
★☆ヒューマンサポートガイドVol.25正誤訂正・変更情報☆★
 

 2021年9月28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 誤記 2020/12/25

15 021-4031 TSミニプリズム TSP-0 チルト機構 ±30°以上 → ±３０°以内 誤記 2021/6/29

021-4101 RS10NK 価格 ¥5,000 → ¥5,200

021-4103 RS15NK 価格 ¥5,000 → ¥5,200

021-4105 RS20NK 価格 ¥5,000 → ¥5,200

021-4107 RS30NK 価格 ¥5,000 → ¥5,200

021-4109 RS50NK 価格 ¥5,000 → ¥5,200

021-4111 RS70NK 価格 ¥5,000 → ¥5,200

021-4113 RS90NK 価格 ¥5,000 → ¥5,200

226-2901 E1.5 価格 ¥50,000 → ¥51,000

256-8001 F1.5 価格 ¥46,000 → ¥51,000

226-6861 AＰZ-1 価格 ¥34,000 → ¥33,000

256-7751 APZ-2 価格 ¥39,000 → ¥37,000

26 976-9201 キャリーボックス CB-A 廃番 ¥41,000 → 在庫限りで廃番 在庫限り 2021/8/11

29 031-1507 ワイドロッド200ｃｍ WRD-200 単位 10x1 → 5x1 誤記 2020/12/25

036-2501 SYR-02P 定価 ¥3,140 → ¥3,250

036-2503 SYR-03P 定価 ¥3,560 → ¥3,700

036-2505 SYR-05P 定価 ¥4,980 → ¥5,200

036-2507 SYR-10P 定価 ¥9,260 → ¥9,600

036-2519 SYR-05K 定価 ¥4,980 → ¥5,200

036-2511 SYR-10K 定価 ¥9,260 → ¥9,600

036-2513 SYR-20K 定価 ¥23,500 → ¥24,500

036-2515 SYR-30K 定価 ¥31,330 → ¥32,500

036-2517 SYR-50K 定価 ¥54,130 → ¥56,000

036-2571 SYR-05EK 定価 ¥9,260 → ¥9,600

036-2573 SYR-10EK 定価 ¥16,380 → ¥17,000

036-2575 SYR-20EK 定価 ¥31,330 → ¥32,500

036-2577 SYR-30EK 定価 ¥44,860 → ¥46,500

036-2579 SYR-50EK 定価 ¥74,060 → ¥77,000

036-2537 SYR-05WK 定価 ¥11,540 → ¥12,000

036-2531 SYR-10WK 定価 ¥19,940 → ¥20,500

036-2533 SYR-20WK 定価 ¥35,610 → ¥37,000

036-2535 SYR-30WK 定価 ¥51,280 → ¥53,000

036-2539 SYR-50WK 定価 ¥81,190 → ¥84,500

036-2551 SYR-10TK 定価 ¥22,800 → ¥23,500

036-2553 SYR-20TK 定価 ¥39,880 → ¥41,500

036-2555 SYR-30TK 定価 ¥61,240 → ¥63,500

036-2557 SYR-50TK 定価 ¥92,580 → ¥96,000

206-0961 KM06-SST 定価 ¥7,130 → ¥7,400

206-0963 KM06-MST 定価 ¥7,130 → ¥7,400

206-0965 KM06-NST 定価 ¥9,980 → ¥10,500

206-0967 KM06-LST 定価 ¥9,980 → ¥10,500

206-0971 KM10-SST 定価 ¥8,120 → ¥8,400

206-0973 KM10-MST 定価 ¥8,120 → ¥8,400

206-0975 KM10-NST 定価 ¥9,980 → ¥11,500
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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9月28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

