
★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

011-1101 SKT-55D 価格 ¥28,000 → ¥30,000

011-1103 SKT-55S 価格 ¥24,000 → ¥26,000

011-1121 SKT-54R 価格 ¥17,000 → ¥18,500

011-1125 SKT-53R 価格 ¥14,500 → ¥15,500

011-1141 SKT-33R 価格 ¥12,000 → ¥12,800

011-1145 SKT-74R 価格 ¥24,000 → ¥26,000

011-1301 M-55FZ 価格 ¥15,000 → ¥16,000

011-1303 M-54FZ 価格 ¥14,000 → ¥14,800

011-1307 M-53FZ 価格 ¥12,000 → ¥13,000

011-1309 M-33FZ 価格 ¥10,000 → ¥11,000

014-1001 S-30 価格 ¥1,650 → ¥3,100

014-1003 M-30 価格 ¥1,650 → ¥3,100

014-1011 T-30 価格 ¥4,400 → ¥5,800

024-1003 E-30 価格 ¥4,600 → ¥6,000

011-2013 2級水準標尺 LRA-232S 価格 ¥200,000 → ¥230,000

011-1406 RSFⅡ-53 価格 ¥42,000 → ¥44,000

011-1404 RSFⅡ-54 価格 ¥44,500 → ¥46,500

011-1408 RSFⅡ-74 価格 ¥58,000 → ¥64,000

011-1453 TCO-2 価格 ¥5,000 → ¥5,500

011-1451 TCO-3 価格 ¥7,100 → ¥7,800

041-1101 TS-165L 価格 ¥27,000 → ¥29,800

041-1111 TS-165LY 価格 ¥27,000 → ¥29,800

041-1103 TS-165T 価格 ¥27,000 → ¥29,800

041-1113 TS-165TY 価格 ¥27,000 → ¥29,800

041-1105 TS-165D 価格 ¥27,000 → ¥29,800

041-1115 TS-165DY 価格 ¥27,000 → ¥29,800

041-1301 TSA-165L 価格 ¥30,000 → ¥32,800

041-1311 TSA-165LY 価格 ¥30,000 → ¥32,800

041-1303 TSA-165T 価格 ¥30,000 → ¥32,800

041-1313 TSA-165TY 価格 ¥30,000 → ¥32,800

041-1305 TSA-165D 価格 ¥30,000 → ¥32,800

041-1315 TSA-165DY 価格 ¥30,000 → ¥32,800

041-1151 TS-75L 価格 ¥25,000 → ¥29,800

041-1153 TS-75T 価格 ¥25,000 → ¥29,800

041-1155 TS-75D 価格 ¥25,000 → ¥29,800
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ｱﾙﾐｽﾀｯﾌ

ｱﾙﾐｽﾀｯﾌﾐﾆ 5m5段

水準器

反射ｽﾀｯﾌ

ちょい棒

TSｱﾙﾐ三脚165

TSAｱﾙﾐ三脚165

TSｱﾙﾐ三脚75

2022/5/21～ 2022/6/20
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

041-1161 TS-75LY 価格 ¥25,000 → ¥29,800

041-1163 TS-75TY 価格 ¥25,000 → ¥29,800

041-1165 TS-75DY 価格 ¥25,000 → ¥29,800

981-0701 EVR-160 価格 ¥50,000 → ¥55,000

981-0703 EVR-160T 価格 ¥50,000 → ¥55,000

981-0711 EVR-110 価格 ¥50,000 → ¥55,000

981-0721 EVR-220 価格 ¥55,000 → ¥63,000

041-3501 TS-350L 価格 ¥50,000 → ¥55,000

041-3511 TS-350LY 価格 ¥50,000 → ¥55,000

236-6001 レベルアーム 5/8mm 1191 価格 ¥16,000 → ¥17,800 2022/2/1～ 2022/3/10

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 → 廃番 2022/3/10

021-4031 TSP-0 価格 ¥54,000 → ¥57,500

024-4032 TSP-WSIS 価格 ¥60,000 → ¥63,000

024-4035 TSP-WSP1 価格 ¥60,000 → ¥63,000

024-4033 TSP-SS 価格 ¥64,000 → ¥67,500

021-4052 まめﾌﾟﾘⅡ TMP-2 価格 ¥28,000 → ¥30,000

021-4051 まめﾌﾟﾘ TMP-1 価格 ¥25,000 → ¥27,000

021-4053 まめﾀﾏ TMP-P 価格 ¥12,000 → ¥13,000

021-3102 WSP-150IS 価格 ¥8,300 → ¥9,000

021-3104 WSP-100IS 価格 ¥6,400 → ¥7,000

021-3106 WSP-60IS 価格 ¥5,000 → ¥5,500

021-3121 WSP-150P1 価格 ¥8,300 → ¥9,000

021-3123 WSP-100P1 価格 ¥6,400 → ¥7,000

021-3125 WSP-60P1 価格 ¥5,000 → ¥5,500

023-3102 WSP-SIS 価格 ¥11,000 → ¥12,500

023-3104 WSP-SP1 価格 ¥11,000 → ¥12,500

023-3107 ﾐﾆﾌﾟﾘｽﾞﾑ用30cmﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙ TTC 価格 ¥6,600 → ¥7,300

023-3201 SAP-SP 価格 ¥13,200 → ¥15,000

023-3202 SAP-PA1 価格 ¥13,200 → ¥15,000

023-3203 SAP-MP 価格 ¥14,300 → ¥16,000

023-3204 SAP-MP1 価格 ¥14,300 → ¥16,000

306-7801 ﾎﾟｽﾄﾚﾍﾞﾙ･ﾐﾆ ED-POSMMB 価格 ¥1,500 → ¥1,650 2022/7/21～

21 021-1315 DMKﾎﾟｰﾙ DMK-210 価格 ¥26,500 → ¥29,500 2022/5/21～
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TSｱﾙﾐ三脚75

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ三脚EVR

ｱﾝﾃﾅ三脚

TSﾐﾆﾌﾟﾘｽﾞﾑ

精密ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙ

ｽｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙSｾｯﾄ

ｽｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙMｾｯﾄ

2022/5/21～ 2022/6/20

2022/5/21～

2022/6/20
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

029-1101 DMKﾎﾟｰﾙ DMK-210H 価格 ¥28,500 → ¥31,500

021-1301 DM-2L 価格 ¥26,000 → ¥29,000

021-1303 DM-3L 価格 ¥38,000 → ¥41,000

021-1311 DM-2E 価格 ¥17,000 → ¥19,000

021-1313 DM-3E 価格 ¥20,000 → ¥22,000

024-1001 P-10 価格 ¥5,000 → ¥6,600

024-1003 E-30 価格 ¥4,600 → ¥6,000

024-1011 2030 価格 ¥4,400 → ¥5,000

014-1011 T-30 価格 ¥4,400 → ¥5,800

021-2115 SPS-10 価格 ¥4,400 → ¥5,000

021-2111 SPS-30 価格 ¥4,400 → ¥5,000

021-2113 SPS-50 価格 ¥4,400 → ¥5,000

021-4503 ﾌﾟﾁｽﾀﾝﾄﾞⅡ PTS-4575 価格 ¥18,500 → ¥21,500

021-2301 DMS-714 価格 ¥20,000 → ¥23,000

021-2303 DMSα-815 価格 ¥25,000 → ¥28,000

021-1151 FP-2M 価格 ¥2,800 → ¥3,100

021-1153 FP-3M 価格 ¥3,600 → ¥4,000

021-1121 UPS-2S 価格 ¥1,550 → ¥2,000

021-1123 UPS-22 価格 ¥2,500 → ¥3,000

021-1125 UPS-33 価格 ¥4,400 → ¥5,000

021-1102 WP-2SC 価格 ¥1,500 → ¥1,800

021-1104 WP-3SC 価格 ¥2,500 → ¥3,000

021-3301 PP-30 価格 ¥800 → ¥880

021-3303 PP-50 価格 ¥900 → ¥980

021-3305 PP-60 価格 ¥1,000 → ¥1,080

021-3307 PP-100 価格 ¥1,400 → ¥1,600

021-3309 PP-150 価格 ¥2,800 → ¥3,300

021-3501 TP-30 価格 ¥500 → ¥600

021-3503 TP-50 価格 ¥600 → ¥800

021-2102 PPS-S 価格 ¥2,750 → ¥2,900

021-2104 PPS-L 価格 ¥2,750 → ¥2,900

026-1065 SF-小 価格 ¥350 → ¥400

026-1063 SF-中 価格 ¥400 → ¥460

026-1061 SF-大 価格 ¥450 → ¥520

27 031-1101 ﾛｯﾄﾞ SRD-30 価格 ¥1,600 → ¥1,700 2022/5/21～ 2022/6/20

2022/5/1～ 2022/3/31
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DMﾎﾟｰﾙ

水準器（ﾎﾟｰﾙ用）

ｽﾗｲﾄﾞﾋﾟﾝｽﾀ

ﾌﾘｰﾎﾟｰﾙ 

DMｽﾀﾝﾄﾞ

ﾕﾆﾎﾟｰﾙS

木製ﾎﾟｰﾙ

ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙ

ﾄﾗﾊﾞｰﾋﾟﾝ

ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ

測量旗

2022/5/21～ 2022/6/20
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

031-1103 SRD-50 価格 ¥1,800 → ¥1,900

031-1105 SRD-70 価格 ¥2,200 → ¥2,300

031-1107 SRD-100 価格 ¥2,800 → ¥3,000

031-1109 SRD-110 価格 ¥3,000 → ¥3,200

031-1111 SRD-150 価格 ¥3,900 → ¥4,200

031-1113 SRD-200 価格 ¥5,800 → ¥6,300

031-1151 SCR-110 価格 ¥7,200 → ¥7,350

031-1153 SCR-115 価格 ¥8,000 → ¥8,500

031-1155 SCR-210 価格 ¥9,800 → ¥10,600

033-1101 ﾛｯﾄﾞ6点ｾｯﾄ SRD-6S 価格 ¥18,800 → ¥20,000

031-1301 ARD-30 価格 ¥1,500 → ¥1,650

031-1303 ARD-50 価格 ¥1,700 → ¥1,800

031-1305 ARD-70 価格 ¥2,300 → ¥2,400

031-1307 ARD-100 価格 ¥2,700 → ¥2,900

031-1309 ARD-110 価格 ¥2,900 → ¥3,200

031-1311 ARD-150 価格 ¥4,000 → ¥4,400

031-1313 ARD-200 価格 ¥5,200 → ¥5,700

031-1351 ｱﾙﾐｸﾛｽ ACR-110 価格 ¥7,100 → ¥7,600

033-1303 ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ5点ｾｯﾄ ARD-5S 価格 ¥15,300 → ¥15,800

033-1301 ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ8点ｾｯﾄ ARD-8S 価格 ¥22,500 → ¥24,500

031-1501 WRD-100 価格 ¥4,400 → ¥4,800

031-1503 WRD-115 価格 ¥5,500 → ¥6,000

031-1505 WRD-150 価格 ¥6,600 → ¥7,200

031-1507 WRD-200 価格 ¥14,800 → ¥16,500

034-1051 あて尺30cm 価格 ¥1,500 → ¥1,800

034-1053 あて尺50cm 価格 ¥2,100 → ¥2,400

034-1071 CAT-30 価格 ¥1,800 → ¥2,100

031-1701 SPR-294 価格 ¥3,750 → ¥4,200

031-1703 SPR-460 価格 ¥4,400 → ¥4,800

031-1705 SPR-610 価格 ¥5,800 → ¥6,400

031-1707 SPR-118 価格 ¥7,400 → ¥8,200

031-1708 SPR-1426 価格 ¥8,600 → ¥9,500

031-1709 SPR-1834 価格 ¥11,000 → ¥12,500

033-1701 SPR-S 価格 ¥10,000 → ¥10,500

033-1703 SPR-L 価格 ¥15,200 → ¥16,500
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ﾛｯﾄﾞ

ｽﾗｲﾄﾞｸﾛｽ

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ

ﾜｲﾄﾞﾛｯﾄﾞ

あて尺

ｽﾍﾟｰｽﾛｯﾄﾞ

2022/5/21～ 2022/6/20
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

226-7101 T4-7520 価格 ¥37,000 → ¥41,500

226-7102 T4-7530 価格 ¥37,000 → ¥41,500

226-7103 T4-7550 価格 ¥37,000 → ¥41,500

226-7104 T4-1020 価格 ¥37,000 → ¥41,500

226-7105 T4-1030 価格 ¥37,000 → ¥41,500

071-1101 K-1 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1105 K-1S 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1109 K-2 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1113 K-3 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1115 K-4 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1117 K-5 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1121 K-6 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1129 K-8 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1127 K-9 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1103 K-11 価格 ¥5,000 → ¥5,500

071-1107 K-11S 価格 ¥5,000 → ¥5,500

071-1111 K-12 価格 ¥5,000 → ¥5,500

071-1119 K-15 価格 ¥5,000 → ¥5,500

071-1123 K-16 価格 ¥5,000 → ¥5,500

071-1133 K-21 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1147 K-33 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1148 K-41-2 価格 ¥5,000 → ¥5,500

071-1145 K-55 価格 ¥5,000 → ¥5,500

071-1125 K-61 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1141 K-131 価格 ¥3,100 → ¥3,400

071-1143 K-135 価格 ¥3,300 → ¥3,700

071-1146 K-156 価格 ¥5,000 → ¥5,500

071-1501 T-1 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1505 T-1S 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1509 T-2 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1513 T-3 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1515 T-4 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1517 T-5 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1521 T-6 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1529 T-8 価格 ¥4,700 → ¥5,200

35

38

丁張板

木製工事用黒板

耐水工事用黒板

2022/6/1～

2022/6/20

2022/5/21～
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

071-1527 T-9 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1507 T-11S 価格 ¥7,200 → ¥7,800

071-1511 T-12 価格 ¥7,200 → ¥7,800

071-1523 T-16 価格 ¥7,200 → ¥7,800

071-1531 T-18 価格 ¥7,200 → ¥7,800

071-1533 T-21 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1547 T-33 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1525 T-61 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1541 T-131 価格 ¥4,500 → ¥5,000

