
★☆ヒューマンサポートガイドVol.25正誤訂正・変更情報☆★
 

 2021年3月29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

8 041-1602/4 精密木製三脚 TW2-170L/T 質量 13kg → 6.5kg

29 031-1507 ワイドロッド200ｃｍ WRD-200 単位 10x1 → 5x1

976-2001 RB20S 価格 ¥12,800 → ¥13,500

976-2003 RB20S1 価格 ¥15,000 → ¥15,800

976-2005 RB20D 価格 ¥15,800 → ¥16,700

976-2007 RB20D1 価格 ¥18,000 → ¥18,900

206-1911 SST10-30 価格 ¥15,400 → ¥15,820

206-1913 SST10-50 価格 ¥19,200 → ¥19,720

216-7101 SGR12-30 価格 ¥5,400 → ¥5,550

216-7103 SGR12-50 価格 ¥8,200 → ¥8,420

216-7105 SGR12-100 価格 ¥16,600 → ¥17,050

266-7551 SGR12-120 価格 ¥23,000 → ¥23,620

216-4101 CT-10 価格 ¥6,100 → ¥7,200

216-4103 CT-15 価格 ¥6,750 → ¥8,000

216-4105 CT-20 価格 ¥7,400 → ¥8,700

216-4107 CT-30 価格 ¥8,900 → ¥10,500

226-6451 CT-10S 価格 ¥3,850 → ¥4,900

226-6453 CT-15S 価格 ¥4,500 → ¥5,700

226-6455 CT-20S 価格 ¥5,150 → ¥6,400

226-6457 CT-30S 価格 ¥6,650 → ¥8,200

216-4151 STT-10 価格 ¥8,850 → ¥11,200

216-4153 STT-15 価格 ¥10,300 → ¥12,700

216-4155 STT-20 価格 ¥11,700 → ¥14,200

216-4157 STT-30 価格 ¥15,000 → ¥18,000

226-6461 STT-10S 価格 ¥6,600 → ¥8,900

226-6463 STT-15S 価格 ¥8,050 → ¥10,400

226-6465 STT-20S 価格 ¥9,450 → ¥11,900

226-6467 STT-30S 価格 ¥12,750 → ¥15,700

63 948-5103 ﾛｰﾌﾟ巻取器 HSF-1N 仕様 ﾊﾟｲﾚﾝﾛｰﾌﾟ用 →ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ測量ﾛｰﾌﾟ用 誤記 2020/12/25

326-3101 UBZ-LP20B 廃番 在庫限り → 後継：386-8701 在庫限り

386-8701 UBZ-LS20Ｂ 後継品 オープン価格 → 新発売

326-3103 UBZ-LP20Y 廃番 在庫限り → 後継：386-8705 在庫限り

386-8705 UBZ-LS20Y 後継品 オープン価格 → 新発売

326-3105 UBZ-LP20RD 廃番 在庫限り → 後継：386-8703 在庫限り

386-8703 UBZ-LS20RD 後継品 オープン価格 → 新発売

326-3107 UBZ-LP20SL 廃番 在庫限り → 後継：386-8707 在庫限り

386-8707 UBZ-LS20SL 後継品 オープン価格 → 新発売

326-3101 UBZ-LP27RB 廃番 オープン価格 → 後継：386-9001

386-9001 UBZ-LS27RB 後継品 オープン価格 → 新発売

336-9601 UBZ-M31B 価格 ¥3,800 → オープン価格

336-9603 UBZ-M32B 価格 ¥3,800 → オープン価格

336-9605 UBZ-M33B 価格 ¥3,800 → オープン価格

236-1001 Demitoss UBZ-BH47FR 廃番 ¥35,800 → 廃番

69 346-1251 特定小電力ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ              ＳＲ45 ｺｰﾄﾞ番号 346-1251 → 366-4801 誤記 2021/2/16

2021/3/29

誤記

58

61

62

68

2020/12/25

2021/3/29

2021/6/1～

2021/4/1～

2021/4/1～

誤記

ﾛｰﾗｰﾎﾞｰｲ

ｽﾃﾝﾚｽｽﾋﾟｰﾄﾞﾃｸﾛﾝ

ｽﾋﾟｰﾄﾞﾀﾌﾐｯｸﾘｰﾙ

コメットタンクスケール

コメットタンクスケール交換ﾃｰﾌﾟ

ステンレスタンクスケール

ステンレスタンクスケール交換テープ

Demitoss mini
2020/12/25

Demitoss
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.25正誤訂正・変更情報☆★
 

 2021年3月29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

316-5301 タイピンマイク SSM-58CTA ｺｰﾄﾞ番号 316-5301 → 386-5001

206-5353 スピーカーマイク SSM-17H ｺｰﾄﾞ番号 206-5353 → 386-4951

72 386-5351 Bluetooth ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ               SSM-BT10 ｺｰﾄﾞ番号 386-5351 → 366-8301