206-0977 KM10-LST 定価 ¥9,980 → ¥11,500

206-0981 KM12-SST 定価 ¥8,550 → ¥8,900

206-0983 KM12-MST 定価 ¥8,550 → ¥8,900

206-0985 KM12-NST 定価 ¥11,400 → ¥12,000

206-0987 KM12-LST 定価 ¥11,400 → ¥12,000

206-0991 KM15-SST 定価 ¥9,980 → ¥10,500

206-0993 KM15-MST 定価 ¥9,980 → ¥10,500

206-0995 KM15-NST 定価 ¥12,820 → ¥13,500

206-0997 KM15-LST 定価 ¥12,820 → ¥13,500

071-1503 T-11 廃番 ¥7,200 → 廃番

071-1507 T-11S 廃番 ¥7,200 → 在庫限り 在庫僅少

071-1519 T-15 廃番 ¥7,200 → 廃番

356-2351 ゲルチョーク　白(10本入) DX-CBGC6-BUW10 製品コード DX-CBGC6-BUW10 → DX-GCC6-W10

356-2353 ゲルチョーク　赤(10本入) DX-CBGC6-BUR10 製品コード DX-CBGC6-BUR10 → DX-GCC6-R10

356-2355 ゲルチョーク　黄(10本入) DX-CBGC6-BUY10 製品コード DX-CBGC6-BUY10 → DX-GCC6-Y10

326-1501 ゲルチョーク　白(3本入) DX-CBGC6-BUW 製品コード DX-CBGC6-BUW10 → DX-GCC6-W

326-1503 ゲルチョーク　赤(3本入) DX-CBGC6-BUR 製品コード DX-CBGC6-BUR → DX-GCC6-R

326-1505 ゲルチョーク　黄(3本入) DX-CBGC6-BUY 製品コード DX-CBGC6-BUY → DX-GCC6-Y

326-1551 ゲルチョーク　替芯　白(10本入) DX-CBGCS6-BUW 製品コード DX-CBGCS6-BUW → DX-GCRF6-W

326-1553 ゲルチョーク　替芯　赤(10本入) DX-CBGCS6-BUR 製品コード DX-CBGCS6-BUR → DX-GCRF6-R

326-1555 ゲルチョーク　替芯　黄(10本入) DX-CBGCS6-BUY 製品コード DX-CBGCS6-BUY → DX-GCRF6-Y

51 206-0261 下水管検査ミラー1型 1m2本継 M-1 廃番 M-1 → 廃番

326-3803 ｽﾈｰｸｽｺｰﾌﾟｵﾌﾟｼｮﾝ交換用ｶﾒﾗｹｰﾌﾞﾙ SS-V45 廃番 ¥23,500 → 廃番

326-3853 ｽﾈｰｸｽｺｰﾌﾟｵﾌﾟｼｮﾝ　5ｍｹｰﾌﾞﾙ SSVC-4505 廃番 ¥39,800 → 廃番

326-3901 ｽﾈｰｸｽｺｰﾌﾟｵﾌﾟｼｮﾝ SS-D9 廃番 ¥22,300 → 廃番

336-3701 ビデオフレックスG3 ウルトラM10 廃番 ¥86,000 → 後継：396-5101

396-5101 ビデオフレックスG4 ウルトラM10 後継品 ¥86,000 → 新発売

336-3651 ビデオフレックスG3 ウルトラスリム 廃番 ¥80,000 → 後継：396-5103

396-5103 ビデオフレックスG4 ウルトラスリム 後継品 ¥80,000 → 新発売

56 376-7901 ｽﾏﾎで使えるｽﾈｲｸｶﾒﾗ LT-01 生産中止 ¥7,500 → 廃番予定 在庫限り 2021/5/31

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

286-1651 シムロンL　はや巻　30m YSL3-30 価格 ¥6,090 → ¥6,300

286-1653 シムロンL　はや巻　50m YSL3-50 価格 ¥9,200 → ¥9,500

226-6521 シムロンL　交換テープ　30ｍ用 YSM-30R 価格 ¥4,020 → ¥4,150

226-6523 シムロンL　交換テープ　50ｍ用 YSM-50R 価格 ¥6,220 → ¥6,500

206-0051 エンジニヤスーパーワイド　30ｍ HSW-30 価格 ¥16,330 → ¥17,000

206-0053 エンジニヤスーパーワイド　50ｍ HSW-50 価格 ¥21,160 → ¥22,000

206-0055 エンジニヤスーパーワイド　100ｍ ESW-100 廃番 ¥54,430 → 後継：396-2351

396-2351 エンジニヤスーパーワイド　はや巻　100ｍ HSW3-100 後継品 ¥56,500 → 新発売

226-6501 エンジニヤスーパーワイド　交換テープ　30ｍ用 HSW-30R 価格 ¥10,510 → ¥11,000

226-6503 エンジニヤスーパーワイド　交換テープ　50ｍ用 HSW-50R 価格 ¥14,600 → ¥15,000

226-6505 エンジニヤスーパーワイド　交換テープ　100ｍ用 ESW-100R 価格 ¥31,550 → ¥32,500

2021/9/28
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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9月28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