071-1543 T-135 価格 ¥4,700 → ¥5,200

071-1701 H-1 価格 ¥6,500 → ¥7,100

071-1705 H-1S 価格 ¥6,500 → ¥7,100

071-1709 H-2 価格 ¥6,500 → ¥7,100

071-1713 H-3 価格 ¥6,500 → ¥7,100

071-1715 H-4 価格 ¥6,500 → ¥7,100

071-1717 H-5 価格 ¥6,500 → ¥7,100

071-1721 H-6 価格 ¥6,500 → ¥7,100

071-1729 H-8 価格 ¥6,500 → ¥7,100

071-1727 H-9 価格 ¥6,500 → ¥7,100

071-1703 H-11 価格 ¥11,000 → ¥11,800

071-1707 H-11S 価格 ¥11,000 → ¥11,800

071-1723 H-16 価格 ¥11,000 → ¥11,800

071-1731 H-18 価格 ¥11,000 → ¥11,800

071-1733 H-21 価格 ¥6,500 → ¥7,100

071-1725 H-61 価格 ¥6,500 → ¥7,100

071-1741 H-131 価格 ¥6,200 → ¥6,800

071-1743 H-135 価格 ¥6,500 → ¥7,100

40 366-1551 耐水黒板用マーカー　細字 S-23060 価格 ¥2,500 → ¥3,200 2022/3/1～

316-8401 RD-1 価格 ¥2,800 → ¥3,090

316-7955 D-0 価格 ¥2,700 → ¥2,980

306-3151 D-1 価格 ¥2,400 → ¥2,650

306-3153 D-2C 価格 ¥3,000 → ¥3,300

306-7953 D-3 価格 ¥4,500 → ¥4,960

306-7951 A4-S 価格 ¥8,000 → ¥8,800

44 306-3213 伸縮式ビューボード ホワイトシリーズ D-1W 価格 ¥4,000 → ¥4,400

38

39

43

耐水工事用黒板

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

伸縮式ホワイトボード

2022/5/21～ 2022/6/20

2022/4/21～
2022/3/10
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

306-3215 D-1WN 価格 ¥4,000 → ¥4,400

306-3217 D-1WL 価格 ¥4,000 → ¥4,400

306-3219 D-2W 価格 ¥5,200 → ¥5,730

306-3221 D-2WN 価格 ¥5,200 → ¥5,730

306-3223 D-2WL 価格 ¥5,200 → ¥5,730

306-7903 D-3WN 価格 ¥6,000 → ¥6,600

306-3201 D-1G 価格 ¥4,000 → ¥4,400

306-3203 D-1GN 価格 ¥4,000 → ¥4,400

306-3205 D-1GL 価格 ¥4,000 → ¥4,400

306-3207 D-2G 価格 ¥5,200 → ¥5,730

306-3209 D-2GN 価格 ¥5,200 → ¥5,730

306-3211 D-2GL 価格 ¥5,200 → ¥5,730

306-7901 D-3GN 価格 ¥6,000 → ¥6,600

396-9301 02156 価格 ¥3,800 → ¥4,160

396-9303 02158 価格 ¥4,000 → ¥4,400

396-9305 02697 価格 ¥6,000 → ¥6,600

396-9307 02700 価格 ¥9,000 → ¥9,900

396-9309 02740 価格 ¥11,000 → ¥11,000

396-9311 02741 価格 ¥10,000 → ¥12,100

346-3401 04110 価格 ¥2,500 → ¥2,760

346-3403 04111 価格 ¥3,000 → ¥3,300

346-3451 04112 価格 ¥2,000 → ¥2,200

346-3453 04113 価格 ¥2,000 → ¥2,200

346-3455 04114 価格 ¥2,000 → ¥2,200

346-3457 04115 価格 ¥2,000 → ¥2,200

346-3551 04120 価格 ¥2,000 → ¥2,200

346-3553 04121 価格 ¥2,000 → ¥2,200

346-3555 04122 価格 ¥2,000 → ¥2,200

346-3557 04123 価格 ¥2,000 → ¥2,200

346-3501 04116 価格 ¥3,000 → ¥3,300

346-3503 04117 価格 ¥3,000 → ¥3,300

346-3505 04118 価格 ¥3,000 → ¥3,300

346-3507 04119 価格 ¥3,000 → ¥3,300

346-3601 04124 価格 ¥3,000 → ¥3,300

346-3603 04125 価格 ¥3,000 → ¥3,300

伸縮式ビューボードグリーンシリーズ44

45

伸縮式ビューボード ホワイトシリーズ

伸縮式差し替えボード

伸縮式差し替えボード

カメ棒

2022/4/21～ 2022/3/10
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

346-3605 04126 価格 ¥3,000 → ¥3,300

346-3607 04127 価格 ¥3,000 → ¥3,300

326-6801 カメ棒500　C6タイプ 02168 価格 ¥4,000 → ¥4,400

346-2101 S25000 価格 ¥4,000 → ¥4,500

346-2103 S25001 価格 ¥4,000 → ¥4,500

346-2121 S25002 価格 ¥4,000 → ¥4,500

346-2123 S25003 価格 ¥4,000 → ¥4,500

346-2125 S25004 価格 ¥4,000 → ¥4,500

346-2151 S25102 価格 ¥4,800 → ¥5,300

346-2153 S25103 価格 ¥4,800 → ¥5,300

346-2155 S25104 価格 ¥4,800 → ¥5,300

346-2201 S25100 価格 ¥4,800 → ¥5,300

346-2203 S25101 価格 ¥4,800 → ¥5,300

086-1801 GT-2 価格 ¥14,000 → ¥18,500

086-1803 GT-3 価格 ¥15,000 → ¥19,500

086-1805 T-3 価格 ¥14,500 → ¥18,200

086-1807 T-7B 価格 ¥14,000 → ¥18,200

326-3851 SSVC-9005 廃番 ¥31,800 → 廃番

336-6121 SSAC-03 廃番 ¥6,600 → 廃番

326-3801 SS-V8 廃番 ¥11,000 → 廃番

366-2201 SS-10 廃番 ¥19,800 → 後継品：406-1401

406-1401 SS-13 後継品 ¥24,800 → 新発売

326-3751 SS-11 廃番 ¥18,700 → 廃番

326-3753 SS-12 廃番 ¥25,000 → 廃番

396-5103 G4ウルトラスリム 仕様 ｹｰﾌﾞﾙ長標準 5ｍ → ｹｰﾌﾞﾙ長標準 1.5ｍ

396-5105 G4ウルトラスリムXXL 仕様 ｹｰﾌﾞﾙ長標準 1.5ｍ → ｹｰﾌﾞﾙ長標準 5ｍ

066-1261 NS-30H 価格 ¥12,600 → ¥13,200

066-1263 NS-50H 価格 ¥17,000 → ¥17,900

226-6411 NS-30NHS 価格 ¥8,300 → ¥9,100

226-6413 NS-50NHS 価格 ¥12,700 → ¥14,000

066-1273 12-30HRW 価格 ¥5,600 → ¥5,900

066-1275 12-50HRW 価格 ¥8,400 → ¥8,800

066-1277 12-100HRW 価格 ¥17,000 → ¥17,900

226-6431 12-30HSW 価格 ¥3,800 → ¥4,200

226-6433 12-50HSW 価格 ¥6,000 → ¥6,600

伸縮式差し替えボード

ハヤマキ12

59

45

53

54

60

2022/3/1～

2022/4/1～

スネークスコープオプション 2022/1/17

46

51

書いたあと消せるチョーク

マンホールオープナー

ナイロンスチールハヤマキ10

ナイロンスチールハヤマキ10 交換ﾃｰﾌﾟ

2022/4/21～

2022/3/10

2022/6/20

スネークスコープ

ビデオフレックスG4 誤記

2022/4/1～ 2022/3/10

ハヤマキ12 交換ﾃｰﾌﾟ
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

226-6435 ハヤマキ142交換ﾃｰﾌﾟ 12-100HSW 価格 ¥11,800 → ¥13,000

066-1281 ハヤマキ14 14-50HR 価格 ¥9,700 → ¥10,200

226-6421 ハヤマキ14 交換ﾃｰﾌﾟ 14-50HS 価格 ¥6,000 → ¥6,600

216-4051 20-RN 価格 ¥4,000 → ¥4,200

216-4053 30-RN 価格 ¥5,600 → ¥5,900

216-4055 50-RN 価格 ¥8,400 → ¥8,800

226-6441 20-WS 価格 ¥2,600 → ¥2,900

226-6443 30-WS 価格 ¥3,800 → ¥4,200

226-6445 リールケース（エスロン巻尺）交換ﾃｰﾌﾟ 50-WS 価格 ¥6,000 → ¥6,600

066-2011 エスロン測量ロープ 30-LN 価格 ¥4,000 → ¥4,500

066-2013 50-LN 価格 ¥6,100 → ¥6,800

066-2015 100-LN 価格 ¥10,700 → ¥11,900

266-8701 検尺棒 SWB-50 価格 ¥62,000 → ¥81,500

266-8703 検尺棒 SWB-100 価格 ¥111,000 → ¥130,000

066-1183 検尺ロッド（マルタンポール） SWR-100 仕様 100ｍ　5.5ｋｇ → 100ｍ　4.4kg 2022/6/20

948-5103 ロープ巻取器(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ/測量ﾛｰﾌﾟ用） HSF-1N 価格 ¥11,000 → ¥14,500 2022/3/31

066-2091 ロープ巻取器 LR 価格 ¥13,500 → ¥15,000

66 226-5551 グラスコンベックス（非導電メジャー） GC-30N 価格 ¥4,100 → ¥4,500

296-0851 Demitoss PRO UBZ-BM20R 廃番 ¥29,800 → 廃番

296-3951 Demitoss 共通オプション EMC-11 価格 ¥4,700 → ¥5,000

306-7851 Demitoss 共通オプション EMC-12 価格 ¥4,200 → ¥4,500

71 386-5251 ワンタッチリリースホルスター SBH-22 製品コード SBH-22 → SHB-22 2022/6/20

74・76 276-2161 ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰｵﾌﾟｼｮﾝ EME-32A 商品ｺｰﾄﾞ 276-2161 → 386-7651に統一 2022/3/10

77 386-5601 タイピンマイク＆イヤホン EK-505W 製品コード EK-505W → EK-505WA 2022/6/20

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 2022/1/17

386-8451 KSP-R 価格 ¥15,840 → オープン価格

386-8453 KSP-B 価格 ¥15,840 → オープン価格

386-8455 KSP-W 価格 ¥15,840 → オープン価格

386-8457 KSP-Y 価格 ¥15,840 → オープン価格

386-8459 KSP-A 価格 ¥15,840 → オープン価格

306-6201 S-20021 価格 ¥1,200 → ¥1,250

306-6203 S-20022 価格 ¥1,200 → ¥1,250

306-6205 S-20023 価格 ¥1,200 → ¥1,250

306-6207 S-20024 価格 ¥1,200 → ¥1,250

346-2051 光明丹　太型　マーキングチョーク S30034 価格 ¥2,800 → ¥2,400 誤記

2022/3/31

2022/3/31

2022/3/1～

リールケース（エスロン巻尺) 

63・141

68

81

80

エスロン測量ロープ

2022/3/1～

2022/4/1～

リールケース（エスロン巻尺）交換ﾃｰﾌﾟ

60

63

道路マーカー

マーキングスプレー(12本入)

2022/3/102022/4/1～

2022/4/1～
2022/3/10

誤記

2022/3/10
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

346-2351 S15425 製品コード S15425 → S15405 誤記

346-2351 S15405 価格 ¥1,680 → ¥1,920 2022/3/1～

346-2353 S15426 製品コード S15426 → S15406 誤記

346-2353 S15406 価格 ¥1,680 → ¥1,920 2022/3/1～

346-2355 S15427 製品コード S15427 → S15407 誤記

346-2355 S14507 価格 ¥1,680 → ¥1,920 2022/3/1～

346-2357 S15428 製品コード S15428 → S15408 誤記

346-2357 S15408 価格 ¥1,680 → ¥1,920 2022/3/1～

236-0891 PSI-T1 廃番 ¥1,000 → 後継：406-0351

406-0351 PSR-T1 後継品 ¥1,000 → 新発売

236-0892 PSI-T2 在庫限り廃番 ¥1,000 → 後継：406-0353 在庫限り

406-0353 PSR-T2 後継品 ¥1,000 → 新発売 PSI-T2無くなり次第

236-0893 PSI-T3 在庫限り廃番 ¥1,000 → 後継：406-0355 在庫限り

406-0355 PSR-T3 後継品 ¥1,000 → 新発売 PSI-T3無くなり次第

236-0894 PSI-T4 廃番 ¥1,000 → 後継：406-0357

406-0357 PSR-T4 後継品 ¥1,000 → 新発売

236-0895 PSI-T5 廃番 ¥1,000 → 後継：406-0359

406-0359 PSR-T5 後継品 ¥1,000 → 新発売

236-0896 PSI-T30 在庫限り廃番 ¥1,000 → 後継：406-0361 在庫限り

406-0361 PSR-T30 後継品 ¥1,000 → 新発売 PSI-T30無くなり次第

84 056-3029 コノエW(真鍮) W313 価格 ¥9,000 → ¥13,000 誤記 2022/1/17

266-7351 A35HH 価格 ¥280 → ¥320

266-7357 A35GG 価格 ¥280 → ¥320

266-7363 A35F 価格 ¥280 → ¥320

266-7369 A35E 価格 ¥280 → ¥320

266-7375 A35D 価格 ¥280 → ¥320

266-7381 A35C 価格 ¥280 → ¥320

266-7387 A35B 価格 ¥280 → ¥320

266-7393 A35A 価格 ¥280 → ¥320

346-4001 A35A1 価格 ¥360 → ¥400

346-4003 A35B1 価格 ¥360 → ¥400

346-4005 A35C1 価格 ¥360 → ¥400

346-4007 A35D1 価格 ¥360 → ¥400

346-4009 A35E1 価格 ¥360 → ¥400

346-4011 A35F1 価格 ¥360 → ¥400

83 2022/3/31ギターマーキングパス

カクマルアルミプレート

81

87

石花マーキングチョーク 2022/3/10

2022/5/1～ 2022/3/31
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

346-4013 A35GG1 価格 ¥360 → ¥400

346-4015 A35HH1 価格 ¥360 → ¥400

346-4101 A35A2 価格 ¥440 → ¥480

346-4103 A35B2 価格 ¥440 → ¥480

346-4105 A35C2 価格 ¥440 → ¥480

346-4107 A35D2 価格 ¥440 → ¥480

346-4109 A35E2 価格 ¥440 → ¥480

346-4111 A35F2 価格 ¥440 → ¥480

346-4113 A35GG2 価格 ¥440 → ¥480

346-4115 A35HH2 価格 ¥440 → ¥480

266-7365 A40F 価格 ¥320 → ¥360

266-7371 A40E 価格 ¥320 → ¥360

266-7377 A40D 価格 ¥320 → ¥360

266-7383 A40C 価格 ¥320 → ¥360

266-7389 A40B 価格 ¥320 → ¥360

266-7395 A40A 価格 ¥320 → ¥360

346-4031 A40A1 価格 ¥400 → ¥440

346-4033 A40B1 価格 ¥400 → ¥440

346-4035 A40C1 価格 ¥400 → ¥440

346-4037 A40D1 価格 ¥400 → ¥440

346-4039 A40E1 価格 ¥400 → ¥440

346-4041 A40F1 価格 ¥400 → ¥440

346-4131 A40A2 価格 ¥480 → ¥520

346-4133 A40B2 価格 ¥480 → ¥520

346-4135 A40C2 価格 ¥480 → ¥520

346-4137 A40D2 価格 ¥480 → ¥520

346-4139 A40E2 価格 ¥480 → ¥520

346-4141 A40F2 価格 ¥480 → ¥520

266-7353 A45H 価格 ¥350 → ¥390

266-7359 A45G 価格 ¥350 → ¥390

346-7001 A45G1 価格 ¥430 → ¥470

346-7003 A45H1 価格 ¥430 → ¥470

346-7051 A45G2 価格 ¥510 → ¥550

346-7053 A45H2 価格 ¥510 → ¥550

266-7355 A50H 価格 ¥380 → ¥420

カクマルアルミプレート87 2022/3/312022/5/1～
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