75 386-3751 DJ-Mｼｽﾃﾑ連結ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ EDS-15 価格 ¥63,000 → ¥50,000

356-3401 携帯型デジタルトランシーバー TPZ-D510 廃番 オープン価格 → 廃番

356-3401 IC-DPR7 廃番 ¥57,800 → 後継：376-4001

376-4001 IC-DPR7S 後継品 ¥57,800 → 新発売

356-3401 IC-DPR7BT 廃番 ¥59,800 → 後継：376-4003

376-4003 IC-DPR7SBT 後継品 ¥59,800 → 新発売

076-2101 ﾏｰｷﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ　赤　６本入 SP-R 廃番 ¥7,920 → 後継：386-8451 在庫限り

386-8451 ﾏｰｷﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ　赤　１２本入 KSP-R 後継品 ¥15,840 → 新発売

076-2103 ﾏｰｷﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ　黒　６本入 SP-B 廃番 ¥7,920 → 後継：386-8453 在庫限り

386-8453 ﾏｰｷﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ　黒　１２本入 KSP-B 後継品 ¥15,840 → 新発売

076-2105 ﾏｰｷﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ　白　６本入 SP-W 廃番 ¥7,920 → 後継：386-8455 在庫限り

386-8455 ﾏｰｷﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ　白　１２本入 KSP-W 後継品 ¥15,840 → 新発売

076-2107 ﾏｰｷﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ　黄　６本入 SP-Y 廃番 ¥7,920 → 後継：386-8457 在庫限り

386-8457 ﾏｰｷﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ　黄　１２本入 KSP-Y 後継品 ¥15,840 → 新発売

076-2109 ﾏｰｷﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ　青　６本入 SP-A 廃番 ¥7,920 → 後継：386-8459 在庫限り

386-8459 ﾏｰｷﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ　青　１２本入 KSP-A 後継品 ¥15,840 → 新発売

206-1401 AK-25 価格 ¥50,000 → ¥53,200

206-1403 AK-30 価格 ¥52,000 → ¥57,800

206-1405 AK-35 価格 ¥57,000 → ¥64,100

206-1407 AK-40 価格 ¥59,000 → ¥67,500

206-1401 AK-25 価格 ¥53,200 → オープン価格

206-1403 AK-30 価格 ¥57,800 → オープン価格

206-1405 AK-35 価格 ¥64,100 → オープン価格

206-1407 AK-40 価格 ¥67,500 → オープン価格

88 206-9251 クイックメンダー　200ml Q200 価格 ¥1,680 → ¥1,850 2020/12/25

356-3101 SPF-1 廃番 ¥2,400 → 在庫限り

356-3103 SPF-2 廃番 ¥2,400 → 在庫限り

356-3105 SPF-3 廃番 ¥2,400 → 在庫限り

366-3753 ライトスピードニトロ1600 廃番 ¥68,000 → 廃番

316-1453 フュージョン10 廃番 ¥162,000 → 廃番

316-4853 フュージョン12EX 廃番 ¥190,000 → 廃番

326-2955 携帯レーザー距離計 COOLSHOT40I 廃番 ¥42,000 → 廃番

246-2701 デジタル測高計VERTEXⅣ(60°セット) VERTEXⅣ 廃番 ¥246,000 → 後継：376-4001

386-8303 デジタル測高計VERTEX 5(60°セット) VRTEX5-60°セット 後継品 ¥270,000 → 新発売

246-2703 デジタル測高計VERTEXⅣ(360°セット) VERTEXⅣ 廃番 ¥272,000 → 後継：376-6003

386-8301 デジタル測高計VERTEX 5(360°セット) VRTEX5-360°セット 後継品 ¥280,000 → 新発売

326-1253 37715 廃番 ¥15,300 → 後継：386-8601

386-8601 37586 後継品 ¥15,300 → 新発売

115-118 376-3051 ガーミンGPS GPSMAP66i 新発売 ¥89,800 → 新発売 取り扱い可能です。　お問い合わせ下さい。 2020/12/25