266-7613 エンジニヤスーパーはや巻　30ｍ HSP3-30 価格 ¥13,370 → ¥14,000

266-7611 エンジニヤスーパーはや巻　50ｍ HSP3-50 価格 ¥17,690 → ¥18,500

266-7603 エンジニヤスーパーはや巻　交換テープ　30ｍ用 HSP3-30R 価格 ¥8,290 → ¥8,600

266-7601 エンジニヤスーパーはや巻　交換テープ　50ｍ用 HSP3-50R 価格 ¥12,000 → ¥12,500

066-1211 シムロンL　20ｍ YSL-20 価格 ¥4,270 → ¥4,450

066-1213 シムロンL　30ｍ YSL-30 価格 ¥6,090 → ¥6,300

066-1215 シムロンL　50ｍ YSL-50 価格 ¥9,200 → ¥9,500

226-6520 シムロンL　交換テープ　20ｍ用 YSM-20R 価格 ¥2,720 → ¥2,800

066-1151 エンジニヤクロス　30ｍ HCS-30 価格 ¥12,570 → ¥13,000

066-1153 エンジニヤクロス　50ｍ HCS-50 価格 ¥17,870 → ¥18,500

256-2103 エンジニヤクロス　交換テープ　30ｍ用 ENW-30RT 価格 ¥8,030 → ¥8,300

256-2101 エンジニヤクロス　交換テープ　50ｍ用 ENW-50RT 価格 ¥12,570 → ¥13,000

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

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

346-6751 EKA193 廃番 ¥8,200 → 後継:396-1701

396-1701 EKA200 後継品 ¥4,400 → 新発売

376-2851 GUG1955 定価 ¥2,800 → ¥2,950

376-2855 GUG2555 定価 ¥3,400 → ¥3,600

386-6351 GUG2555M 定価 ¥3,650 → ¥3,850

376-2853 GUG2555H 定価 ¥4,000 → ¥4,200

316-5757 GDK2575 定価 ¥4,500 → ¥4,750

316-5759 GDK25100 定価 ¥5,000 → ¥5,250

316-6101 インタービジョン16 IN1635 定価 ¥2,550 → ¥2,700

376-2901 コンポケR・マルチ MHRML 定価 ¥2,000 → ¥2,100

2021/10/01～ 2021/9/28

2021/9/1～ 2021/8/11

61

ロープ巻取器(測量ロープ用) 

