581 A353-0 価格 ¥2,600 → ¥3,100

236-6583 A504-0 価格 ¥3,400 → ¥4,100

236-6585 A404-0 価格 ¥3,000 → ¥3,600

236-6587 A354-0 価格 ¥2,600 → ¥3,100

236-6589 A505-0 価格 ¥3,400 → ¥4,100

236-6591 A405-0 価格 ¥3,000 → ¥3,600

236-6593 A355-0 価格 ¥2,600 → ¥3,100

236-6595 A506-0 価格 ¥3,400 → ¥4,100

236-6597 A406-0 価格 ¥3,000 → ¥3,600

236-6599 A356-0 価格 ¥2,600 → ¥3,100

236-6601 A502-1 価格 ¥3,900 → ¥4,700

236-6603 A402-1 価格 ¥3,500 → ¥4,200

236-6605 A352-1 価格 ¥3,100 → ¥3,700

236-6607 A503-1 価格 ¥3,900 → ¥4,700

236-6609 A403-1 価格 ¥3,500 → ¥4,200

236-6611 A353-1 価格 ¥3,100 → ¥3,700

236-6613 A504-1 価格 ¥3,900 → ¥4,700

236-6615 A404-1 価格 ¥3,500 → ¥4,200

236-6617 A354-1 価格 ¥3,100 → ¥3,700

236-6619 A505-1 価格 ¥3,900 → ¥4,700

236-6621 A405-1 価格 ¥3,500 → ¥4,200

236-6623 A355-1 価格 ¥3,100 → ¥3,700

236-6625 A506-1 価格 ¥3,900 → ¥4,700

236-6627 A406-1 価格 ¥3,500 → ¥4,200

236-6629 A356-1 価格 ¥3,100 → ¥3,700

236-6631 A502-2 価格 ¥4,300 → ¥5,300

236-6633 A402-2 価格 ¥3,900 → ¥4,700

236-6635 A352-2 価格 ¥3,500 → ¥4,200

77

78

4/1～

2019/3/15

88

商品名

*[ﾗｲｶ版]　　Leica GS ｼﾘｰｽﾞ

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

イヤホンマイク

イヤホンマイク

イヤホンマイク

イヤホンマイク

イヤホンマイク

イヤホンマイク

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 1穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 貼付ﾀｲﾌﾟ(10枚入)    
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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03月15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