266-7361 A50G 価格 ¥380 → ¥420

266-7367 A50F 価格 ¥380 → ¥420

266-7373 A50E 価格 ¥380 → ¥420

266-7379 A50D 価格 ¥380 → ¥420

266-7385 A50C 価格 ¥380 → ¥420

266-7391 A50B 価格 ¥380 → ¥420

266-7397 A50A 価格 ¥380 → ¥420

346-4051 A50A1 価格 ¥420 → ¥460

346-4053 A50B1 価格 ¥420 → ¥460

346-4055 A50C1 価格 ¥420 → ¥460

346-4057 A50D1 価格 ¥420 → ¥460

346-4059 A50E1 価格 ¥420 → ¥460

346-4061 A50F1 価格 ¥420 → ¥460

346-4063 A50G1 価格 ¥420 → ¥460

346-4065 A50H1 価格 ¥420 → ¥460

346-4151 A50A2 価格 ¥460 → ¥500

346-4153 A50B2 価格 ¥460 → ¥500

346-4155 A50C2 価格 ¥460 → ¥500

346-4157 A50D2 価格 ¥460 → ¥500

346-4159 A50E2 価格 ¥460 → ¥500

346-4161 A50F2 価格 ¥460 → ¥500

346-4163 A50G2 価格 ¥460 → ¥500

346-4165 A50H2 価格 ¥460 → ¥500

246-5541 AQ35A1 価格 ¥380 → ¥420

246-5543 AQ35B1 価格 ¥380 → ¥420

246-5545 AQ35C1 価格 ¥380 → ¥420

246-5547 AQ35D1 価格 ¥380 → ¥420

246-5549 AQ35E1 価格 ¥380 → ¥420

246-5551 AQ35F1 価格 ¥380 → ¥420

246-5553 AQ35GG1 価格 ¥380 → ¥420

246-5555 AQ35HH1 価格 ¥380 → ¥420

246-5561 AQ40A1 価格 ¥420 → ¥460

246-5563 AQ40B1 価格 ¥420 → ¥460

246-5571 AQ45G1 価格 ¥450 → ¥490

246-5573 AQ45H1 価格 ¥450 → ¥490

カクマルアルミプレート87

88 回転防止プレート

2022/5/1～ 2022/3/31
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

246-5581 AQ50A1 価格 ¥440 → ¥480

246-5583 AQ50B1 価格 ¥440 → ¥480

246-5585 AQ50C1 価格 ¥440 → ¥480

246-5587 AQ50D1 価格 ¥440 → ¥480

246-5589 AQ50E1 価格 ¥440 → ¥480

246-5591 AQ50F1 価格 ¥440 → ¥480

246-5593 AQ50G1 価格 ¥440 → ¥480

246-5595 AQ50H1 価格 ¥440 → ¥480

246-5521 AQ35G1 価格 ¥380 → ¥420

246-5523 AQ35H1 価格 ¥380 → ¥420

246-5531 AQ50G1UK 価格 ¥440 → ¥480

246-5533 AQ50H1UK 価格 ¥440 → ¥480

246-5501 AQ35G1K 価格 ¥430 → ¥470

246-5503 AQ35H1K 価格 ¥430 → ¥470

246-5511 AQ50G1K 価格 ¥490 → ¥530

246-5513 AQ50H1K 価格 ¥490 → ¥530

89 236-6671 コノエアンカーネイル 13 価格 ¥9,250 → ¥11,000 誤記 2022/3/10

366-7801 電動スコップ ロング B-18 価格 ¥9,905 → ¥10,700 2022/3/31

366-7851 電動ﾊﾝﾏ(六角ｼｬﾝｸ)  HM0830 価格 ¥46,000 → ¥48,300 2022/7/1～

056-3379 SDS6角ブルポイント SDS-BP250 仕様 SDS6角ブルポイント → SDSブルポイント 誤記(カタログ写真は六角ブルポイント)

056-3379 SDSブルポイント SDS-BP250 価格 ¥2,700 → ¥2,800

056-3377 SDS-CH22V 価格 ¥2,700 → ¥2,800

056-3389 SDS-CH40 価格 ¥3,500 → ¥3,700

206-1101 S4035110 価格 ¥1,330 → ¥1,400

206-1103 S4040110 価格 ¥1,330 → ¥1,400

206-1105 S4043110 価格 ¥1,330 → ¥1,400

206-1107 S4045110 価格 ¥1,330 → ¥1,400

206-1109 S4048110 価格 ¥1,330 → ¥1,400

206-1111 S4050110 価格 ¥1,400 → ¥1,500

206-1113 S4055110 価格 ¥1,400 → ¥1,500

206-1115 S4060160 価格 ¥1,530 → ¥1,600

206-1117 S4065160 価格 ¥1,530 → ¥1,600

206-1119 S4070160 価格 ¥1,530 → ¥1,600

206-1121 S4075160 価格 ¥1,630 → ¥1,700

206-1123 S4080160 価格 ¥1,630 → ¥1,700

2022/5/1～ 2022/3/31

92

93

88

ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙｵﾌﾟｼｮﾝ SDSﾌﾗｯﾄﾁｾﾞﾙ

SDSﾌﾟﾗｽﾋﾞｯﾄS4

回転防止プレート

2022/4/1～

2022/6/20
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

206-1125 S4085160 価格 ¥1,840 → ¥1,900

206-1127 S4100160 価格 ¥1,940 → ¥2,000

206-1129 S4120160 価格 ¥1,940 → ¥2,000

206-1131 S4150160 価格 ¥3,000 → ¥3,200

336-2201 BOSCH ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ GBH 36V-PLUS 価格 ¥139,000 → ¥145,000

336-2151 A3620LIB 価格 ¥26,000 → ¥27,300

356-5061 A3640LIB 価格 ¥44,000 → ¥46,200

376-5001 BOSCH ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙｵﾌﾟｼｮﾝ 充電器 GAL3680CV 価格 ¥25,000 → ¥26,000

356-4505 A1860LIB 在庫限り廃番 ¥23,000 → 在庫限り

356-4503 A1850LIB 価格 ¥21,000 → ¥22,000

356-4551 ﾎﾞｯｼｭｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｵﾌﾟｼｮﾝ 充電器 GAL1880CV 価格 ¥14,000 → ¥15,000

356-8851 BOSCH ﾊﾞｯﾃﾘｰﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ GWS18V-LIN 在庫限り廃番 ¥48,000 → 在庫限り

356-4501 GBA18V30Ah 在庫限り廃番 ¥14,000 → 在庫限り

356-4507 ProCORE18V8.0 価格 ¥30,000 → ¥32,000

376-3701 X-LOCK ｺｰﾄﾞﾚｽｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ GWX18V-8 価格 ¥54,000 → ¥56,000

376-3751 X-LOCK ｺｰﾄﾞﾚｽﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ GWX18V-10SC5 価格 ¥100,000 → ¥105,000

366-3001 充電式ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｵﾌﾟｼｮﾝ ﾊﾞｯﾃﾘｰ 7034 価格 ¥9,700 → ¥10,200

256-6501 充電式ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｵﾌﾟｼｮﾝ 充電器 DC1414 価格 ¥6,500 → ¥6,900

326-8051 デルタミニ30 価格 ¥8,500 → ¥9,500

326-8053 デルタミニ40 価格 ¥9,000 → ¥10,000

326-8101 デルタA-45 価格 ¥6,400 → ¥7,000

366-2101 カールイA-30 価格 ¥6,400 → ¥7,000

326-8151 カールイA-60 価格 ¥8,200 → ¥9,000

326-8153 カールイBA-45 価格 ¥4,800 → ¥5,300

326-8155 カールイBA-60 価格 ¥5,300 → ¥5,800

296-0101 A-45K 価格 ¥285 → ¥300

296-0103 A-60K 価格 ¥400 → ¥420

296-0151 A-45DK 価格 ¥480 → ¥530

296-0153 A-60DK 価格 ¥540 → ¥590

296-0051 A-45S 価格 ¥300 → ¥350

296-0053 A-60S 価格 ¥410 → ¥450

216-4651  30-1 表記 →

216-4653 30-4 表記 →

216-4655 30-7 表記 →

216-4657 30-10 表記 →

軽量ハイプラ杭

丹頂杭

2022/4/1～

リサイクル境界杭

頭部ラベル別売りへ
変更します。※ラベ
ル付は廃番
お客様自身で貼り付
ける必要がございま
す。

93

93・94

94

95

SDSﾌﾟﾗｽﾋﾞｯﾄS4

BOSCH 36V用ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰ

BOSCH 18Vﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰ

BOSCH 18Vﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰ

2022/4/1～

2022/4/1～

2022/4/1～

2022/6/20

2022/7/1～

2022/5/1～

2022/3/10
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

216-4651 30-1 廃番 ¥46,200 → 後継：406-0551

406-0551 TK-33(無地) 後継品 ¥46,200 → 新発売

216-4653 30-4 廃番 ¥55,200 → 後継：406-0553

406-0553 TK-34(無地) 後継品 ¥55,200 → 新発売

216-4655 30-7 廃番 ¥46,800 → 後継：406-0555

406-0555 TK-35(無地) 後継品 ¥46,800 → 新発売

216-4657 30-10 廃番 ¥45,400 → 後継：406-0557

406-0557 TK-310(無地) 後継品 ¥47,400 → 新発売

406-0201 丹頂杭頭部ｼｰﾙ　幅30mm用  赤(100枚入) TK-AK30 新発売 ¥1,600 → 新発売

406-0203 丹頂杭頭部ｼｰﾙ　幅30mm用  青(100枚入) TK-AO30 新発売 ¥1,600 → 新発売

326-8201 下振　150g BP-150 価格 ¥1,700 → ¥1,870

326-8203 下振　300g BP-300 価格 ¥2,060 → ¥2,260

326-8205 下振　400g BP-400 価格 ¥2,415 → ¥2,655

326-8207 下振　550g BP-550 廃番 ¥2,835 → 廃番

326-8209 下振　800g BP-800 廃番 ¥3,655 → 廃番

336-7801 ﾁｪｯｸﾚﾍﾞﾙ ｲｴﾛｰ ED-CHY 価格 ¥1,000 → ¥1,100 2022/7/21～

236-6371 TRUPULSE200 廃番 ¥230,000 廃番

316-1555 TRUPULSE200L 価格 ¥114,000 → ¥129,000

316-3851 TRUPULSE200X 価格 ¥520,000 → ¥578,000

316-1551 TRUPULSE360R 価格 ¥465,000 → ¥524,000

100 326-2953 携帯レーザー距離計 COOLSHOT40 廃番 ¥35,000 → 廃番

396-1351 GLM50-27CG 価格 ¥27,500 → ¥25,000

346-1651 GLM500 価格 ¥16,000 → ¥16,500

326-2251 GLM40 価格 ¥11,500 → ¥12,000

366-0201 GLM50C 廃番 ¥20,000 → 廃番

356-3503 GLM150C 価格 ¥49,000 → ¥51,000

396-6151 軽量ｱﾙﾐ三脚 BT150 価格 ¥7,500 → ¥7,800

102 366-8707 パーソナルレーザー距離計 LKT-PE15BK 製品コード LKT-PE15BK → LKT-PE15B 誤記

386-8303 VERTEX5-60°セット 価格 ¥270,000 → ¥282,000 2022/1/21～ 2022/1/17

386-8303 VERTEX5-60°セット 価格 ¥282,000 → オープン価格 価格都度お問い合わせ下さい。 2022/6/20

386-8301 VERTEX5-360°セット 価格 ¥280,000 → ¥292,000 2022/1/21～ 2022/1/17

386-8301 VERTEX5-360°セット 価格 ¥292,000 → オープン価格 価格都度お問い合わせ下さい。 2022/6/20

226-7901 LS-25V 価格 ¥420,000 → オープン価格 2022/3/10

226-7901 LS-25V 価格 オープン価格 → 仕切価格変更 価格都度お問い合わせ下さい。 2022/6/20

226-7903 S-25V 廃番 ¥417,000 → 廃番 2022/3/10

トゥルーパルス

レーザー距離計

2022/2/21～

95

98

99

101

103

丹頂杭

デジタル測高計VERTEX5 

バーテックス・コンパス

2022/5/1～

2022/6/20

2022/3/10

2022/6/20

2022/9/1～

2022/3/10

2022/4/1～

2022/6/20

2022/4/1～

- 15/37 -



★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

103 056-2013 ポケットコンパス S-25 廃番 オープン価格 → 廃番

976-2401 KE-105 価格 ¥3,600 → ¥4,000

976-2403 KE-120 価格 ¥4,200 → ¥4,700

976-2405 KE-135 価格 ¥5,000 → ¥5,500

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～

226-6701 MK-30 価格 ¥850 → ¥1,050

226-6703 MK-60 価格 ¥1,700 → ¥2,100

346-4751 MDⅡ-65 価格 ¥285,000 → オープン価格 2022/1/1～ 2022/1/17

346-4751 MDⅡ-65 価格 オープン価格 → 仕切価格変更 価格都度お問い合わせ下さい。 2022/6/20

086-1273 SSW-30 価格 ¥48,500 → ¥51,500 2022/1/1～ 2022/1/17

086-1273 SSW-30 価格 ¥51,500 → オープン価格 価格都度お問い合わせ下さい。 2022/6/20

086-1275 SSW-40 価格 ¥55,000 → ¥58,500 2022/1/1～ 2022/1/17

086-1275 SSW-40 価格 ¥58,500 → オープン価格 価格都度お問い合わせ下さい。 2022/6/20

086-1277 SSW-50 価格 ¥83,000 → ¥88,000 2022/1/1～ 2022/1/17

086-1277 SSW-50 価格 ¥88,000 → オープン価格 価格都度お問い合わせ下さい。 2022/6/20

256-0721 VT-153 R 価格 ¥5,000 → ¥5,650

256-0723 VT-153 P 価格 ¥5,000 → ¥5,650

256-0725 VT-153 B 価格 ¥5,000 → ¥5,650

256-0727 VT-153 Y 価格 ¥5,000 → ¥5,650

256-0729 VT-153 W 価格 ¥5,000 → ¥5,650

316-2657 VT-153 O 価格 ¥5,000 → ¥5,650

316-6151 VT-153 G 価格 ¥5,000 → ¥5,650

276-0451 VT-205 R 価格 ¥5,000 → ¥5,650

276-0453 VT-205 P 価格 ¥5,000 → ¥5,650

276-0455 VT-205 B 価格 ¥5,000 → ¥5,650

276-0457 VT-205 Y 価格 ¥5,000 → ¥5,650

276-0459 VT-205 W 価格 ¥5,000 → ¥5,650

316-2653 VT-205 O 価格 ¥5,000 → ¥5,650

316-6201 VT-205 G 価格 ¥5,000 → ¥5,650

286-9501 VT-275 R 価格 ¥5,000 → ¥5,650

286-9503 VT-275 P 価格 ¥5,000 → ¥5,650

286-9505 VT-275 B 価格 ¥5,000 → ¥5,650

286-9507 VT-275 Y 価格 ¥5,000 → ¥5,650

286-9509 VT-275 W 価格 ¥5,000 → ¥5,650

104

2022/4/1～

樹木ﾃｰﾌﾟ VT-153(20巻入)