64

極匠GOM裏技

極匠GOM

63
2021/6/29

2021/4/1～

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

2021/3/29

ステンレスタンクスケール交換テープ

62

- 3/13 -



★☆ヒューマンサポートガイドVol.25正誤訂正・変更情報☆★
 

 2021年9月28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

316-5801 MGN1955 定価 ¥4,500 → ¥4,750

316-5803 MGN1955S 定価 ¥4,500 → ¥4,750

316-5805 MGN2555 定価 ¥5,000 → ¥5,250

316-5807 MGN2555S 定価 ¥5,000 → ¥5,250

326-7251 gc1b 定価 ¥780 → ¥820

326-7253 ｇｃ1ｗ 定価 ¥780 → ¥820

326-7255 ｇｃ1ｇ 定価 ¥780 → ¥820

326-7257 ｇｃ1ｐ 定価 ¥780 → ¥820

326-7301 ｇｓ1ｂ 定価 ¥780 → ¥820

326-7303 ｇｓ1ｗ 定価 ¥780 → ¥820

326-7305 ｇｓ1ｇ 定価 ¥780 → ¥820

326-7307 ｇｓ1ｐ 定価 ¥780 → ¥820

326-7351 SS1ｂ 定価 ¥1,000 → ¥1,050

326-7353 SS1ｗ 定価 ¥1,000 → ¥1,050

326-7355 SS1ｇ 定価 ¥1,000 → ¥1,050

326-7357 SS1ｐ 定価 ¥1,000 → ¥1,050

246-2301 Gロック　19mm幅5.5ｍ　ロック付 GL19-55BL 価格 ¥2,810 → ¥2,900

246-2303 Gロック　25mm幅5.5ｍ　ロック付 GL25-55BL 価格 ¥3,320 → ¥3,450

246-2305 Gロック　25mm幅7.5ｍ　ロック付 GL25-75BL 価格 ¥4,440 → ¥4,600

246-2307 Gロック　25mm幅10ｍ　ロック付 GL25100BL 価格 ¥5,010 → ¥5,200

246-2351 Gステンロック　19mm幅5.5ｍ　ロック付 GSL19-55BL 価格 ¥4,800 → ¥5,000

246-2353 Gステンロック　25mm幅5.5ｍ　ロック付 GSL25-55BL 価格 ¥5,930 → ¥6,200

246-2355 Gステンロック　25mm幅7.5ｍ　ロック付 GSL25-75BL 価格 ¥6,350 → ¥6,600

296-9801 ロック19　3.5ｍ L19-35BL 価格 ¥2,290 → ¥2,400

296-9803 ロック19　5.5ｍ L19-55BL 価格 ¥2,690 → ¥2,800

296-9805 ロック19　7.5ｍ L19-75BL 価格 ¥3,700 → ¥3,850

296-9851 ロック25　3.5ｍ L25-35BL 価格 ¥2,650 → ¥2,750

296-9853 ロック25　5.5ｍ L25-55BL 価格 ¥3,030 → ¥3,150

296-9855 ロック25　7.5ｍ L25-75BL 価格 ¥3,840 → ¥4,000

296-9857 ロック25　10ｍ L25100BL 価格 ¥4,810 → ¥5,000

326-7001 セフコンべG3ゴールドロック　マグ爪25　5.5ｍ SFG3GLM25-55BL 価格 ¥4,950 → ¥5,100

326-7003 セフコンべG3ゴールドロック　マグ爪25　5.5ｍ尺 SFG3GLM25-55SBL 価格 ¥4,950 → ¥5,100

326-7005 セフコンべG3ゴールドロック　マグ爪25　7.5ｍ SFG3GLM25-75BL 価格 ¥5,770 → ¥6,000

066-5101 スパコン16　3.5ｍ SP1635BL 価格 ¥2,710 → ¥2,800

066-5103 スパコン16　5.5ｍ SP1655BL 価格 ¥3,520 → ¥3,650

066-5105 スパコン19　ロック付き　5.5ｍ SP1955BL 価格 ¥4,070 → ¥4,200

066-5107 スパコン25　ロック付き　5.5ｍ SP2555BL 価格 ¥4,750 → ¥4,950

326-7051 剛厚ロック-25　25mm幅5ｍ　ロック付き GAL25-50BL 価格 ¥3,490 → ¥3,600

256-6301 スラントレベルコンベ SLL19-55BL 価格 ¥3,650 → ¥3,800

316-5601 ノー電 ND1935 定価 ¥5,000 → ¥5,250

326-7451 ルーバン【Ruban】 6022 定価 ¥1,400 → ¥1,500

326-7453 ルーバン【Ruban】 06022C 定価 ¥1,400 → ¥1,500

366-8401 スリム3.5ｍ 6035 定価 ¥1,200 → ¥1,300

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
2021/3/2968 Demitoss

MAGNESIUM

iiCOLLE

64 2021/9/282021/10/01～

65

2021/9/1～ 2021/8/11
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2021/9/282021/10/01～
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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9月28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

326-3103 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

336-9605 UBZ-M31B 価格 ¥3,800 → オープン価格

336-9603 UBZ-M31Y 価格 ¥3,800 → オープン価格

336-9601 UBZ-M31G 価格 ¥3,800 → オープン価格

336-9605 UBZ-M31B 廃番 オープン価格 → 廃番

336-9603 UBZ-M31Y 廃番 オープン価格 → 廃番

336-9601 UBZ-M31G 廃番 オープン価格 → 廃番

396-4501 UBZ-M31EB 後継品 オープン価格 → 新発売 336-9605　UBZ-M31Bの後継品

396-4505 UBZ-M31EY 後継品 オープン価格 → 新発売 336-9603　UBZ-M31Yの後継品

396-4503 UBZ-M31EG 後継品 オープン価格 → 新発売 336-9601　UBZ-M31Gの後継品

236-1001 Demitoss UBZ-BH47FR 廃番 ¥35,800 → 廃番 2020/12/25

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

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

69-72 316-5351 SSM-62H 廃番 ¥4,800 → 後継：386-9253

69-72 386-9253 SSM-68H 後継品 ¥5,800 → 新発売

386-4851 SRS210 廃番 ¥19,800 → 後継：386-9151

386-9151 SRS210A 後継品 ¥19,800 → 新発売

386-4853 SRS210S 廃番 ¥19,800 → 後継：386-9153

386-9153 SRS210SA 後継品 ¥19,800 → 新発売

386-4855 SRS220 廃番 ¥21,800 → 後継：386-9155

386-9155 SRS220A 後継品 ¥21,800 → 新発売

386-4857 SRS220S 廃番 ¥21,800 → 後継：386-9157

386-9157 SRS220SA 後継品 ¥21,800 → 新発売

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

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

246-3351 イヤホンマイク　ブームマイクタイプ EME-30A 廃番 ¥4,500 → 廃番

246-3353 イヤホンマイク　マイクロスピーカータイプ EME-31A 廃番 ¥4,500 → 廃番

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

2021/3/29

68

Demitoss

Demitoss　mini

Demitoss miniの後継品、発売されました。

Demitoss mini

2020/12/25

誤記

2021/5/31

80

76

72

72

誤記

71

デジタル登録局5w携帯型無線機

69・70

78

ｲﾝﾀｰｺﾑ型ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ            

2020/12/25

2021/2/16

2020/12/25

特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー 製品コードのみ変更(仕様変更無し)

製品コードのみ変更(仕様変更無し)

2021/8/11

2021/6/29

2021/2/16

2021/5/31
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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9月28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

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

056-3301 測量真鍮基準鋲 φ30 無印        Ｎo.930N 価格 ¥800 → ¥850

056-3303 測量真鍮基準鋲 φ30 V十字       No.930 価格 ¥800 → ¥850

056-3305 測量真鍮基準鋲 φ50 無印        No.950N 価格 ¥900 → ¥1,000

056-3307 測量真鍮基準鋲 φ50 V十字       No.950 価格 ¥900 → ¥1,000

056-3325 測量真鍮基準鋲 φ50 ﾍｿ付        Ｎo.9-50 価格 ¥900 → ¥1,100

056-3309 測量真鍮基準鋲 φ63 無印        No.963N 価格 ¥1,600 → ¥1,900

056-3311 測量真鍮基準鋲 φ63 V十字       No.963 価格 ¥1,600 → ¥1,900

056-3327 測量真鍮基準鋲 φ63 ﾍｿ付        No.9-63 価格 ¥1,600 → ¥1,900

056-3313 測量真鍮基準鋲 φ75 無印        No.975N 価格 ¥1,800 → ¥2,750

056-3315 測量真鍮基準鋲 φ75 V十字       No.975 価格 ¥1,800 → ¥2,750

056-3329 測量真鍮基準鋲 φ75 ﾍｿ付        No.9-75 価格 ¥1,800 → ¥2,750

056-3317 測量真鍮基準鋲 φ80 無印        No.980 価格 ¥2,300 → ¥3,500

056-3302 測量真鍮基準鋲 φ80 ﾍｿ付        No.9-80 価格 ¥2,300 → ¥3,500

056-3319 測量真鍮基準鋲 φ100 無印       No.10 価格 ¥2,800 → ¥4,200

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

85 056-3042 ｺﾉｴﾏｽﾀｰﾗｲﾝ(真鍮製・埋込式)      M-14B 無印 価格 ¥1,050 → ¥1,250 2021/7/1～ 2021/6/29