2021/3/29
ライトスピード(レーザー距離計)

後継機発売予定

2020/12/25

2020/12/25

2021/2/16

2021/2/16

2021/3/29

2021/2/16

2020/12/25

2021/2/16

2021/2/16

ｽﾎﾟｯﾄﾏｰｶｰ(ペンタイプ太字) 在庫無くなり次第終了

100

103

80

92

110 SILVAコンパス

表示杭

表示杭

デジタル登録局5w携帯型無線機

69・70

78

84

誤記
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.25正誤訂正・変更情報☆★
 

 2021年3月29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

116 306-4303 MAP64用ｵﾌﾟｼｮﾝｽﾘｯﾌﾟｹｰｽ 1152610 廃番 ¥3,800 → 廃番 在庫無くなり次第 2021/3/29

118 376-3151 ﾏｯﾌﾟｿｰｽTOPO10M PlusV5 microSD版 (TOPO10M PlusV5) 仕様 (PlusV4) → (PlusV5) 2020/12/25

376-5051 ﾌﾙﾗｲﾝﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞｰ              ＤＳＬ-901ＲＧ 価格 ¥185,000 → ¥165,000 誤記 2021/2/16

386-8551 ﾌﾙﾗｲﾝﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞｰ ｾｯﾄ品 DSL-901RGRSA 新発売 ¥185,000 → ¥185,000 本体+受光器+三脚 2021/2/16