236-6637 A503-2 価格 ¥4,300 → ¥5,300

236-6639 A403-2 価格 ¥3,900 → ¥4,700

236-6641 A353-2 価格 ¥3,500 → ¥4,200

236-6643 A504-2 価格 ¥4,300 → ¥5,300

236-6645 A404-2 価格 ¥3,900 → ¥4,700

236-6647 A354-2 価格 ¥3,500 → ¥4,200

236-6649 A505-2 価格 ¥4,300 → ¥5,300

236-6651 A405-2 価格 ¥3,900 → ¥4,700

236-6653 A355-2 価格 ¥3,500 → ¥4,200

236-6655 A506-2 価格 ¥4,300 → ¥5,300

236-6657 A406-2 価格 ¥3,900 → ¥4,700

236-6659 A356-2 価格 ¥3,500 → ¥4,200

206-9351 K-120 価格 ¥660 → ¥730

206-9253 Q500 価格 ¥2,370 → ¥2,610

306-0101 ＣＥ-Ｗ 価格 ¥600 → ¥700

306-0103 ＣＥ-Ｇ 価格 ¥600 → ¥700

306-0105 ＣＥ-Ｓ 価格 ¥600 → ¥700

306-0107 ＣＥ-Ｅ 価格 ¥600 → ¥700

306-0109 ＣＥ-ＩＴ 価格 ¥600 → ¥700

306-0111 ＣＥ-Ｏ 価格 ¥600 → ¥700

97 → 説明文追加

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

100 326-8201 BP-150 価格 ¥1,570 → ¥1,700

326-8203 BP-300 価格 ¥1,905 → ¥2,060

326-8205 BP-400 価格 ¥2,240 → ¥2,415

326-8207 BP-550 価格 ¥2,620 → ¥2,835

326-8209 BP-800 価格 ¥3,380 → ¥3,655

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

2108/12/26

93

100

誤記

4/1～

102

2019/3/15

2019/3/1588

2019/3/15

ｺﾝｸﾘｰﾄ接着剤 　ﾎﾞﾝﾄﾞK120

ｺﾝｸﾘｰﾄ接着剤 　ｸｲｯｸﾒﾝﾀﾞｰ

ﾄｩﾙｰﾊﾟﾙｽ200X

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

背負子　ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞｰﾝ　DP

ﾄｩﾙｰﾊﾟﾙｽ360RはBluetooth対応ﾓﾃﾞﾙとなっておりますが、ﾄｩﾙｰﾊﾟﾙｽ360も対応ﾓﾃﾞﾙです

レーザー距離計　Leica　DISTO　

ﾄｩﾙｰﾊﾟﾙｽ360R

携帯用ﾚｰｻﾞｰ距離計

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

2019/1/18

2019/2/5

2019/1/1899

背負子　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾞｰﾝ　

背負子　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾞｰﾝ　DP

背負子　ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾝ

背負子　ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾝ　DP

背負子　ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞｰﾝ

90

104

101

携帯用ﾚｰｻﾞｰ距離計

レーザー距離計　Leica　DISTO　

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

ｺﾉｴｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ 2穴ﾀｲﾌﾟ(10枚入)     

錘球　下振

錘球　下振

錘球　下振

錘球　下振

キャッツアイ

サンクイと軽量ハイプラ杭の頭部マークにも無地「□」がございます。

錘球　下振
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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03月15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

206-0903 MT30W 廃番 ¥2,000 → 廃番 在庫なくなり次第

206-0905 MT30Y 廃番 ¥2,000 → 廃番 在庫なくなり次第

206-0909 MT30R 廃番 ¥2,000 → 廃番 在庫なくなり次第

119 306-4351 1173401 廃番 ¥2,500 → 廃番

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

306-7451 TK-VH500G 廃番 ¥300,000 → 後継品：356-9451

306-7453 TK-VH500G 廃番 ¥325,000 → 廃番

356-9451 TK-VH500GN 後継品 ¥300,000 → 新発売

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

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

226-1901 PX-EX 廃番 ¥160,000 → 在庫限り 在庫なくなり次第

226-1903 PX-EX－Ｐ 廃番 ¥209,000 → 在庫限り 在庫なくなり次第

086-1123 KP-92N 廃番 ¥58,000 → 廃番 在庫なくなり次第

086-1127 KP-82N 廃番 ¥55,000 → 廃番 在庫なくなり次第

276-4551 CV-10B 価格 ¥9,500 → ¥11,000

276-4553 CV-10I 価格 ¥9,500 → ¥11,000

336-8551 HI98107N 価格 ¥10,000 → ¥8,500

336-8101 HI98100 価格 ¥10,500 → ¥9,000

266-1031 HI98111 価格 ¥32,000 → ¥33,000

169 356-1501 A0000P200D 仕様 HC/O2/H2S/CO/VOC → VOC 誤記

356-1503 AＭ111P200D 製品ｺｰﾄﾞ AH111P200D → AH111P200D

356-1503 ＡＨ111Ｐ200Ｄ 仕様 VOC → HC/O2/H2S/CO/VOC 誤記

172 306-6451 ＡＦ-1 廃番 ¥12,000 → 廃番

176 346-1803 TR-75 価格 ¥840,000 → オープン

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

110

125

147

148

162

169

2019/3/15

2019/3/15

2019/3/15

2019/2/5

2019/2/5

2019/1/18

ｼﾓﾀﾞﾄﾝﾎﾞ伸縮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)