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

206-1391 K7045 価格 ¥600 → ¥660

206-1393 K7560 価格 ¥750 → ¥830

206-1395 K9030 価格 ¥920 → ¥1,160

206-1397 K9060 価格 ¥1,050 → ¥1,160

236-0901 M-TAP550 価格 ¥24,500 → ¥25,500

236-0903 K-TAP500 価格 ¥26,500 → ¥27,600

236-0905 K-TAP600 価格 ¥29,500 → ¥30,600

97 366-1501 背負子　ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞｰﾝ EBB001DP 廃番 ¥24,000 → 廃番 2021/3/29

98 316-4801 田村型測量器 YHB-26S 価格 ¥46,000 → ¥48,000 2021/9/1～ 2021/8/11

316-1555 TRUPULSE200L 定価 ¥108,000 → ¥114,000

236-6371 TRUPULSE200 定価 ¥217,800 → ¥230,000

316-3851 TRUPULSE202X 定価 ¥530,000 → ¥520,000

80

99 トゥルーパルス 2021/9/282021/10/01～

2021/7/1～

92

96

ｺﾝｸﾘｰﾄ境界標　ﾗﾎﾞｽ

ｽﾎﾟｯﾄﾏｰｶｰ(ペンタイプ太字)

表示杭

2021/5/31

鋼鉄タッパー

在庫無くなり次第終了

2021/7/1～

84

2021/2/16

2021/2/16

2021/6/29

2021/6/29

2021/3/29

2021/2/16
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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9月28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

256-0401 TRUPULSE360 定価 ¥384,000 → ¥412,000

316-1551 TRUPULSE360R 定価 ¥442,000 → ¥465,000

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

336-3551 トロフィーエース 廃番 ¥49,000 → 廃番 2021/6/29

396-5301 ライトスピード フュージョンX 新発売予定 ¥188,000 → 新発売予定

396-5303 ライトスピード エッジ 新発売予定 ¥36,000 → 新発売予定

396-5305 ライトスピード プライム1800AD 新発売予定 ¥62,000 → 新発売予定

326-2955 COOLSHOT40I 廃番 ¥42,000 → 廃番 2021/3/29

356-3551 PRO　STABILIZED 生産中止 ¥47,000 → 在庫限り 在庫無くなり次第終了 2021/6/29

101 366-0201 レーザー距離計 GLM50C 使用温度範囲 　+150℃まで → 　+45℃まで 誤記 2021/5/31

366-8651 Leica DISTO DISTO-X4 価格 ¥86,800 → ¥89,000 2021/9/1～

366-8703 LKT-G03BK 価格 ¥9,000 → ¥9,400

366-8701 LKT-G05BK 価格 ¥12,700 → ¥13,200

366-8705 LKT-PL15W 価格 ¥9,000 → ¥9,300

366-8707 LKT-PE15BK 価格 ¥7,200 → ¥7,500

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

376-8251 エンジン刈払機 EKK-2200 価格 ¥43,800 → ¥44,400

366-9601 エンジンチェンソー MS170C-E 価格 ¥30,800 → ¥26,000

376-1651 脚カバー（チャップス） 990276-00010 廃番 ¥14,000 → 廃番 2021/6/29

105 066-1381 直径割付巻尺 DM-5 廃番 ¥3,500 → 廃番 2021/8/11

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

386-8601 37586 後継品 ¥16,000 → 新発売

056-2301 No.6300 廃番 ¥2,400 → 後継：396-3301

396-3301 No.551 新発売 ¥2,000 → 新発売

316-4051 レンジャー(コンパス) 37461 価格 ¥4,000 → ¥3,900

366-9551 RZ-09C 価格 ¥13,000 → ¥14,300

366-9553 RZ-12C 価格 ¥16,000 → ¥17,600

366-9555 RZ-15C 価格 ¥19,000 → ¥20,900

366-9557 RZ-18C 価格 ¥23,000 → ¥25,300

366-9559 RZ-21C 価格 ¥27,000 → ¥29,700

316-7401 熊よけカウベル　カラビナロック式 27125 価格 ¥2,500 → ¥2,600

316-7451 熊よけ鈴　細幅タイプ 27055 価格 ¥1,200 → ¥1,400

316-7453 熊よけベル（中） 27060 価格 ¥3,300 → ¥3,400

316-7501 消音熊よけベル 27105 価格 ¥6,500 → ¥6,900

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

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

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

376-3151 ﾏｯﾌﾟｿｰｽTOPO10M PlusV5 microSD版 010-11209-02 廃番 ¥17,000 → 後継：396-4801

396-4801 ﾏｯﾌﾟｿｰｽTOPO10M PlusV6 microSD版 010-11209-02 後継品 ¥17,000 → 新発売

123 236-6321 ｺｸﾖﾚﾍﾞﾙﾌﾞｯｸ 上質(10冊入)        ｾ－Y1 価格 ¥2,000 → ¥2,100 2021/6/29

2021/5/31
104

2021/8/1～

2021/9/28

110
レンザチックコンパス

118

2021/9/28トゥルーパルス

100

99

111

112

携帯レーザー距離計

103

ライトスピード(レーザー距離計)