樹木ﾃｰﾌﾟ VT-205(15巻入)

掛矢(八角)

105

106

107

丸太検尺

電子輪尺

生長錐

樹木ﾃｰﾌﾟ 27mm (11巻入)

2022/3/10

2022/1/17

2022/6/20

2022/4/21～ 2022/3/31
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

316-2655 VT-275 O 価格 ¥5,000 → ¥5,650

316-6251 VT-275 G 価格 ¥5,000 → ¥5,650

256-0701 VT-305 R 価格 ¥5,000 → ¥5,650

256-0703 VT-305 P 価格 ¥5,000 → ¥5,650

256-0705 VT-305 B 価格 ¥5,000 → ¥5,650

256-0707 VT-305 Y 価格 ¥5,000 → ¥5,650

256-0709 VT-305 W 価格 ¥5,000 → ¥5,650

316-2651 VT-305 O 価格 ¥5,000 → ¥5,650

316-6301 VT-305 G 価格 ¥5,000 → ¥5,650

226-5151 樹木ﾃｰﾌﾟ VT-3010 ﾋﾟﾝｸ(10巻入) VT-3010 価格 ¥10,000 → ¥11,300

336-2951 S-30100O 価格 ¥2,250 → ¥2,500

336-2953 S-30100P 価格 ¥2,250 → ¥2,500

336-2955 S-30100B 価格 ¥2,250 → ¥2,500

336-2957 S-30100Y 価格 ¥2,250 → ¥2,500

336-2901 A-1000R 価格 ¥21,000 → ¥23,000

336-2903 A-1000B 価格 ¥21,000 → ¥23,000

336-2905 A-1000Y 価格 ¥21,000 → ¥23,000

336-2907 A-1000W 価格 ¥21,000 → ¥23,000

336-2909 A-1000P 価格 ¥21,000 → ¥23,000

336-2911 A-1000G 価格 ¥21,000 → ¥23,000

336-2851 N-1000R 価格 ¥2,100 → ¥2,300

336-2853 N-1000B 価格 ¥2,100 → ¥2,300

336-2855 N-1000Y 価格 ¥2,100 → ¥2,300

336-2857 N-1000W 価格 ¥2,100 → ¥2,300

336-2859 N-1000P 価格 ¥2,100 → ¥2,300

336-2861 N-1000G 価格 ¥2,100 → ¥2,300

256-0801 CHIT-405P 価格 ¥8,500 → ¥9,500

276-2701 CHIT-405Y 価格 ¥8,500 → ¥9,500

109・140 386-2601 エテルナナビゲーター3 37768 価格 ¥30,000 → ¥33,000

946-5807 No.850 廃番 ¥1,200 → 後継品:406-1001

406-1001 No.851 後継品 ¥1,200 → 新発売

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

326-1851 携帯防虫器 K-PSK 価格 ¥1,800 → ¥2,120

316-7351 パワー森林香 PSK-30 価格 ¥2,500 → ¥2,550

識別ﾃｰﾌﾟ

ﾅﾝﾊﾞｰﾃｰﾌﾟ(数字) 

地籍調査ﾃｰﾌﾟ(10巻入)

108

2022/1/1～ 2022/1/17

2022/3/1～

ﾅﾝﾊﾞｰﾃｰﾌﾟ(数字/英字)(10巻入)

樹木ﾃｰﾌﾟ VT-305 (10巻入)

112

107

110

112・219

樹木ﾃｰﾌﾟ 27mm (11巻入)

オリエンテーリングコンパス

2022/4/21～ 2022/3/31

2022/6/20

2022/3/10
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

326-8351 クマ撃退スプレー　290g CA290 価格 ¥12,800 → ¥15,500

406-0251 クマ撃退スプレー  230g CA230 新規取り扱い ¥12,000 → 新規取り扱い

376-3051 GPSMAP66i 仕様欄 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ240×240 → ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ240×400 誤記

376-3051 GPSMAP66i 仕様欄 軌跡ﾎﾟｲﾝﾄ数10,000 → 軌跡ﾎﾟｲﾝﾄ数20,000 誤記

117 306-4401 eTrex Touch用オプション　キャリングケース 010-10850-20 廃番 ¥4,800 → 廃番

119 056-1511 トランシットブック TB-S 廃番 ¥2,200 → 廃番

316-7801 ﾚｰｻﾞｰ鉛直器（天頂器） FG-LL30＋ 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

376-1501 ﾚｰｻﾞｰ鉛直器（天頂器ｸﾞﾘｰﾝ） FG-LL40＋ 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

316-7851 ﾚｰｻﾞｰ鉛直器（天底器） FG-LL32＋ 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

376-1551 ﾚｰｻﾞｰ鉛直器（天底器ｸﾞﾘｰﾝ） FG-LL42＋ 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

346-5951 ED-17DGLB 価格 ¥24,500 → ¥26,950

276-1551 ED-26DGLN 価格 ¥25,000 → ¥27,500

246-8601 ED-35DGLN 価格 ¥27,000 → ¥29,700

206-8001 ED-60DGLN 価格 ¥30,000 → ¥33,000

206-8003 ED-90DGLN 価格 ¥32,500 → ¥35,750

206-8005 ED-120DGLN 価格 ¥35,000 → ¥38,500

276-1601 ED-26DGLMN 価格 ¥27,000 → ¥29,700

246-8651 ED-35DGLMN 価格 ¥29,500 → ¥32,450

206-8051 ED-60DGLMN 価格 ¥32,500 → ¥35,750

206-8053 ED-90DGLMN 価格 ¥35,000 → ¥38,500

206-8055 ED-120DGLMN 価格 ¥37,500 → ¥41,250

266-6501 DIG-600M 価格 ¥16,500 → ¥20,700

266-7051 DI-230M 価格 ¥15,500 → ¥19,400

306-6751 DI-100M 価格 ¥7,750 → ¥10,000

316-8901 防水型デジタル水平器 DWL-280Pro 価格 ¥17,500 → ¥21,500

366-1001 DWL-1300XY 価格 ¥36,000 → ¥47,000

366-1003 DWL-1500XY 価格 ¥49,000 → ¥70,000

366-3951 アプリケーションインストール用カード 4993711515108 価格 ¥3,500 → ¥3,900

396-6401 2軸コンパクトデジタル水平器 DWL-90Pro 価格 ¥8,500 → ¥13,500

396-6451 アプリケーションインストール用カード 4993711537148 価格 ¥1,500 → ¥1,650

356-2101 精密デジタル水準器 DWL-2000XY 廃番 ¥70,000 → 廃番 2022/1/17

206-4301 ED-30N 価格 ¥2,350 → ¥2,585

206-4303 ED-38N 価格 ¥2,650 → ¥2,915

206-4305 ED-45N 価格 ¥2,850 → ¥3,135

206-4307 ED-60N 価格 ¥3,350 → ¥3,685

122 2022/3/31

ガーミンGPS 

128

129

130

115

112・219

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚﾍﾞﾙ

磁石付ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚﾍﾞﾙ 

デジタル水平器

2軸精密デジタル平型水準器

ｱﾙﾐ水平器

2022/3/10

2022/6/20

2022/7/21～

2022/6/20

2022/7/1～

2022/7/21～ 2022/6/20
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

206-4309 ED-75N 価格 ¥4,150 → ¥4,565

206-4311 ED-90N 価格 ¥5,500 → ¥6,050

206-4351 ED-30MN 価格 ¥3,400 → ¥3,740

206-4353 ED-38MN 価格 ¥3,650 → ¥4,015

206-4355 ED-45MN 価格 ¥3,900 → ¥4,290

206-4357 ED-60MN 価格 ¥4,400 → ¥4,840

206-4359 ED-75MN 価格 ¥5,700 → ¥6,270

206-4361 ED-90MN 価格 ¥6,800 → ¥7,480

266-7205 排水勾配器 GL-15U-500 廃番 ¥8,580 → 廃番

978-5901 AL-210 価格 ¥9,100 → ¥9,550

978-5903 AL-220 価格 ¥8,580 → ¥9,000

978-5905 AL-230 価格 ¥9,620 → ¥10,100

266-7201 GL-25U-300 価格 ¥5,460 → ¥5,750

266-7203 GL-25U-500 価格 ¥7,280 → ¥7,650

366-1051 EX-230B 価格 ¥5,500 → ¥5,775

366-1053 EX-230R 価格 ¥5,500 → ¥5,775

366-1055 EX-230Y 価格 ¥5,500 → ¥5,775

266-7301 L270-100 価格 ¥2,990 → ¥3,150

266-7303 L270-150 価格 ¥3,150 → ¥3,300

266-7305 L270-230 価格 ¥3,330 → ¥3,500

266-7307 L270-300 価格 ¥3,540 → ¥3,725

266-7309 L270-380 価格 ¥3,740 → ¥3,925

266-7311 L270-450 価格 ¥4,000 → ¥4,200

266-7313 L270-600 価格 ¥4,600 → ¥4,825

266-7315 L270-750 価格 ¥5,300 → ¥5,575

266-7317 L270-900 価格 ¥5,980 → ¥6,275

266-7319 L270-1200 価格 ¥11,440 → ¥12,000

266-7321 L270-1500 価格 ¥14,300 → ¥15,025

266-7251 L270M-100 価格 ¥4,320 → ¥4,550

266-7253 L270M-150 価格 ¥4,500 → ¥4,725

266-7255 L270M-230 価格 ¥4,710 → ¥4,950

266-7257 L270M-300 価格 ¥5,560 → ¥5,850

266-7259 L270M-380 価格 ¥5,770 → ¥6,050

266-7261 L270M-450 価格 ¥6,080 → ¥6,375

266-7263 L270M-600 価格 ¥6,680 → ¥7,000

130

法勾配計

排水勾配器

ｱﾙﾐ水平器(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 

ｱﾙﾐ水平器

外構エクステリアレベル

アルミレベル

マグネット付アルミレベル

2022/7/21～

2022/7/1～

2022/6/20
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

266-7265 L270M-750 価格 ¥7,380 → ¥7,750

266-7267 L270M-900 価格 ¥8,030 → ¥8,425

266-7269 L270M-1200 価格 ¥14,040 → ¥14,750

266-7271 L270M-1500 価格 ¥17,940 → ¥18,850

236-0851 PC-A 価格 ¥7,280 → ¥7,650

206-0543 PC-EW 価格 ¥6,580 → ¥6,775

976-5701 PK-70 価格 ¥4,290 → ¥4,425

976-5607 SP-75 価格 ¥3,720 → ¥3,825

976-5603 SP-150 価格 ¥3,150 → ¥3,250

976-5605 SP-500 価格 ¥4,290 → ¥4,425

206-0551 スラントルール SR-90 価格 ¥2,210 → ¥2,325

266-0051 ヒューム管レベルEX用リブ管対応部品 HK-EXB 価格 ¥1,000 → ¥1,100

206-7401 ｽﾗﾝﾄﾚﾍﾞﾙ･ﾌﾟﾛ ED-25SPRO 価格 ¥3,300 → ¥3,630

346-6011 ED-100DFCKN 価格 ¥44,500 → ¥48,950

206-4401 ED-150DFCKN 価格 ¥50,000 → ¥55,000

206-4403 ED-200DFCKN 価格 ¥55,500 → ¥61,050

346-6001 ED-100DFCSN 価格 ¥44,500 → ¥48,950

206-4451 ED-150DFCSN 価格 ¥50,000 → ¥55,000

206-4453 ED-200DFCSN 価格 ¥55,500 → ¥61,050

326-9801 DPV-03 価格 ¥29,600 → ¥33,300

336-4151 UPV-01 価格 ¥37,600 → ¥44,900

336-4101 WPV-02 価格 ¥69,200 → ¥82,550

356-7101 DPV1503G 価格 ¥57,000 → ¥62,600

356-7111 UPV1503G 価格 ¥57,000 → ¥68,000

376-0201 TS-7LE-20LD 廃番 ¥43,500 → 後継品：406-1301

406-1301 TS-7LE-20LDW 後継品 ¥49,000 → 新発売

376-0203 TS-7LE-50LD 廃番 ¥47,500 → 後継品：406-1303

406-1303 TS-7LE-50LDW 後継品 ¥52,500 → 新発売

376-0205 TS-7LE-100LD 廃番 ¥50,000 → 後継品：406-1305

406-1305 TS-7LE-100LDW 後継品 ¥55,000 → 新発売

376-0207 TS-7LE-200LD 廃番 ¥53,000 → 後継品：406-1307

406-1307 TS-7LE-200LDW 後継品 ¥58,500 → 新発売

376-0251 TS-8LEN-20WT 価格 ¥52,500 → ¥58,000

376-0253 TS-8LEN-50WT 価格 ¥55,500 → ¥60,500

376-0255 TS-8LEN-100WT 価格 ¥57,500 → ¥62,500

2022/5/1～

130

131

133

135

ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞｰ下げ振り

ﾗｲﾄ&電池ﾎﾙﾀﾞｰ付ﾐｸﾛﾒｰﾀｰ

ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ付ﾐｸﾛﾒｰﾀｰｽｺｰﾌﾟ

マグネット付アルミレベル

排水管芯出しレベル

ポケット傾斜計

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｫﾙﾄﾁｪｯｸﾚﾍﾞﾙ 検査用

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｫﾙﾄﾁｪｯｸﾚﾍﾞﾙ 施工用

ﾚｰｻﾞｰ下げ振り

2022/7/1～

2022/6/20

2022/7/21～

2022/3/10

2022/7/1～

2022/6/20
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

376-0257 ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ付ﾐｸﾛﾒｰﾀｰｽｺｰﾌﾟ TS-8LEN-200WT 価格 ¥63,500 → ¥69,000 2022/7/1～