346-8401 REAL GEEENレーザー DSL-92RG 廃番 ¥282,000 → 後継：386-8851 本体のみ

386-8851 REAL GEEENレーザー DSL-93RG 後継品 ¥210,000 → 新発売 本体のみ

386-8853 REAL GEEENレーザー　セット品 DSL-93RGSA 新発売 ¥230,000 → ¥230,000 本体+受光器+三脚

206-0925 WB-60 価格 ¥396,000 → ¥436,000

206-0927 WB-40 価格 ¥291,500 → ¥321,000

346-9201 PS-611CN-V 価格 ¥56,500 → ¥57,500 2021/2/16

386-6461 PS-610C-V 価格 ¥46,500 → ¥47,500 2021/2/16

306-3353 NL-62 廃番 ¥550,000 → 後継：386-7953

386-7953 NL-62A 後継品 ¥550,000 → 新発売

306-3351 NL-62K 廃番 ¥578,000 → 後継：386-7951

386-7951 NL-62AK 後継品 ¥578,000 → 新発売

286-2951 NL-52 廃番 ¥250,000 → 後継：386-8003

386-8003 NL-52A 後継品 ¥250,000 → 新発売

286-2961 NL-52K 廃番 ¥278,000 → 後継：386-8001

386-8001 NL-52AK 後継品 ¥278,000 → 新発売

286-2901 NL-42 廃番 ¥170,000 → 後継：386-8053

386-8053 NL-42A 後継品 ¥170,000 → 新発売

286-2911 NL-42K 廃番 ¥186,000 → 後継：386-8051

386-8051 NL-42AK 後継品 ¥186,000 → 新発売

286-2921 NL-42EX 廃番 ¥220,000 → 後継：386-8401

386-8401 NL-42AEX 後継品 ¥220,000 → 新発売

286-2931 NL-42EXK 廃番 ¥236,000 → 後継：386-8403

386-8403 NL-42AEXK 後継品 ¥236,000 → 新発売

167 326-5701 金属探知機 AF-350 廃番 オープン → 廃番

246-1401 RST-1500 価格 ¥19,300 → ¥20,600

246-1403 RST-1200 価格 ¥17,500 → ¥19,000

336-3251 RSS-1500-14 価格 ¥17,600 → ¥19,000

256-4055 AIR3000B 廃番 ¥7,400 → 後継：386-7751

386-7751 AIR4011B 後継品 ¥7,500 → 新発売

296-3551 AIR3000W 廃番 ¥7,400 → 後継：386-7753

386-7753 AIR4011W 後継品 ¥7,000 → 新発売

206-3757 ホームミラー（カーブミラー）専用ポール POLE 廃番 ¥10,000 → 廃番

206-6701 吹き流し φ300×2m              FKN-300 商品画像 FKN-300 → FKN-500

206-6703 吹き流し φ500×2m              FKN-500 商品画像 FKN-500 → FKN-300

376-9951 CHIT-W900 価格 ¥9,800 → ¥11,200

376-9953 CHIT-W600 価格 ¥6,800 → ¥8,200

2021/3/29

2021/3/29

2021/3/29

2021/5/1～ロープ杭

ﾜｰｸﾎﾞｰﾄ

2021/2/21～

2020/12/25

2021/2/16

2020/12/25

2021/2/16

199

普通騒音計（検定無）NX-42EX付   

普通騒音計（検定付）NX-42EX付   

安全靴

精密騒音計（検定付）

精密騒音計（検定付）

普通騒音計（検定無）

131

画像が逆になっています。

146

190

204

精密騒音計（検定無）

159

150 ポータブル魚探 2021/3/1～

普通騒音計（検定付）

精密騒音計（検定無）

アクリルパネル227
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.25正誤訂正・変更情報☆★
 

 2021年3月29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

296-3701 RTR-501 廃番 ¥14,800 → 後継：386-7801

386-7801 RTR-501B 後継品 ¥14,800 → 新発売

296-3703 RTR-502 廃番 ¥16,800 → 後継：386-7803

386-7803 RTR-502B 後継品 ¥16,800 → 新発売

296-3705 RTR-503 廃番 ¥24,800 → 後継：386-7805

386-7805 RTR-503B 後継品 ¥24,800 → 新発売

296-3801 RTR-500C 廃番 ¥27,000 → 後継：386-7851

386-7851 RTR-500BC 後継品 ¥27,000 → 新発売

237 356-9051 デジタル最高最低温度計 DIGIMⅣ 価格 ¥2,200 → ¥2,000

238 226-8221 壁掛温湿度計　ハーモニー　φ１５０ｍｍ 1410-00 廃番 ¥2,000 → 廃番

240 306-8501 無線温湿度ﾓﾆﾀｰ                  HI-01RF 廃番 ¥11,000 → 廃番

336-5051 携帯用風速計 OT-1004 価格 ¥48,000 → ¥50,000 2021/3/1～

336-5201 携帯用風速計用三脚 OT-1004S 廃番 ¥10,000 → 単品販売中止

249 326-4201 雨量計記録紙 CR-3-0.5 価格 ¥2,700 → ¥4,000 2021/6/1～ 2021/3/29

296-5551 UC-200V 価格 ¥390,000 → ¥410,000

296-5553 UC-300V 価格 ¥398,000 → ¥420,000

096-5151 平板載荷試験機　２支点式50t LS-495 価格 ¥245,000 → ¥265,000 2021/1/1～

266-4401 沈下板測定器 LS-498 価格 ¥26,000 → ¥28,000

386-4601 PCｸﾞﾗｳﾄ流下試験機J14漏斗 LC-552A 価格 ¥140,000 → ¥155,000

386-4603 PCｸﾞﾗｳﾄ流下試験機JA漏斗 LC-552B 価格 ¥140,000 → ¥155,000

386-4605 PCｸﾞﾗｳﾄ流下試験機JP漏斗 LC-552C 価格 ¥140,000 → ¥165,000

316-3153 R31PE3 価格 ¥56,000 → ¥57,200

316-3155 R31PE6 価格 ¥56,000 → ¥57,200

316-3151 R31PE15 価格 ¥56,000 → ¥57,200

316-3157 R31PE30 価格 ¥56,000 → ¥57,200

101-2122 LTR-A0 廃番 ¥300,000 → 後継：101-2125

101-2125 SKR-A0 後継品 ¥330,000 → 新発売

206-2181 BL-80 廃番 ¥86,000 → 後継：386-8901

206-2183 BL-120 廃番 ¥150,000 → 後継：386-8901

386-8901 BL-80N 後継品 ¥145,000 → 新発売 BL-80とBL-120の後継品です。

292 246-8901 タクト三角定規 12SG 廃番 ¥350 → 廃番

296 106-4541 ＩＳＯ用インク　赤　２３ｍｌ S0216040 廃番 ¥650 → 廃番

303 106-6229 図面筒 ＫＦ－１５９０ 廃番 ¥2,700 → 製造中止 在庫限り（在庫希少） 2021/2/16

288

2021/3/29

2021/3/29ワードライタ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ電子台ばかり

2021/4/1～

2021/4/1～

LED透写台287

233

おんどとりJr. wireless          

ﾜｲﾔﾚｽﾍﾞｰｽｽﾃｰｼｮﾝ/中継機     

270

2020/12/25

2021/2/16

2020/12/25

2021/2/16

2020/12/25

278

254 デジタル流速計 2021/1/1～

267

242
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