レーザー距離計

専用脚立　脚軽

102

SILVAコンパス

2021/9/1～

2021/3/29

2021/8/11

2021/8/11

2021/8/11

2020/12/25

2021/2/16

後継機発売予定

2021/10/01～

2021/9/28
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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9月28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

236-6323 ｺｸﾖﾚﾍﾞﾙﾌﾞｯｸ 耐水(10冊入)        ｾ－Y11 価格 ¥4,600 → ¥4,700

236-6331 ｺｸﾖﾄﾗﾝｼｯﾄﾌﾞｯｸ 上質(10冊入)      ｾ－Y2 価格 ¥2,000 → ¥2,100

056-1511 ﾄﾗﾝｼｯﾄﾌﾞｯｸ TB-S 廃番 ¥2,200 → 廃番 2021/9/28

126 316-7751 AC電源装置 FET402K-L-AC 価格 ¥35,000 → ¥55,000 2021/5/31

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

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

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

133 336-2501 レーザーデジタルレベル GIM60LN 在庫限りで廃番 ¥24,500 → 在庫限りで廃番 在庫限り 2021/6/29

226-9051 CJRⅠ 価格 ¥62,300 → ¥65,500

226-9053 CJRⅡ 価格 ¥77,800 → ¥82,000

376-7951 ｽﾏﾎで使えるPC顕微鏡 KMS-160 生産中止 ¥5,000 → 廃番予定 在庫限り 2021/5/31

986-0801 メガライン ML-50 定価 ¥8,200 → ¥9,100

246-1701 メガライン2倍速 MLN50 定価 ¥10,800 → ¥11,900

336-7951 メガライン用　チタン粉1ｋｇ　蛍光ピンク TI-P 定価 ¥4,500 → ¥4,750

246-7851 メガライン用　チタン粉　1ｋｇ　白 TIW 定価 ¥4,000 → ¥4,200

246-7751 メガライン用　フェルト　5個入り MLF 定価 ¥800 → ¥900

246-7801 メガライン用　替え糸　50ｍ L350 定価 ¥2,600 → ¥2,750

376-0051 画像の製品ｺｰﾄﾞ 画像説明 TS-SP-M1 → TS-SP-01

376-0053 画像の製品ｺｰﾄﾞ 画像説明 TS-SP-M2 → TS-SP-02

144 376-8001 撮影機能搭載双眼鏡BINOCATCH KB-1025 生産中止 ¥7,500 → 廃番予定 在庫限り

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

386-6461 PS-610C-V 価格 ¥46,500 → ¥47,500

266-5801 小型船舶用救命浮環 P-230K 価格 ¥8,300 → ¥11,000 2021/9/28

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

246-6301 HM-520 廃番 ¥114,000 → 後継：396-1803 2021年8月廃番予定

396-1803 HM-540 新発売 ¥114,000 → 新発売 2021年8月新発売予定

246-6303 MT-700 廃番 ¥98,000 → 後継：396-1801

2021/5/31

2021/6/29
123

138
2021/10/01～ 2021/9/28

150

2021/6/29177 木材水分計

2021/3/1～

131

146 ﾜｰｸﾎﾞｰﾄ

LED照明付ﾎﾟｹｯﾄｽﾞｰﾑﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ

普通騒音計（検定付）

精密騒音計（検定無）

159

精密騒音計（検定付）

精密騒音計（検定付）

普通騒音計（検定無）

精密騒音計（検定無）

普通騒音計（検定無）NX-42EX付   

普通騒音計（検定付）NX-42EX付   

ポータブル魚探

2021/3/29

2021/3/29

2021/2/16

139

2021/2/16

135 カンシンクンジュニア 2021/9/282021/10/01～

2020/12/25

2021/2/16
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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9月28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