376-0301 TS-LACLC 在庫限り ¥12,500 → 後継品：406-1351 在庫限り終了

406-1351 TS-LACLC-2 後継品 ¥17,500 新発売 2022年8月発売予定

376-0303 TS-USBLC 在庫限り ¥12,500 → 後継品：406-1353 在庫限り終了

406-1353 TS-USBLC-2 後継品 ¥17,500 → 新発売 2022年8月発売予定

106-3421 SRM-15S 価格 ¥380 → ¥400

106-3423 SRM-30S 価格 ¥770 → ¥830

106-3425 SRM-60S 価格 ¥1,980 → ¥2,080

106-3427 SRM-100S 価格 ¥3,850 → ¥4,050

948-1601 SRM-15 価格 ¥310 → ¥330

948-1603 SRM-30 価格 ¥660 → ¥720

948-1605 SRM-60 価格 ¥1,760 → ¥1,850

948-1607 SRM-100 価格 ¥3,300 → ¥3,500

216-2851 完全ｽｺﾔ 15cm(表裏目盛) 62009 価格 ¥1,850 → ¥2,000

138 306-6601 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｯﾌﾟｽｹｰｼﾞﾐﾆ 25mm 19305 価格 ¥2,500 → ¥2,650

138・291 246-8401 マップメジャー MM-1 価格 ¥1,600 → ¥1,750 2022/5/21～

376-8703 コネクト4 販売状況 技適取得待ち → 販売休止中

376-8705 コネクト6 販売状況 技適取得待ち → 販売休止中

246-0101 ジオマⅡED52-S 価格 ¥44,000 → ¥53,000

246-0103 ジオマⅡED67-S 価格 ¥81,000 → ¥85,000

326-5301 ジオマⅡED82-S 価格 ¥110,000 → ¥114,000

236-1039 双眼鏡 アスコット ZR8～32×50（ZOOM） 価格 ¥34,000 → ¥38,000

396-8601 HR8×32WP 価格 ¥26,000 → ¥28,000

396-8605 HR10×32WP 価格 ¥28,000 → ¥30,000

396-8603 HR8×42WP 価格 ¥31,000 → ¥33,000

396-8607 HR10×42WP 価格 ¥33,000 → ¥35,000

356-1601 RDS-3 価格 ¥7,800 → ¥8,200

356-1603 RDS-5 価格 ¥11,000 → ¥11,700

948-5101 ロープ巻取器 OT-1 価格 ¥36,000 → ¥46,000 2022/4/1～

276-3351 ワークボート ECU4-942 価格 ¥81,000 → ¥86,000

316-1901 EC4-642 価格 ¥63,000 → ¥68,000

316-1903 EC2-521 価格 ¥53,000 → ¥57,000

306-6551 ライフジャケット　背抜きタイプ 4409 価格 ¥8,500 → ¥9,000

143 216-8315 ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱﾎﾟﾝﾌﾟOP ｶﾞﾗｽﾎﾞﾄﾙ 500ml ISD0500C 価格 ¥2,000 → ¥2,400 2022/4/1～ 2022/3/31

136

2022/3/1～

2022/7/1～

2022/3/10ローボート

139・220 エクイノクスZ2 コネクト

フィールドスコープ

135

139

142

140

141

ﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ付AC電源

ﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ付USB接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

ｼﾙﾊﾞｰ直尺 

ｽﾃﾝﾚｽ直尺

双眼鏡 アトレックⅡ

レッドロープ用おもり
2022/3/31

2022/7/1～

2022/3/10

2022/3/1～

2022/6/20
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

216-8317 ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱﾎﾟﾝﾌﾟOP ｶﾞﾗｽﾎﾞﾄﾙ 1000ml ISD1000C 価格 ¥3,000 → ¥3,300 2022/3/31

246-1503 ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱﾎﾟﾝﾌﾟ ｵｰﾙﾃﾌﾛﾝ一般用ｾｯﾄ EV38XVTF 価格 ¥41,000 → ¥45,000

246-1501 ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱﾎﾟﾝﾌﾟ ｵｰﾙﾃﾌﾛﾝ太径用ｾｯﾄ EV38ULTF 価格 ¥50,000 → ¥55,000

216-8301 ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱﾎﾟﾝﾌﾟ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ一般用ｾｯﾄ EV38XV 価格 ¥12,500 → ¥14,000

216-8303 ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱﾎﾟﾝﾌﾟ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ太径用ｾｯﾄ EV38UL 価格 ¥21,000 → ¥23,000

216-8311 ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱﾎﾟﾝﾌﾟOP ﾁｭｰﾌﾞφ8×10m EV608PE 価格 ¥1,200 → ¥1,400

216-8313 ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱﾎﾟﾝﾌﾟOP ﾁｭｰﾌﾞφ10×10m EV810PE 価格 ¥1,500 → ¥1,700

246-4751 ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱﾎﾟﾝﾌﾟOP 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(ﾅｲﾛﾝ) EV8045N 価格 ¥7,000 → ¥7,700

246-4753 ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱﾎﾟﾝﾌﾟOP 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(ﾃﾌﾛﾝ) EV8045T 価格 ¥10,500 → ¥12,000

216-7517 地下水ｻﾝﾌﾟﾗｰｵﾌﾟｼｮﾝ ﾜｲﾔｰ巻取器 OB530830 価格 ¥17,000 → ¥18,500

256-6152 TYPE1-30A 価格 ¥68,000 → ¥70,000

256-6154 TYPE1-50A 価格 ¥74,000 → ¥77,000

256-6156 TYPE1-100A 価格 ¥87,000 → ¥91,000

256-6162 TYPE2-30A 価格 ¥73,000 → ¥76,000

256-6164 TYPE2-50A 価格 ¥79,000 → ¥84,000

256-6166 TYPE2-100A 価格 ¥92,000 → ¥98,000

256-6151 TYPE1-30B 価格 ¥68,000 → ¥70,000

256-6153 TYPE1-50B 価格 ¥74,000 → ¥77,000

256-6155 TYPE1-100B 価格 ¥87,000 → ¥91,000

256-6161 TYPE2-30B 価格 ¥73,000 → ¥76,000

256-6163 TYPE2-50B 価格 ¥79,000 → ¥84,000

256-6165 TYPE2-100B 価格 ¥92,000 → ¥98,000

256-6168 TYPE2-150A 価格 ¥127,000 → ¥134,000

256-6167 TYPE2-150B 価格 ¥127,000 → ¥134,000

266-8651 KIT-D-U20-04 価格 ¥139,100 → ¥165,200

266-8661 KIT-D-U20-01 価格 ¥139,100 → ¥165,200

266-8671 KIT-D-U20-02 価格 ¥139,100 → ¥165,200

206-0711 AT1 価格 ¥13,500 → ¥15,000

206-0713 AT2 価格 ¥21,000 → ¥22,500

206-0715 AT3 価格 ¥30,000 → ¥33,000

216-5001 SK-620PHⅡ 価格 ¥25,000 → ¥26,500

236-0981 SK-610PHⅡ 価格 ¥13,300 → ¥14,000

246-8801 SK-620PH用 標準ｾﾝｻ PHP-31 価格 ¥11,000 → ¥11,600

276-4001 SK-630PH 価格 ¥6,500 → ¥6,800

276-4003 SK-631PH 価格 ¥7,900 → ¥8,300

2022/4/1～
2022/3/10

2022/6/1～

2022/6/20

誤記

2022/3/102022/4/1～

146

ﾊﾝﾃﾞｨpH計

143

144

145

153

ﾛｰﾌﾟ式水位計(TYPE1/TYPE2) 

U20ウォーターレベルロガーキット

透視度計(透明ｱｸﾘﾙ製) 

ﾎﾟｹｯﾄﾀｲﾌﾟpH計
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

276-4005 ﾎﾟｹｯﾄﾀｲﾌﾟpH計 SK-632PH 価格 ¥10,300 → ¥10,800

286-3351 SK-660PH 価格 ¥13,500 → ¥14,200

286-3353 SK-661PH 価格 ¥14,500 → ¥15,200

286-3355 SK-662PH 価格 ¥16,000 → ¥16,800

336-6701 SK660ｼﾘｰｽﾞ交換ｾﾝｻ 660S 価格 ¥8,100 → ¥8,500

356-7401 ﾍﾟﾝﾀｲﾌﾟpH計 SK-670PH 価格 ¥11,000 → ¥11,600

154 276-4101 pH試験紙 2611-628 価格 ¥4,790 → ¥5,190 2022/5/1～ 2022/6/20

396-8151 02073 価格 ¥6,000 → ¥6,600

396-8153 02301 価格 ¥6,700 → ¥7,340

396-8351 HT-55 価格 ¥270,000 → オープン価格 誤記 2022/1/17

396-8351 HT-55 価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

396-8251 小型水素式漏水探知機スヌーパー4 SN4 価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

396-8301 小型水素式漏水探知機バリオテック460 VT460 価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

396-8401 TDRケーブル診断・測長機 FC200S 価格 ¥90,000 → オープン価格

396-8451 TDRケーブル診断・測長機 TX6000S 価格 ¥270,000 → オープン価格

396-9401 埋設ケーブル探索機 モデル501 501 価格 ¥298,000 → オープン価格

396-8503 GPS付埋設ケーブル配管検索機 RD8200G 価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

206-0611 ﾎﾞｯｸｽﾛｹｰﾀｰ(金属探知器)          F-90M 価格 ¥185,000 → ¥198,000

376-1351 金属探知器 CASPIⅡ 価格 ¥300,000 → ¥320,000

356-5251 小型ｱﾝﾃﾅCUBE ｽﾄﾗｸﾁｬｽｷｬﾝ用 CUBE 価格 ¥1,500,000 → ¥1,580,000

356-5301 電線識別ﾕﾆｯﾄ ｽﾄﾗｸﾁｬｽｷｬﾝ用 AC Line Trac XT 価格 ¥480,000 → ¥520,000

356-5201 予備ﾊﾞｯﾃﾘｰ ｽﾄﾗｸﾁｬｽｷｬﾝ用 Battery 価格 ¥40,000 → ¥42,000

356-5351 小型収納ｹｰｽ ｽﾄﾗｸﾁｬｽｷｬﾝ用 Case for XT 価格 ¥45,000 → ¥48,000

336-3301 RJ-1 価格 ¥370,000 → オープン価格

336-3303 RJ-2 価格 ¥400,000 → オープン価格

336-3305 RJ-3 価格 ¥420,000 → オープン価格

226-7661 FA4040 価格 ¥15,000 → オープン価格

226-7663 FA4545 価格 ¥21,000 → オープン価格

226-7665 FA4595 価格 ¥35,000 → オープン価格

386-2701 衝撃弾性波ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚さ計 CTG-2 価格 ¥890,000 → ¥980,000

386-3951 衝撃弾性波ﾊﾝﾃﾞｨ型杭長測定器 FTG-1 価格 ¥950,000 → ¥1,060,000

356-0601 BLDR-1000 価格 ¥11,000 → ¥12,100

356-0603 BLDR-1500 価格 ¥12,000 → ¥13,200

356-0605 BLDR-2000 価格 ¥13,000 → ¥14,300

226-6051 打診棒 ミニ 価格 ¥3,870 → ¥4,260

2022/4/21～

2022/3/10

2022/3/102022/3/1～

2022/7/1～

2022/6/1～

2022/7/1～

2022/6/1～

2022/6/20

2022/3/10

153

164

165

ﾚﾝｺﾝ玉伸縮打診棒

2022/3/102022/4/1～

2022/4/21～

163

ﾍﾟﾝﾀｲﾌﾟpH計

ハイドロトレーサー HT-55

167

168

168・279

169

ｽｺｰﾌﾟ聴診棒 

NEWﾃｸﾉﾃｽﾀｰ

ﾌｨﾗｰｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

226-6052 レギュラー 価格 ¥3,870 → ¥4,260

316-8251 ﾛﾝｸﾞNo.6 価格 ¥4,540 → ¥4,990

316-8253 ﾛﾝｸﾞNo.4 価格 ¥4,320 → ¥4,750

226-6053 ﾛﾝｸﾞNo.7 価格 ¥4,540 → ¥4,990

306-1101 ﾛﾝｸﾞ1500 価格 ¥6,890 → ¥7,580

226-6054 ﾛﾝｸﾞ1.8m 価格 ¥6,890 → ¥7,580

266-2211 ﾛﾝｸﾞ2000 価格 ¥7,560 → ¥8,320

316-8301 3m 価格 ¥8,000 → ¥8,800

356-1201 700 価格 ¥6,890 → ¥7,580

356-1203 00951 価格 ¥7,440 → ¥8,180

356-1205 00952 価格 ¥9,940 → ¥10,940

356-1207 00953 価格 ¥10,580 → ¥11,650

256-2357 DK-R 価格 ¥6,890 → ¥7,580

256-2355 DK-L 価格 ¥7,440 → ¥8,180

256-2361 DK-1500 価格 ¥9,940 → ¥10,940

256-2359 DK-2000 価格 ¥10,580 → ¥11,650

256-2353 DK-H1M 価格 ¥9,360 → ¥10,580

256-2351 DK-04 価格 ¥9,360 → ¥10,580

326-1301 ｸﾞﾗｽ柄ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰ 450㎜ 01623 価格 ¥3,580 → ¥4,050

326-1303 ｸﾞﾗｽ柄ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰ 1/4ﾎﾟﾝﾄﾞ 600㎜ 01624 価格 ¥4,090 → ¥4,630