4/1～

1/21～202

194

198

123

129

プラコム

プラコム

コンカーブ

ポケッタブルガスモニター

ポケッタブルガスモニター

ポケッタブルガスモニター

エアフローインジケータ

アンカー引張試験用 荷重確認試験機

デジタル照度計

デジタル照度計

デジタル照度計

デジタル照度計

おさ丸くん

ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞｰﾚﾍﾞﾙ

ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞｰﾚﾍﾞﾙ（三脚付）

ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞｰﾚﾍﾞﾙ

PLANIX

SILVAﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ２

SILVAﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　ﾚﾝｼﾞｬｰｱﾃｯｸｽ

SILVAﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ3

ライン引き

ライン引き

ﾌｧｲﾝﾚｰｻﾞｰ

ﾌｧｲﾝﾚｰｻﾞｰ

ﾛｰﾌﾟ杭（10本入）

ﾛｰﾌﾟ杭（10本入）

ﾛｰﾌﾟ杭（12本入）

PLANIX

マークテープ

マークテープ

マークテープ

eTrexX0ｼﾘｰｽﾞ用ｵﾌﾟｼｮﾝｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ

4/1～

コンカーブ

Phep

Ｃｈｅｃｋｅｒ+

PICCOLO

- 3/4 -



★☆ヒューマンサポートガイドVol.23正誤訂正・変更情報☆★
 

 2019年03月15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

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

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㎜

306-9055 TR-72wf-H 製品ｺｰﾄﾞ TR-72wf-H → TR-72wf-S 誤記 2019/2/5

306-9051 TR-71wf 廃番 ¥24,800 → 後継品：366-1601

366-1601 TR-71wb 後継品 ¥24,800 → 新発売

306-9053 TR-72wf 廃番 ¥29,800 → 後継品：366-1603

366-1603 TR-72wb 後継品 ¥29,800 → 新発売

306-9055 ＴＲ-72wf-S 廃番 ¥38,000 → 後継品：366-1605

366-1605 ＴＲ-72wb-S 後継品 ¥38,000 → 新発売

253 326-3451 KJS-310 コード番号 326-3451 → 286-5801 誤記

246-3151 MODEL140 廃番 ¥136,000 → 後継品：366-1701

366-1701 12PU115 後継品 ¥136,000 → 新発売 運賃別途

978-6901 KM-121 価格 ¥7,740 → ¥8,500

978-6903 KM-131 価格 ¥7,920 → ¥8,700

977-3215 PM-1225 価格 31000 → ¥34,000

977-3215 PM-1225 価格 31000 → ¥34,000

096-5611 ＮＲ型 廃番 ¥219,000 → 廃番

096-5621 ＫＳ型 廃番 ¥245,000 → 廃番

316-3151 R31PE15 価格 ¥53,000 → ¥54,200

316-3153 R31PE3 価格 ¥53,000 → ¥54,200

316-3155 R31PE6 価格 ¥53,000 → ¥54,200

316-3157 R31PE30 価格 ¥53,000 → ¥54,200

308 336-8401 014-0189 価格 900 → ¥980

296-8301 No.42-801 価格 ¥7,700 → ¥8,400

296-8303 No.42-802 価格 ¥4,250 → ¥4,650

296-8305 No.42-803 価格 ¥2,150 → ¥2,370

296-8307 No.42-804 価格 ¥2,150 → ¥2,370

296-8309 No.42-805 価格 ¥1,050 → ¥1,160

296-8351 No.42-811 価格 ¥10,300 → ¥11,300

296-8355 No.42-813 価格 ¥2,950 → ¥3,250

318 106-6143 DC-4P10 価格 ¥10,500 → ¥9,200

2018/12/26

2019/3/15

2019/3/15

238

268

2019/2/5

285

311

276

281
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3色回転灯 グリーン/イエロー/レッド

ﾏｯﾄﾞﾊﾞﾗﾝｽ（泥水比重計）

ﾏｯﾄﾞﾊﾞﾗﾝｽ（泥水比重計）

プラモールド

プラモールド

ﾛｯｸﾊﾝﾏｰ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｽﾄﾊﾝﾏｰ

背ポールＡ４　10mm厚

羽根箒（小）

セフティベース　グリーン
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セフティベース　グリーン

セフティベース　グリーン

セフティベース　グリーン

セフティベース　グリーン

セフティベース　半透明

セフティベース　半透明
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