177 396-1801 木材水分計 MT-730 新発売 ¥98,000 → 新発売 2021/6/29

376-9651 PFK-001G 製品コード PFK-001G → PFK-001R

376-9653 PFK-001R（G) 廃番 ¥2,760 → 廃番 PFK-001R→PFK-001G　製品コード誤記

336-0157 ﾌﾛｯｸﾞ標識ﾛｰﾌﾟ(立入禁止)         HR-5 廃番 ¥13,000 → 廃番

986-1401 トラテープ T-45 価格 ¥700 → ¥900 2021/6/29

986-1403 トラテープ T-90 価格 ¥1,200 → ¥1,400

336-2451 キケンテープ KT-4-60 価格 ¥1,500 → ¥2,200

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

191 356-1351 ｴｱﾗｲﾄ ST＃1610-JZV 定価 ¥6,300 → ¥6,930 2021/10/01～ 2021/9/28

196 386-4803 仕様 巻取式 → ノビロン 誤記 2021/8/11

116-1061 SB－A 廃番 ¥7,500 → 代替：396-0051

396-0051 AS21DX 代替品 ¥6,800 → 代替品

116-1063 SB-B 廃番 ¥8,500 → 代替：396-0053

369-0053 AS22 代替品 ¥7,700 → 代替品

116-1065 SB-C 廃番 ¥11,700 → 後継：396-0055

396-0055 AS23 代替品 ¥10,000 → 代替品

116-1067 SB-D 廃番 ¥12,300 → 後継：396-0057

396-0057 AS24 代替品 ¥10,200 → 代替品

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

286-7351 サンデーレインボーリール SS-30 価格 ¥11,890 → ¥13,000 2021/8/11

236-6893 電工ドラム(屋外使用可) NW-EB33 価格 ¥49,500 → ¥54,700 2021/6/21～ 2021/6/29

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 2020/12/25

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

276-6101 ワンタッチ舗装下駄 SIT-HG 定価 ¥8,000 → ¥8,700 2021/10/01～ 2021/9/28

356-6351 焼ｺﾃ（平底型） ISIR101F 価格 ¥18,000 → ¥20,000

356-6361 焼ｺﾃ（丸底型） ISIR102R 価格 ¥21,000 → ¥24,500

376-0401 SXJ-120 廃番 ¥30,000 → 廃番

376-0403 SXJ-150 廃番 ¥33,600 → 廃番

376-0405 SXJ-180 廃番 ¥39,000 → 廃番

376-0407 SXJ-210 廃番 ¥42,000 → 廃番

226 226-1051 ﾎﾟｹｯﾄ糖度計 PAL-1 取り扱い中止 ¥26,500 → 取り扱い中止 2021/9/28

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

376-9953 CHIT-W600 価格 ¥6,800 → ¥8,200

099-1101 百葉箱　理振型　単葉 H1-HT 価格 ¥246,000 → ¥256,000

099-1111 百葉箱　理振型　複葉 H1-HF 価格 ¥276,000 → ¥290,000

091-1004 百葉箱　理振型　木脚 H1-W 価格 ¥40,000 → ¥50,000

091-1008 百葉箱　理振型　ｽﾁｰﾙ脚 H1-F 価格 ¥30,000 → ¥35,000

091-1012 百葉箱　理振型　ｽﾃﾝﾚｽ脚 H1-S 価格 ¥60,000 → ¥65,000

099-1103 百葉箱　大型　単葉 H2-HT 価格 ¥210,000 → ¥220,000

2021/5/31

229 2021/8/21～ 2021/6/29

安全靴199

188

190

190

202

212

209

ﾌﾙﾊｰﾈｽ型ﾚｳﾞｫﾊｰﾈｽﾂｲﾝ　TH-508-2NV93SV-OT-BKR-L-2R23 　

ロープ杭

ポイントフラッシュ

四脚アジャスト式専用脚立スタッピー

アクリルパネル

画像が逆になっています。

2021/3/29

2021/3/29

2021/8/11

2021/8/11

2020/12/25

2021/5/1～

2021/2/21～

2021/6/29

227

204

2021/2/16
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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9月28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

099-1113 百葉箱　大型　複葉 H2-HF 価格 ¥245,000 → ¥260,000

091-1024 百葉箱　大型　木脚 H2-W 価格 ¥40,000 → ¥50,000

091-1028 百葉箱　大型　ｽﾁｰﾙ脚 H2-F 価格 ¥30,000 → ¥35,000

091-1032 百葉箱　大型　ｽﾃﾝﾚｽ脚 H2-S 価格 ¥60,000 → ¥65,000

099-1105 百葉箱　中型　単葉 H3-HT 価格 ¥174,000 → ¥184,000

099-1115 百葉箱　中型　単葉 H3-HF 価格 ¥194,000 → ¥205,000

091-1054 百葉箱　中型　木脚 H3-W 価格 ¥40,000 → ¥50,000

091-1058 百葉箱　中型　ｽﾁｰﾙ脚 H3-F 価格 ¥30,000 → ¥35,000

091-1062 百葉箱　中型　ｽﾃﾝﾚｽ脚 H3-S 価格 ¥60,000 → ¥65,000

099-1107 百葉箱　小型　単葉 H4-HT 価格 ¥148,000 → ¥155,000

099-1117 百葉箱　小型　複葉 H4-HF 価格 ¥168,000 → ¥175,000

091-1074 百葉箱　小型　木脚 H4-W 価格 ¥40,000 → ¥50,000

091-1078 百葉箱　小型　ｽﾁｰﾙ脚 H4-F 価格 ¥30,000 → ¥35,000

091-1082 百葉箱　小型　ｽﾃﾝﾚｽ脚 H4-S 価格 ¥60,000 → ¥65,000

091-1091 百葉箱　特小型 H5 価格 ¥140,000 → ¥150,000

091-1101 百葉箱　壁掛け型 H6 価格 ¥59,000 → ¥62,000

091-1111 百葉箱　鉄柱型 H7 価格 ¥105,000 → ¥110,000

091-1121 H10-SP 価格 ¥42,000 → ¥50,000

091-1121 H10-SP 外寸法 150ｘ140ｘ300 → 150ｘ144ｘ300

091-1121 H10-SP 内寸法 127ｘ100ｘ173 → 101ｘ101ｘ173

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

376-4351 温湿度計　ブラック TT-554 廃番 ¥10,000 → 廃番 2021/5/31

226-8221 壁掛温湿度計　ハーモニー　φ１５０ｍｍ 1410-00 廃番 ¥2,000 → 廃番 2020/12/25

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

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

986-3901 ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾍﾟﾝ NO73-A1 廃番 ¥1,600 → 後継：396-0001