326-1351 ｸﾞﾗｽ柄ﾀﾙ検ﾊﾝﾏｰ 450㎜ 01625 価格 ¥3,300 → ¥3,770

326-1353 ｸﾞﾗｽ柄ﾀﾙ検ﾊﾝﾏｰ 600mm 01628 価格 ¥3,960 → ¥4,530

326-1401 ﾀﾙ検ｼｮｰﾄ A型 01649 価格 ¥4,600 → ¥5,160

326-1403 ﾀﾙ検ｼｮｰﾄ B型 01650 価格 ¥4,600 → ¥5,160

336-5151 非常灯点検フック棒 BLH-1500 商品名 非常灯点検フック棒 → 非常灯点検棒 誤記

336-5151 非常灯点検棒 BLH-1500 価格 ¥10,000 → ¥11,300 2022/4/21～

336-5153 非常灯点検フック棒 BLH-2000 価格 非常灯点検フック棒 → 非常灯点検棒 誤記

336-5153 非常灯点検棒 BLH-2000 価格 ¥11,000 → ¥12,440

356-1151 1200 価格 ¥5,800 → ¥6,360

356-1153 2000 価格 ¥8,000 → ¥8,800

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

2022/4/21～ 2022/3/10

2022/3/10

誤記 2022/1/17

ｶﾎﾞﾁｬ玉打診棒 ﾚｷﾞｭﾗｰ

にんにく玉伸縮打診棒

2022/4/21～

169

170

打診棒

換気扇測定棒

点検ハンマー

ｽﾃﾝでｶﾎﾞﾁｬ玉打診棒
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

316-2605 TH-29・#1/4 価格 ¥3,910 → ¥4,110 誤記 2022/1/17

976-2301 TH-4・#1/2 価格 ¥2,125 → ¥2,235

976-2303 TH-2・#1/2 価格 ¥2,125 → ¥2,235

316-2601 TH-46・#1/2 価格 ¥3,235 → ¥3,400

316-2607 TH-49・#1/2 価格 ¥4,110 → ¥4,320

316-2603 TH-26・#1/4 価格 ¥3,235 → ¥3,400

316-2605 TH-29・#1/4 価格 ¥4,110 → ¥4,320

206-7301 TKH-270C 価格 ¥7,365 → ¥7,735 誤記 2022/1/17

206-7301 TKH-270C 価格 ¥7,735 → ¥8,125

336-2732 02732 価格 ¥4,000 → ¥4,530

336-2733 02733 価格 ¥5,200 → ¥5,880

336-2734 02734 価格 ¥7,000 → ¥7,920

356-1051 02752 価格 ¥5,000 → ¥5,660

356-1053 02753 価格 ¥6,200 → ¥7,020

356-1055 02754 価格 ¥8,000 → ¥9,050

356-1001 02758 価格 ¥5,800 → ¥6,560

356-1003 02759 価格 ¥7,900 → ¥8,940

356-1101 ﾜﾝﾀｯﾁﾌｯｸ WF-2 02768 価格 ¥1,780 → ¥2,020

356-0201 精密型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計 SK-810PT 価格 ¥35,000 → ¥36,800

356-0251 S810PT-10 価格 ¥13,400 → ¥14,200

356-0253 S810PT-30 価格 ¥44,500 → ¥46,700

356-0255 S810PT-32 価格 ¥37,300 → ¥39,200

356-0257 S810PT-34 価格 ¥37,300 → ¥39,200

286-351 SK-S100K 仕様 100～300℃ →  -100～300℃ 誤記 2022/6/20

286-3451 SK-S100K 価格 ¥9,200 → ¥9,700

286-3453 SK-S101K 価格 ¥11,700 → ¥12,300

286-3455 SK-S102K 価格 ¥13,700 → ¥14,400

286-3457 SK-S103K 価格 ¥17,200 → ¥19,800

286-3459 SK-S105K 価格 ¥14,200 → ¥17,200

286-3461 SK-S106K 価格 ¥14,700 → ¥15,400

286-3463 SK-S301K 価格 ¥15,700 → ¥18,200

396-3601 SK-1260用ｿﾌﾄｹｰｽ(交換用) No.8009-84 価格 ¥1,400 → ¥1,600

246-0701 SK-1110 価格 ¥13,900 → ¥14,600

216-1803 SK-1120 価格 ¥15,700 → ¥16,500

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計ｾﾝｻｰ(熱電対ｾﾝｻｰ) SK-K010 仕様 50～300℃ → 　-50～300℃ 誤記 2022/6/20

2022/3/10

2022/4/1～

2022/3/102022/4/1～

2022/4/21～ 2022/3/10

ｺﾝｸﾘｰﾄ点検ﾊﾝﾏｰ 1/2171

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計

防水型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計ｵﾌﾟｼｮﾝｾﾝｻｰ

2022/4/21～

170

173

172

点検ハンマー

ドクターハンマー(点検ハンマー)

ｺﾝｸﾘｰﾄ点検ﾊﾝﾏｰ 1/4

目盛付ｺﾝｸﾘｰﾄ点検ﾊﾝﾏｰ

精密型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計ｵﾌﾟｼｮﾅﾙｾﾝﾀｰ
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

216-5901 SK-K010 価格 ¥8,100 → ¥8,500

216-5903 MC-K7101 価格 ¥11,100 → ¥12,200

216-5905 MC-K7103 価格 ¥17,100 → ¥19,700

216-5907 MC-K7301 価格 ¥15,500 → ¥18,100

296-5451 MC-K7106 価格 ¥14,600 → ¥15,300

173･271 336-7251 8250-90 価格 ¥39,000 → ¥40,500

396-1801 MT-730 価格 ¥98,000 → ¥108,000

246-6305 MT-900 価格 ¥170,000 → ¥178,000

178 246-6353 デュアルタイプ膜厚計 LZ-990 価格 ¥128,000 → ¥129,000

236-0681 SK-8900 価格 ¥13,800 → ¥14,500

256-5501 SK-8940 価格 ¥16,800 → ¥17,600

286-7501 SK-8300 価格 ¥36,000 → ¥37,800

356-7851 SK-8950 価格 ¥13,000 → ¥13,700

976-9404 SK-8700Ⅱ 価格 ¥9,500 → ¥10,000

236-6831 SK-100R 価格 ¥15,000 → ¥16,000

236-6833 SK-101R 価格 ¥16,000 → ¥17,000

236-6835 SK-102R 価格 ¥17,000 → ¥18,000

236-6837 SK-104R 価格 ¥18,000 → ¥19,000

236-6839 SK-106R 価格 ¥12,000 → ¥13,000

236-6841 SK-107R 価格 ¥12,000 → ¥13,000

236-6843 SK-109R 価格 ¥14,000 → ¥15,000

236-6845 SK-200R 価格 ¥15,000 → ¥16,000

326-9851 BKC-R3K 価格 ¥2,200 → ¥2,500

326-9853 BKC-B3K 価格 ¥2,500 → ¥2,800

326-9855 BKC-Y3K 価格 ¥2,500 → ¥2,800

326-9857 BKC-G3K 価格 ¥2,500 → ¥2,800

326-9861 BKC-HR3K 価格 ¥2,500 → ¥2,400

326-9863 BKC-HB3K 価格 ¥2,700 → ¥2,600

326-9865 BKC-HY3K 価格 ¥2,700 → ¥2,600

326-9867 BKC-HG3K 価格 ¥2,700 → ¥2,600

326-9871 BKC-KHR3K 価格 ¥2,700 → ¥3,000

326-9873 BKC-KHB3K 価格 ¥2,900 → ¥3,500

326-9875 BKC-KHY3K 価格 ¥2,900 → ¥3,500

326-9877 BKC-KHG3K 価格 ¥2,900 → ¥3,500

187 346-5001 側溝止吉 ISC101 価格 ¥2,800 → ¥3,100 2022/4/1～ 2022/3/10

2022/6/20

2022/3/10

2022/4/1～

2022/3/10

2022/3/31
175 木材水分計

173

181

185

183

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計ｾﾝｻｰ(熱電対ｾﾝｻｰ)

放射温度計

ﾍﾞｯﾄ付ｺｰﾝ

ﾍﾞｯﾄ付ｺｰﾝ(反射3段) 

ﾍﾞｯﾄ付ｺｰﾝ(高輝度反射2段)

手持屈折計
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

216-9801 方向指示板(矢印板) 部分反射     AS-1R 価格 ¥8,500 → ¥10,000

216-9803 方向指示板(矢印板) 全面反射     AS-2R 価格 ¥22,000 → ¥23,000

336-6801 立入禁止 価格 ¥1,500 → ¥1,660

336-6803 駐車禁止 価格 ¥1,500 → ¥1,660

336-6805 工事中 価格 ¥1,500 → ¥1,660

336-6807 キケン注意 価格 ¥1,500 → ¥1,660

296-1601 7520-25 価格 ¥5,000 → ¥5,600

296-1603 7520-45 価格 ¥5,000 → ¥5,600

296-1605 7520-84 価格 ¥5,000 → ¥5,600

326-6501 GD-002D 廃番 ¥1,480 → 後継品：406-1501

406-1501 GD-102D 後継品 ¥1,600 → 新発売

326-6651 LEDﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ Basic101 GT-101D 廃番 ¥3,480 → 代替品：406-1503

406-1503 LEDﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ HW-X333HD 代替品 ¥5,600 → 新発売

366-8351 モーションセンサー内臓ヘッドランプ HS1-S 廃番 ¥4,200 → 代替品：406-1551

406-1551 SILVA ヘッドランプ CR230 38001 代替品 ¥3,600 → 新発売

366-5551 PACN-10A-BLM 価格 ¥25,300 → ¥27,840

366-5553 PACN-10A-SIM 価格 ¥25,300 → ¥27,840

366-5561 PACN-10A-BLL 価格 ¥25,960 → ¥28,580

366-5563 PACN-10A-SIL 価格 ¥25,960 → ¥28,580

366-5501 PAHN-10A-BLM 価格 ¥28,160 → ¥31,020

366-5503 PAHN-10A-SIM 価格 ¥28,160 → ¥31,020

366-5511 PAHN-10A-BLL 価格 ¥28,820 → ¥31,760

366-5513 PAHN-10A-SIL 価格 ¥28,820 → ¥31,760

366-5601 PHAB-BL-BP 価格 ¥4,400 → ¥4,840

366-5603 PHAB-SI-BP 価格 ¥4,400 → ¥4,840

366-5651 ﾊｰﾈｽ用ﾗﾝﾔｰﾄﾞﾀﾞﾌﾞﾙ ｽﾄﾗｯﾌﾟ巻取式 HL-MW-BP 価格 ¥34,500 → ¥38,000

366-5701 ﾊｰﾈｽ用ﾗﾝﾔｰﾄﾞﾀﾞﾌﾞﾙ 伸縮ｽﾄﾗｯﾌﾟ式 HL-ERW-BP 価格 ¥19,800 → ¥21,780

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

376-3201 SLN505YL 価格 ¥15,250 → ¥16,750

386-5951 SLN505-RW-YL-BG 価格 ¥23,750 → ¥26,130

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
2022/1/17

2022/3/10

2022/4/21～ 2022/6/20

2022/6/20

2022/7/1～

2022/1/17

2022/6/202022/7/1～

2022/3/312022/4/1～190 3Dブリーズレイン

スカイフルハーネス

パワーカッター 誤記

187

188

192

193

194

195

標識印刷テープ(非粘着テープ)

LEDﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ

PANGAEAﾊｰﾈｽ CANYON

PANGAEAﾊｰﾈｽ HORIZON

PANGAEAﾊｰﾈｽ用 作業ﾍﾞﾙﾄ

ﾀｲﾀﾝﾘｰﾛｯｸS NEOﾗｲﾄ
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

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

376-7301 角型スタンドバッグ　PRO SKB-P 価格 ¥2,100 → ¥2,650

376-7303 角型スタンドバッグ　PRODX SKB-PDX 価格 ¥2,750 → ¥3,300

376-7351 STC-M 価格 ¥4,400 → ¥5,000

376-7353 STC-L 価格 ¥5,000 → ¥5,630

376-7451 ツールバッグ　M STB-300 価格 ¥1,500 → ¥1,660

376-7453 ツールバッグ　L STB-450 価格 ¥1,850 → ¥1,960

386-7751 AIRA4011B 価格 ¥7,500 → ¥7,800

386-7753 AIRA4011W 価格 ¥7,000 → ¥7,300

396-0051 安全靴　短靴 AS21DX 価格 ¥6,800 → ¥7,200

396-0053 安全靴　編上靴 AS22 価格 ¥7,700 → ¥8,200

396-0055 安全靴　長編上靴 AS23 価格 ¥10,000 → ¥10,600

396-0057 安全靴　半長靴 AS24 価格 ¥10,200 → ¥10,800

286-6751 道路くん ＃105 価格 ¥6,000 → ¥6,300

286-6851 ＃870 価格 ¥4,300 ¥4,700

286-6853 ＃U875 価格 ¥5,500 → ¥6,000

286-6855 ＃890 価格 ¥4,300 → ¥4,600

366-1951 ｾｰﾌﾃｨﾌﾞｰﾂ SB-3125 価格 ¥5,000 → ¥5,200

306-1701 災害活動用安全長 SB-71RM 価格 ¥5,000 → ¥5,300

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

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

376-9501 ブルーシート軽量3.6X5.4 10枚入 SBSK-36 価格 ¥5,400 → ¥6,500

376-9451 ブルーシート軽量10X10 2枚入 SBSK-100 価格 ¥5,600 → ¥7,500

376-9401 厚手ブルーシート#3000 3.6X5.4m 10枚入 NBS3000-36 価格 ¥14,490 → ¥20,000

2022/1/17

2022/7/1～

2022/6/1～

2022/7/1～

2022/6/20

2022/3/10

2022/1/1～

196

ｼﾞｬﾝﾎﾞ1t土のう（丸型・角型）

2022/1/17

2022/3/31

誤記

195

197

198

ツールキャリーバッグPRO

ｼﾓﾝ安全靴 ｴｱｰｽﾍﾟｼｬﾙ

安全プロハークス
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

376-9411 厚手ブルーシート#3000 10X10m 2枚入 NBS3000-100 価格 ¥14,720 → ¥20,500

396-4751 水でふくらむ吸水土のう KD-004 価格 ¥29,200 → ¥19,000

396-1551 BN-RB10-C 価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

396-1553 BN-RB62-C 価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

396-1555 BN-RB37-C 価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

396-1601 ポータブル電源　オプション BH-SP68-C 価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

236-6891 FW-E33 価格 ¥27,500 → ¥30,800

236-6895 NW-EK33 価格 ¥52,000 → ¥57,700

366-7901 USBﾎﾟｰﾄ付ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ 30m S-30U4 価格 ¥13,600 → ¥16,300

