
★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年1月17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 商品名 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日

236-6011 トランアーム　35mm 1192 価格 ¥18,000 → ¥25,000

216-7051 三脚スプレッダー(PAT.P)  マグネットなし SS-1 廃番 ¥13,800 → 廃番

216-7053 三脚スプレッダー(PAT.P)  マグネット付 SS-1M 廃番 ¥15,600 → 在庫限り廃番 在庫僅少

326-3851 SSVC-9005 廃番 ¥31,800 → 廃番

336-6121 SSAC-03 廃番 ¥6,600 → 廃番

78 396-8851 スピーカーマイクロホン KMC-55 価格 オープン価格 → ¥13,000 誤記

84 056-3029 コノエW(真鍮) W313 価格 ¥9,000 → ¥13,000 誤記

386-8303 VERTEX5-60°セット 価格 ¥270,000 → ¥282,000

386-8301 VERTEX5-360°セット 価格 ¥280,000 → ¥292,000

366-9601 エンジンチェーンソー MS170C-E 価格 ¥26,000 → ¥27,000 誤記

376-8251 エンジン刈払機 EKK-2200 価格 ¥44,400 → ¥46,600 2022/1/1～

346-4751 電子輪尺 MDⅡ-65 価格 ¥285,000 → オープン価格

086-1273 SSW-30 価格 ¥48,500 → ¥51,500

086-1275 SSW-40 価格 ¥55,000 → ¥58,500

086-1277 SSW-50 価格 ¥83,000 → ¥88,000

316-7151 万能鉈二丁差(サヤ付) W-NN18 価格 ¥15,500 → ¥18,300

316-7201 片刃腰鉈 S-N18 価格 ¥9,420 → ¥11,100

129 356-2101 精密デジタル水準器 DWL-2000XY 廃番 ¥70,000 → 廃番

163 396-8351 ハイドロトレーサー HT-55 HT-55 価格 ¥270,000 → オープン価格 誤記

976-2301 TH-4・#1/2 価格 ¥2,020 → ¥2,125

976-2303 TH-2・#1/4 価格 ¥2,020 → ¥2,125

316-2601 TH-46・#1/2 価格 ¥3,080 → ¥3,235

316-2607 TH-49・#1/2 価格 ¥3,910 → ¥4,110

316-2603 TH-26・#1/4 価格 ¥3,080 → ¥3,235

316-2605 TH-29・#1/4 価格 ¥3,910 → ¥4,110

206-7301 ドクターハンマー(点検ハンマー) TKH-270C 価格 ¥7,365 → ¥7,735

376-8301 TSH010B 廃番 ¥16,000 → 後継：396-9801

396-9801 TSH020B 後継品 ¥16,000 → 新発売

376-8303 TSH010K 廃番 ¥16,000 → 後継：396-9803

396-9803 TSH020K 後継品 ¥16,000 → 新発売

376-8601 K-770(12インチ) 価格 ¥248,000 → ¥280,000

376-8603 K-770(14インチ） 価格 ¥263,000 → ¥295,000

396-4551 防塵カッター B18NⅡ-F 価格 ¥75,000 → ¥79,000

376-8251 エンジン刈払機 EKK-2200 価格 ¥44,400 → ¥46,600

346-6501 ワーキングシューズ　オールマイティLSシリーズ C1GA1700-01 廃番 オープン価格 → 後継：396-9751

396-9751 ワーキングシューズ　オールマイティLSⅡ　11L F1GA2100-01 後継品 オープン価格 → 新発売

346-6503 ワーキングシューズ　オールマイティLSシリーズ C1GA1700-05 廃番 オープン価格 → 後継：396-9753

396-9753 ワーキングシューズ　オールマイティLSⅡ　11L F1GA2100-09 後継品 オープン価格 → 新発売

346-6505 ワーキングシューズ　オールマイティLSシリーズ C1GA1700-14 廃番 オープン価格 → 後継：396-9755

396-9755 ワーキングシューズ　オールマイティLSⅡ　11L F1GA2100-27 新発売 オープン価格 → 新発売

346-6507 ワーキングシューズ　オールマイティLSシリーズ C1GA1700-62 廃番 オープン価格 → 後継：396-9757

396-9757 ワーキングシューズ　オールマイティLSⅡ　11L F1GA2100-62 後継品 オープン価格 → 新発売
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376-9351 TS002 名称 角型フタ付/1ｔ → 丸形ﾌﾀ付/1t

376-9351 TS002 サイズ 860×860×H1200 → φ1100×H1100

376-9301 SC004 名称 丸形ﾌﾀ付/1t → 角型ﾌﾀ付/1t

376-9301 SC004 サイズ φ1100×H1080 → 860×860×H1200

236-6891 FW-E33 価格 ¥27,500 → ¥30,800

236-6895 NW-EK33 価格 ¥52,000 → ¥57,700

306-9701 SSS-310 価格 ¥18,700 → ¥19,300

306-5101 SSS-417S 価格 ¥35,150 → ¥36,200

306-9651 SWS-310M 価格 ¥20,850 → ¥21,500

306-5201 SWS-413 価格 ¥29,000 → ¥29,900

306-5151 ファミリーツールブルー TTS-500 価格 ¥29,500 → ¥33,950

306-9801 六角棒レンチスタンダードタイプ HES-9000 価格 ¥7,350 → ¥8,100

076-4001 D-13 価格 ¥12,000 → ¥14,200

076-4003 D-14 価格 ¥9,800 → ¥11,600

366-6651 ガイアフィールドラインカー GL-M 定価 ¥15,000 → ¥15,800

396-3251 SXJ-120A 価格 ¥33,000 → ¥37,600

396-3253 SXJ-150A 価格 ¥36,600 → ¥42,000

396-3255 SXJ-180A 価格 ¥42,600 → ¥48,600

396-3257 SXJ-210A 価格 ¥46,000 → ¥52,600

220 366-2501 ウェアラブルカメラ TL-1 廃番 ¥12,000 → 廃番

221 366-2551 温湿度センサー付IPカメラ IPC-02TH 廃番 ¥24,300 → 廃番

237 978-8835 温湿度計用記録紙 7210-64 廃番 ¥4,000 → 廃番

242 396-6851 使い切り温度ロガー「ログみ～る」 CTL-01PDF 価格 ¥3,800 → ¥4,180 2022/1/1～

246 326-6001 デジタル風速/風量計 WS-05 価格 ¥44,000 → ¥50,000 2022/1/1～

386-4601 PCｸﾞﾗｳﾄ流下試験器J14漏斗 LC-552A 価格 ¥155,000 → ¥175,000

386-4603 PCｸﾞﾗｳﾄ流下試験器JA漏斗 LC-552B 価格 ¥155,000 → ¥195,000

376-4605 PCｸﾞﾗｳﾄ流下試験器JP漏斗 LC-552C 価格 ¥165,000 → ¥175,000

246-5901 LC-683B 価格 ¥42,000 → ¥46,000

246-5903 LC-683A 価格 ¥38,000 → ¥42,000

366-0771 Live-Pe 価格 ¥7,000 → ¥6,000

366-0771 Live-Pe 仕様 20巻入 → 10巻入

282 276-8401 砂置換法用はかり GM-12K 廃番 ¥68,000 → 廃番

303 346-9951 地籍図バインダー TISEKIZUK 廃番 ¥41,000 → 廃番
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シュミットLive説明文に「Android OSには対応しておりません」とありますが、現在は対応しております。
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