366-7951 30W LED ﾗｲﾄ LWAX-10KS 価格 ¥74,000 → ¥88,800

316-4751 LED投光器 10W portable 10W 廃番 ¥20,000 → 廃番

246-9301 L-2000 価格 ¥14,000 → ¥15,580

246-9303 L-3000 価格 ¥15,000 → ¥16,840

206-3753 ホームミラー(カーブミラー） R-450 価格 ¥25,000 → ¥26,000

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

誤記

356-6301 伸縮式ｹﾞｰｼﾞ棒 ISGB0751 価格 ¥10,000 → ¥10,600

346-5051 ﾃﾞﾙﾀｽｸﾚｰﾊﾟｰ 伸縮式 SIT-DS-S 価格 ¥12,000 → ¥12,800

356-6151 全鉄製ﾀﾝﾊﾟ(正方形ﾀｲﾌﾟ) ISTPI150 価格 ¥10,500 → ¥11,800

356-6161 全鉄製ﾀﾝﾊﾟ(長方形ﾀｲﾌﾟ) ISTPI180 価格 ¥10,500 → ¥11,800

356-6171 全鉄製ﾀﾝﾊﾟ ｵﾚﾝｼﾞ(正方形ﾀｲﾌﾟ) ISTPO150 価格 ¥14,000 → ¥15,500

356-6181 全鉄製ﾀﾝﾊﾟ ｵﾚﾝｼﾞ(長方形ﾀｲﾌﾟ) ISTPO180 価格 ¥14,000 → ¥15,500

356-6201 木柄ﾀﾝﾊﾟ (正方形ﾀｲﾌﾟ) ISTPW150 価格 ¥11,000 → ¥11,800

356-6211 木柄ﾀﾝﾊﾟ (長方形ﾀｲﾌﾟ) ISTPW180 価格 ¥11,000 → ¥11,800

356-6251 木柄土羽打ﾀﾝﾊﾟ ISTPSL01 価格 ¥12,000 → ¥13,500

376-4201 全鉄製ﾀﾝﾊﾟ ISTPI300 価格 ¥10,500 → ¥12,000

276-6051 5角ﾀﾝﾊﾟ IS060 価格 ¥13,500 → ¥14,500

276-6101 ﾜﾝﾀｯﾁ舗装下駄 IS039 価格 ¥8,700 → ¥9,000

356-6351 焼ｺﾃ(平底型) ISIR101F 価格 ¥20,000 → ¥21,500

356-6361 焼ｺﾃ(丸底型) ISIR101R 価格 ¥24,000 → ¥26,500

2022/3/10

2022/4/1～
2022/6/20

208

207
ｼﾓﾀﾞﾄﾝﾎﾞ伸縮式/固定式の注文時、ブレードのご指定が無い場合「木製60cmが付きます」とありますが、実際は「木製65cm」が付きます。

ポータブル電源
2022/3/31199 2022/4/1～

ソケットレンチセット

サーフェイスソケットレンチセット

2022/3/10
2022/4/1～

206

電工ドラム

ﾊｻﾐﾀｲ

2022/3/1～

2022/3/10

2022/1/17

2022/1/17

204
2022/4/21～

誤記

198

200

202

209

- 29/37 -



★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

356-6401 ｺｱ抜き取り器 ｺｱｷｬｯﾁｬｰ IS030 価格 ¥8,000 → ¥9,500

396-0751 型枠ﾋﾟﾝ 1型 IS0311 価格 ¥500 → ¥550

396-0753 型枠ﾋﾟﾝ 2型 IS0312 価格 ¥700 → ¥850

396-0801 型枠ﾋﾟﾝ ﾄﾝﾎﾞ型(L175㎜) IS031 価格 ¥620 → ¥660

396-0803 型枠ﾋﾟﾝ ﾄﾝﾎﾞ型(L225㎜) IS031L 価格 ¥780 → ¥820

366-9451 木製曲げ輪ふるい 網目4.5㎜φ360 OU001-03 価格 ¥7,800 → ¥8,800

366-9461 木製曲げ輪ふるい 網目6.0㎜φ360 OU001-05 価格 ¥7,800 → ¥8,800

366-9471 木製曲げ輪ふるい 網目7.5㎜φ360 OU001-07 価格 ¥7,800 → ¥8,800

366-9501 木製曲げ輪ふるい φ360 3種ｾｯﾄ OU001-01 価格 ¥22,500 → ¥25,000

256-3901 スプレーライナー SP-L 価格 ¥4,970 → ¥6,100

266-2911 SL-W 価格 ¥6,540 → ¥7,920

266-2909 SL-BK 価格 ¥6,540 → ¥7,920

266-2907 SL-R 価格 ¥6,540 → ¥7,920

266-2905 SL-Y 価格 ¥6,540 → ¥7,920

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 2022/1/1～

346-7903 SMC-10C 価格 ¥93,000 → ¥106,950

346-7905 SMC-1BS 価格 ¥89,000 → ¥102,350

346-7901 SMC-1 価格 ¥79,000 → ¥90,850

396-3251 SXJ-120A　労力 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

366-1801 緊急避難ｾｯﾄA 401-662 廃番 ¥11,000 → 廃番

336-6551 ﾍﾙﾒｯﾄｲﾝ帰宅支援ｾｯﾄA 400-818 廃番 ¥5,800 → 廃番

217 396-4851 簡易仮設トイレ FOT-003-B 価格 ¥62,000 → ¥67,000 2022/9/1～

366-2501 ウェアラブルカメラ TL-1 廃番 ¥12,000 → 廃番 2022/1/17

376-8701 エクイノクスZ2 コネクト コネクト3 販売状況 技適取得待ち → 販売休止中 2022/3/10

366-2551 温湿度センサー付IPカメラ IPC-02TH 廃番 ¥24,300 → 廃番 2022/1/17

366-9051 ﾗｲﾄ付ｿｰﾗｰﾀﾞｲﾅﾓﾗｼﾞｵ BF246 廃番 ¥5,000 → 廃番 2022/6/20

326-0001 アルコールテスター KE-302 価格 ¥3,300 → ¥3,600

336-6151 ﾊﾟｰｿﾅﾙ快適ﾁｪｯｶｰ PC-7960GTI 価格 ¥3,300 → ¥3,400 2022/4/1～

366-4401 AW-001 廃番 ¥6,000 → 廃番

366-4403 AW-002 廃番 ¥8,000 → 廃番

213

2022/3/31

道路線引き用スプレー　太線（6本入）

道路線引き用スプレー　太線（6本入）

2022/1/1～

220

四脚アジャスト式専用脚立 スタッピー

2022/3/102022/4/1～

2022/6/202022/6/1～

2022/3/10

2022/1/21～

2022/1/17

2022/6/20

2022/3/10

2022/6/20

2022/1/17

209

211

216

212

221

226

ライン引き

ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ万歩計

アルミ製リヤカー
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

276-9251 ポケット万歩 EX-500 価格 ¥3,600 → ¥4,800

276-9301 NEWとけい万歩 TM-250 廃番 ¥2,500 → 後継品：406-0851

406-0851 ｳｫｯﾁ万歩計 TM-360 後継品 ¥3,700 → 新発売

276-9303 NEWとけい万歩 TM-350 廃番 ¥3,500 → 後継品：406-0853

406-0853 ｳｫｯﾁ万歩計 TM-460 後継品 ¥5,800 → 新発売

236-7171 ﾏﾙﾁﾀｲﾏｰ TM-30 TM-30 価格 ¥2,200 → ¥2,300

376-6701 ﾉｰﾀｯﾁﾀｲﾏｰ 手洗い当番 TM-27 価格 ¥2,700 → ¥2,800

376-6711 ﾉｰﾀｯﾁﾀｲﾏｰ TM-29 価格 ¥3,200 → ¥3,300

228 376-9801 ﾃﾞｽｸｳｫｰﾙ透明(PET製) DESK WALL 廃番 ¥9,600 → 廃番 2022/6/20

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

096-2001 ｼｸﾞﾏⅡ型温湿度記録計 7210-00 価格 ¥65,500 → ¥75,000

096-2051 ｼｸﾞﾏﾐﾆｷｭｰﾌﾞ 7008-10 価格 ¥47,000 → ¥55,500

096-2151 7200-00 価格 ¥107,000 → ¥115,000

096-2153 7202-00 価格 ¥172,000 → ¥185,000

978-8831 7210-62 価格 ¥3,300 → ¥3,500

978-8833 7210-60 価格 ¥17,500 → ¥18,400

978-8841 7012-60 価格 ¥3,700 → ¥3,900

978-8843 7012-70 価格 ¥3,700 → ¥3,900

978-8851 7008-62 価格 ¥2,900 → ¥3,000

978-8911 温湿度計用ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾍﾟﾝ 紫 12本入 7238-02 価格 ¥19,800 → ¥20,800

978-8912 温湿度計用ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾍﾟﾝ 赤 12本入 7238-06 価格 ¥19,800 → ¥20,800

986-3701 7202-62 価格 ¥5,800 → ¥6,100

986-3703 7200-62 価格 ¥3,200 → ¥3,400

096-2261 ﾊｲｴｽﾄⅡ型精密級温湿度計7542-0 7542-00 価格 ¥15,000 → ¥17,000

096-2303 ｱｽﾏﾝ通風乾湿計 専用ｽﾀﾝﾄﾞ 7450-30 価格 ¥19,500 → ¥20,500

356-9001 ｱｽﾏﾝ式通風乾湿計(ｱﾙｺｰﾙ温度計仕様) 7450-20 価格 ¥95,000 → ¥99,800

396-7001 ﾊｲｴｽﾄI型湿度計7540-00 7540-00 価格 ¥14,000 → ¥16,000

276-6501 PC-5400TRH 価格 ¥7,000 → ¥7,400

336-4701 PC-7980GTI 価格 ¥3,800 → ¥4,000

376-1051 快適ﾅﾋﾞﾌﾟﾗｽ PC-5500TRH 価格 ¥8,500 → ¥9,000

396-6901 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計G-1 73045 価格 ¥5,500 → ¥5,800 2022/7/1～ 2022/6/20

226-8231 ﾒﾛﾃﾞｨｰ温湿度計 1412-00 価格 ¥2,600 → ¥3,400

246-9851 ﾎﾜｲﾃｨ温湿度計 1022-00 価格 ¥2,800 → ¥2,900

396-6701 ｽｰﾊﾟｰEX高品質温･湿度計 EX-2717 価格 ¥2,800 → ¥2,500 2022/6/20

241 206-8351 乾湿計 SK式1号 1519-00 価格 ¥1,750 → ¥1,840 2022/4/1～ 2022/3/10

2022/4/1～

2022/1/17
2022/4/1～

2022/4/1～ 2022/3/10

238

温湿度計用記録紙

ｼｸﾞﾏⅡ 型隔測温度記録計

隔測温度計用記録用紙

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温湿度計

227

2022/6/20

2022/3/10

226

239

240

237
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

336-4501 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温湿度計 SK-120TRH 価格 ¥26,800 → ¥28,100

336-4651 最高最低無線温湿度計 SK-300R 価格 ¥10,000 → ¥10,500

336-7401 最高最低無線温湿度計子機 SK-300R-01 価格 ¥5,500 → ¥5,800

376-1251 防滴型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度計 PC-9215Ⅱ 価格 ¥3,300 → ¥3,500

976-9901 ﾐﾆﾏｯｸｽ Ⅰ型 7308-00 価格 ¥5,800 → ¥6,100

976-9903 ﾐﾆﾏｯｸｽ Ⅱ型 7310-00 価格 ¥4,500 → ¥4,700

977-0201 板付温度計 -30～50℃ 1510-00 価格 ¥750 → ¥870

242 396-6851 使い切り温度ロガー「ログみ～る」 CTL-01PDF 価格 ¥3,800 → ¥4,180 2022/1/17

336-8201 USBマイクロステーションロガー H21-USB 価格 ¥33,000 → ¥35,000

306-8601 U30-NRCﾛｶﾞｰ 5ｾﾝｻｰ U30-NRC-05-S100 廃番 ¥63,900 → 10ｾﾝｻに統一:406-0451

406-0451 U30-NRCﾛｶﾞｰ 10ｾﾝｻｰ U30-NRC-000-10-S100 後継品 ¥75,000 →

276-7051 温湿度センサー S-THB-M008 廃番 ¥31,900 → 後継：406-0501

406-0501 温湿度センサー S-THC-M008 後継品 ¥31,900 → 新発売

276-6651 風速スマートセンサー S-WSB-M003 価格 ¥42,200 → ¥45,500

296-5001 風向スマートセンサー S-WDA-M003 価格 ¥57,700 → ¥62,800

336-9101 風向・風速センサーセット S-WSET-B 価格 ¥94,800 → ¥101,600

276-6751 クロスアーム（ハーフ） M-CAB 価格 ¥10,300 → ¥11,300

296-4951 フルクロスアーム M-CAA 価格 ¥13,400 → ¥14,400

276-6901 ブラケット M-LBB 価格 ¥6,200 → ¥7,300

336-9151 ソーラーラジエーションシールド RS3-B 価格 ¥13,400 → ¥14,300

276-7101 雨量スマートセンサー S-RGB-M002 価格 ¥60,800 → ¥65,200

276-7201 電流アダプタ S-CIA-CM14 価格 ¥12,400 → ¥14,600

276-7251 電圧アダプタ S-VIA-CM14 価格 ¥10,800 → ¥13,400

276-7301 120Hzパルスアダプタ S-UCC-M006 価格 ¥11,300 → ¥13,900

276-7351 2Hzパルスアダプタ S-UCD-M006 価格 ¥11,300 → ¥13,900

276-7501 土壌水分スマートセンサ　5ｃｍプローブ S-SMC-M005 価格 ¥20,600 → ¥24,300

296-4901 土壌水分スマートセンサ　10ｃｍプローブ S-SMD-M005 価格 ¥20,600 → ¥24,300

276-7551 気圧スマートセンサ S-BPB-CM50 価格 ¥46,400 → ¥38,900

306-8651 気圧センサー用　取付箱 M-CDY 価格 ¥12,400 → ¥13,300

286-5901 警報付ﾃﾞｼﾞﾀﾙ風速計 OT-920 価格 ¥240,000 → ¥260,000

286-5903 警報付ﾃﾞｼﾞﾀﾙ風速計 OT-820 価格 ¥200,000 → ¥220,000

245・251 326-6101 大型表示器 OT-975BD 価格 ¥750,000 → ¥840,000

245・251・252 346-0401 設置プレート OT-SE54 価格 ¥16,000 → ¥18,000

245・251・251 286-5653 設置プレート OT-SE84 価格 ¥9,000 → ¥12,000

246 206-0121 風速計ﾐﾆ PC-51D 価格 ¥19,800 → ¥20,800 2022/4/1～ 2022/3/10

2022/3/102022/4/1～

2022/6/20

2022/6/1～

241

243

245
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

246 326-6001 デジタル風速/風量計 WS-05 価格 ¥44,000 → ¥50,000 2022/1/1～ 2022/1/17

247 336-4601 ﾍﾞｰﾝ式風速計 SK-93F-Ⅱ 価格 ¥38,000 → ¥39,900 2022/3/10

356-9251 ﾜｲﾔﾚｽ風速･温度計 AF101+AF201 価格 ¥98,000 → ¥108,000

376-0951 風速計AF101用伸縮延長棒 AX102 価格 ¥22,000 → ¥24,000

366-1151 モーターサイレン BSC-100 価格 ¥65,000 → ¥75,000 2022/6/1～

336-7553 雨量データロガー OT-520 品名 雨量ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ → 雨量・水位ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ

336-7553 雨量データロガー OT-520 製品ｺｰﾄﾞ OT-520 → OT-520W

336-7553 雨量・水位データロガー OT-520W 価格 ¥200,000 ¥220,000 2022/6/1～

376-1451 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ TM-100S 価格 ¥2,000 → ¥2,100

376-1453 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ TM-105S 価格 ¥2,300 → ¥2,400

260 096-3251 ﾊﾞﾛﾒｯｸｽ気圧･温度計 7612-00 価格 ¥28,200 → ¥29,800

096-5001 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ ｾｯﾄ  LS-301 価格 ¥62,000 → ¥70,000

096-5187 ホーローバット36×27cm LS-371B 価格 ¥2,700 → ¥3,100 2022/6/1～

977-3401 骨材桝　2リットル LC-566A 価格 ¥11,500 → ¥13,000

977-3403 骨材桝　10リットル LC-566B 価格 ¥18,000 → ¥23,000

977-3405 骨材桝　30リットル LC-566C 価格 ¥33,000 → ¥44,000

265 356-4601 ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞﾌﾟｰﾗｰ LS-438N 価格 ¥310,000 → ¥340,000

226-2451 LS-506 価格 ¥133,000 → ¥141,000

226-2452 LS-506 製品ｺｰﾄﾞ LS-506 → TS110

977-1801 DM-1 価格 ¥8,200 → ¥8,400

977-1805 DM-5 価格 ¥9,200 → ¥9,400

977-1701 標準土色帖 HD-1 価格 ¥24,000 → ¥25,000 2022/4/1～ 2022/3/10

256-5801 LS-459 価格 ¥830,000 → ¥910,000

256-5803 LS-455 価格 ¥1,100,000 → ¥1,200,000

226-0401 アスファルト現場透水試験器 LA-206 価格 ¥230,000 → ¥250,000

256-5851 ｽｸﾘｭｰｼﾞｬｯｷ式 一軸圧縮試験機 LS-447 価格 ¥660,000 → ¥750,000

396-1851 ﾜｲﾔﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ温湿度ｾﾝｻ BlueRock2 価格 ¥28,000 → ¥30,000

396-1857 SmartRock2-0.4 価格 ¥20,000 → ¥22,000

396-1859 SmartRock2-3 価格 ¥21,000 → ¥24,000

396-1853 SmartRock3-0.3 価格 ¥28,000 → ¥30,000

396-1855 SmartRock3-3 価格 ¥29,000 → ¥32,000

096-2391 ｱｽﾌｧﾙﾄ用温度計 φ80mm  黒 AT-80 価格 ¥5,200 → ¥6,000

096-2392 ｱｽﾌｧﾙﾄ用温度計 φ80mm 白 AT-80W 価格 ¥5,200 → ¥6,000

096-2393 ｱｽﾌｧﾙﾄ温度計 φ100mm 黒 AT-100 価格 ¥10,000 → ¥11,000

256-6651 ｱｽﾌｧﾙﾄ温度計φ100mm 白 AT-100W 価格 ¥10,000 → ¥11,000

2022/4/1～ 2022/3/10

2022/6/1～
2022/6/20

2022/1/1～

2022/6/202022/06/1～

2022/3/102022/4/1～

2022/4/1～

2022/6/20

259

251

248

263

264

266

267

269

270

271

ﾜｲﾔﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ温度ｾﾝｻ

ﾏｯﾄﾞﾊﾞﾗﾝｽ (泥水比重計)

土壌酸度測定器   

SJ式現場CBR試験器   
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

096-2395 ｱｽﾌｧﾙﾄ温度計 φ150mm 黒 AT-150 価格 ¥12,000 → ¥13,000

256-6653 ｱｽﾌｧﾙﾄ温度計φ150mm 白 AT-150W 価格 ¥12,000 → ¥13,000

316-9151 4ch温度ﾛｶﾞｰ SK-L400T 価格 ¥38,000 → ¥39,900

336-7101 ｺﾝｸﾘｰﾄ養生温度計ｾｯﾄ 　－ 価格 ¥102,100 → ¥106,700

336-7151 屋外設置用防水ｹｰｽ 8191-92 価格 ¥23,000 → ¥24,200

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

386-0251 ﾌﾟﾚﾊﾟｸﾄﾌﾛｰｺﾝ(組立式)ｹｰｽ付き KC-255-B 価格 ¥66,000 → ¥68,000 2022/8/1～

096-5401 ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ LC-533 価格 ¥800,000 → ¥910,000 2022/6/1～

346-3001 道路橋床版水分計 HI-100 価格 ¥178,000 → ¥198,000

206-3851 生コン水分計　本体 HI-300J 価格 ¥548,000 → ¥568,000

346-3051 生コン水分計　プリンター VZ-390 価格 ¥100,000 → ¥80,000 2022/6/20

246-5901 LC-683B 価格 ¥42,000 → ¥46,000

246-5903 LC-683A 価格 ¥38,000 → ¥42,000

977-3301 LC-622G 価格 ¥28,000 → ¥30,000

326-9501 LC-622H 価格 ¥29,000 → ¥30,000

236-6551 HITONE50 価格 ¥18,000 → ¥21,000

236-6553 HITONE100 価格 ¥20,000 → ¥25,000

246-0151 ﾋｯﾄﾜﾝ 開口治具 Hit One#100 OPNER   価格 ¥1,000 → ¥1,500

336-9051 ダイヤモンドコアドリル SPJ-123C 価格 ¥140,000 → ¥147,000

336-9001 40 価格 ¥16,000 → ¥17,600

336-9003 52 価格 ¥17,000 → ¥18,700

336-9005 65 価格 ¥20,000 → ¥20,900

336-9007 75 価格 ¥23,000 → ¥25,300

336-9009 100 価格 ¥29,000 → ¥31,900

336-9011 110 価格 ¥32,000 → ¥35,200

336-9013 120 価格 ¥36,000 → ¥39,600

396-4401 3267 製品コード 3267 → 03266

396-4411 3267PH-0.04 製品コード 3267PH-0.04 → 03349

206-1791 カンタブ　低濃度 LC-564A 価格 ¥10,900 → ¥11,600

206-1793 カンタブ　標準 LC-564B 価格 ¥10,900 → ¥11,600

096-5421 ﾜｼﾝﾄﾝ型ｴｱﾒｰﾀｰ ﾌﾞﾙﾄﾝ管ｹﾞｰｼﾞ LC-615A 価格 ¥117,000 → ¥123,000

096-5423 ﾜｼﾝﾄﾝ型ｴｱﾒｰﾀｰ ﾍﾞﾛｰｽﾞ式 LC-615B 価格 ¥135,000 → ¥141,000

396-4051 軽量ｽﾗﾝﾌﾟ試験器ｾｯﾄ KC-394 価格 ¥87,000 → ¥90,000 2022/8/1～ 2022/6/20

2022/4/1～

2022/4/1～ 2022/3/10

2022/6/20

2022/3/10

2022/6/20

2022/3/10

274

2022/4/1～

2022/1/17

2022/3/31

2022/1/17

フェノールフタレイン溶液

アンボンドキャッピング 誤記

EPﾓｰﾙﾄﾞ 2022/2/1～

2022/1/1～

273

275

276

ﾋｯﾄﾜﾝ軽量型枠     

2022/4/1～

誤記

271

272

コアビットスタンダードワン

- 34/37 -



★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

396-4069 軽量ｽﾗﾝﾌﾟ試験器 ﾛﾝｸﾞ定規付検尺 KC-394-5 価格 ¥19,600 → ¥23,000 2022/8/1～

356-3301 ｽﾗﾝﾌﾟﾚﾍﾞﾙ台600x600台板用(固定式) LC-612C 価格 ¥64,000 → ¥68,000

236-7041 ｽﾗﾝﾌﾟﾚﾍﾞﾙ台 600x600台板用 LC-612A 価格 ¥60,000 → ¥80,000

236-7043 ｽﾗﾝﾌﾟﾚﾍﾞﾙ台 800x800台板用 LC-612B 価格 ¥70,000 → ¥100,000

336-4255 YMM-SK 20X 価格 ¥39,500 → ¥47,000

336-4253 YMM-SK 50X 価格 ¥39,500 → ¥47,000

336-4251 YMM-SK 100X 価格 ¥43,500 → ¥49,500

356-1901 ﾊﾘｰｹﾞｰｼﾞBOX ｸﾗｯｸﾓﾃﾞﾙ 01179 価格 ¥1,600 → ¥1,770 2022/4/21～

977-3801 NS 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

977-3803 NS-2 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

977-3804 NS-Ⅲ 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

977-3901 NSR 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

977-3902 NSR-2 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

977-3903 S-NSR 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

977-3904 NSR-Ⅲ 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

977-4101 GS 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

977-4103 GSR 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

977-4201 GSR 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

977-4202 GSR-2 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

977-4203 S-GSR 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

206-1297 CA-Ⅲ 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

206-1291 CA-2 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

206-1295 S-CA 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

206-1293 CA 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

206-1292 LA 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

206-1307 RA-Ⅲ 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

206-1301 RA-2 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

206-1305 S-RA 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

206-1303 RA 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

206-1309 RL 仕切価格 仕切価格変更 → お問い合わせ下さい

366-0771 Live-Pe 価格 ¥7,000 → ¥6,000

366-0771 Live-Pe 仕様 20巻入 → 10巻入

366-0751 シュミットLive(本体のみ) Live 価格 ¥280,000 → ¥298,000

366-0761 シュミットLive(プリンター付) Live-Pr 価格 ¥298,000 → ¥340,000

2022/3/10

2022/6/20

2022/6/1～

2022/9/1～

279

278

コンクリートテストハンマー

コンクリートテストハンマー

2022/3/31

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。

プリンター用紙記録紙

ロックハンマー

アンビル(コンクリートテストハンマー用)

アンビル(ロックハンマー用)

2022/4/1～

276

277

2022/1/17誤記

ｼｮｯﾌﾟ計測顕微鏡                 
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

406-0401 シュミットハンマー用テストアンビル TA-FN 新規取り扱い ¥70,000 → 新規取り扱い シュミットLive検定用 2022/3/31

406-0403 テストアンビルTA-FN用　収納ケース TA-FBN 新規取り扱い ¥29,000 → 新規取り扱い

316-3153 R31PE3 価格 ¥57,200 → ¥59,300

316-3155 R31PE6 価格 ¥57,200 → ¥59,300

316-3151 R31PE15 価格 ¥57,200 → ¥59,300

316-3157 R31PE30 価格 ¥57,200 → ¥59,300

346-6301 単位水量測定用秤 TS-30K 廃番 ¥198,000 → 廃番 2022/6/20

276-8401 GM-12K 廃番 ¥68,000 → 後継：396-9701 2022/1/17

396-9701 GMⅡ-12K 後継品 ¥72,000 → 新発売 2022/3/10

276-8403 砂置換法用はかり GMW-12K 在庫限り ¥120,000 → 後継：406-1201 在庫限り終了

406-1201 砂置換法用はかり GMWⅡ-12K 後継品 ¥124,000 → 新発売

386-6601 0.3ACBP 価格 ¥230,000 → ¥240,000

386-6603 0.5ACBP 価格 ¥230,000 → ¥240,000

386-6605 1ACBP 価格 ¥230,000 → ¥240,000

386-6607 2ACBP 価格 ¥230,000 → ¥240,000

066-1371 ST-1 価格 ¥2,350 → ¥2,420

066-1373 ST-2 価格 ¥2,350 → ¥2,420

066-1375 ST-5 価格 ¥2,350 → ¥2,420

066-1377 ST-10 価格 ¥2,500 → ¥2,640

066-1379 ST-20 価格 ¥5,300 → ¥5,500

289 386-8901 ﾜｰﾄﾞﾗｲﾀ BL-80N 価格 ¥145,000 → ¥160,000 2022/7/1～

106-4501 ラピッドグラフ用インク　赤（3本入） S0215710 廃番 ¥550 → 廃番

106-4507 ラピッドグラフ用インク　青（3本入） S0215870 廃番 ¥550 → 廃番

106-4053 S0219030 廃番 ¥2,800 → 廃番

106-4059 S0219270 廃番 ¥2,500 → 廃番

106-4003 RT1903235 廃番 ¥3,700 → 廃番

106-4013 RT1903477 廃番 ¥3,000 → 廃番

346-9961 地籍図バインダー　新(A3版) TISEKIZU 価格 ¥28,000 → ¥29,000

406-0651 地籍図バインダーフォルダーのみ(10枚入)  A3サイズ 新規取り扱い ¥4,400 → 新規取り扱い

346-9951 地籍図バインダー　旧地籍図 TISEKIZUK 廃番 ¥41,000 → 廃番 2022/1/17

346-6601 ビニール・クリア表紙　A3判 PU-100　A3 価格 ¥7,200 → ¥8,000

346-6651 ビニール・クリア表紙　A4判 PU-100　A4 価格 ¥3,600 → ¥4,000

386-6801 PF-2 価格 ¥11,500 → ¥15,800

386-6803 PF-3 価格 ¥12,000 → ¥16,000

386-6805 PF-4 価格 ¥12,000 → ¥16,500

2022/6/20

2022/6/20

2022/5/21～

2022/6/1～

2022/3/10

卓上台ばかり ﾚﾝｼﾞｬｰ3000 2022/4/1～

279

282

280

2022/6/20

2022/4/1～
手ばかり

携帯型電子式吊秤(ﾊﾝﾃﾞｨｺｽﾓⅡ)

283

砂置換法用はかり

298

303

306

ラピッドグラフIPL　ﾆﾌﾞ

ラピッドグラフIPL　ﾍﾟﾝ

2&3ポケットファイル　5冊入
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.26正誤訂正・変更情報☆★
 

 2022年6月20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

386-6807 PF-5 価格 ¥12,400 → ¥16,700

386-6809 PF-6 価格 ¥12,750 → ¥17,000

386-6811 PF-7 価格 ¥13,500 → ¥17,800

386-6813 PF-8 価格 ¥14,250 → ¥19,500

386-6815 PF-10 価格 ¥16,150 → ¥21,500

2022/6/202022/6/1～306 2&3ポケットファイル　5冊入
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