396-0001 ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾍﾟﾝ　5本入 NO.73-A 後継品 ¥8,000 → 新発売

250 336-7453 TAMAPod PULSO 製品コード PULSO → PULSO-2

253 ｾﾚｽ流速計試験所検定料金 改訂 価格 ¥80,000 → ¥87,000 2021/7/1～

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

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

061-2101 SL-50 価格 ¥16,000 → ¥25,000

061-2103 SL-51 価格 ¥18,000 → ¥30,000

061-2105 SL-52 価格 ¥22,000 → ¥35,000

061-2001 雪尺 SS-2 価格 ¥50,000 → ¥70,000

238

229

2021/8/21～ 2021/6/29

230

2021/6/29259

254 デジタル流速計 2021/1/1～

2021/2/16

249

231

242

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     

積雪板

百葉箱　ﾛｶﾞｰ用複葉　超小型

2021/8/21～

2020/12/25

誤記

2021/5/31

2020/12/25

2021/8/11
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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9月28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

259 061-2003 雪尺 SS-3 廃番 ¥95,000 → 廃番 2021/6/29

246-0901 豊浦砂 LS-500C 価格 ¥32,000 → ¥36,000 2021/8/1～ 2021/8/11

096-5041 LS-501A 価格 ¥45,000 → ¥50,000

096-5043 LS-501B 価格 ¥55,000 → ¥60,000

326-9301 ﾎﾟｹｯﾄ土壌水分計 PAL-Soil 価格 ¥37,500 → ¥39,000 2021/6/1～

326-9301 ﾎﾟｹｯﾄ土壌水分計 PAL-Soil 取り扱い中止 ¥39,000 → 取り扱い中止 2021/9/28

096-5125 CBR試験機ｽﾍﾟｰｻｰﾃﾞｨｽｸ LS-469 価格 ¥12,000 → ¥14,000

096-5127 ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞﾎﾙﾀﾞｰ LS-479 価格 ¥9,000 → ¥10,000

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～ 2020/12/25

266-4401 沈下板測定器 LS-498 価格 ¥26,000 → ¥28,000 2021/4/1～ 2021/3/29

268 326-9351 安定処理土の試験機 LA-201 価格 ¥69,000 → ¥70,000 2021/6/1～ 2021/5/31

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

031-9001 DCR-20 価格 ¥6,000 → ¥10,000

031-9003 DCR-30 価格 ¥7,000 → ¥12,000

096-5431 LC-621A 価格 ¥7,600 → ¥8,000

096-5433 LC-621B 価格 ¥9,500 → ¥10,800

096-5435 LC-621C 価格 ¥13,000 → ¥13,600

096-5437 LC-621Ｄ 価格 ¥20,000 → ¥16,400

096-5481 ﾓﾙﾀﾙ供試体用三連型枠 LC-510 価格 ¥48,000 → ¥55,000 2021/6/1～

206-8401 SC-2230 廃番 ¥5,500 → 廃番

206-8403 SC-1152 廃番 ¥3,700 → 廃番

206-8405 SC-5715 廃番 ¥3,300 → 廃番

274 096-5411 ｽﾗﾝﾌﾟ試験機 LC-612 価格 ¥36,000 → ¥42,000 2021/6/1～ 2021/5/31

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

366-4451 AX-TB266 廃番 ¥4,500 → 後継：386-9501

386-9501 AX-TB294 新発売 ¥4,500 → 新発売

346-2701 CS-1000WP 価格 ¥17,000 → ¥18,200

346-2703 CS-2000WP 価格 ¥17,000 → ¥18,200

346-2705 CS-5000WP 価格 ¥17,000 → ¥18,200

346-2707 CS-10KWP 価格 ¥17,000 → ¥18,200

346-2709 CS-20KWP 価格 ¥17,000 → ¥18,200

101-1563 AP-A2W 価格 ¥38,000 → ¥40,000

101-1565 AP-A2B 価格 ¥38,000 → ¥40,000

101-1567 AP-A2G 価格 ¥38,000 → ¥40,000

101-1553 KS-406 価格 ¥42,000 → ¥44,000

101-1555 KS-609 価格 ¥63,000 → ¥66,000

101-1101 SM912 価格 ¥48,800 → ¥50,000

101-1103 SM710 価格 ¥37,500 → ¥40,000

101-1105 SM609 価格 ¥30,000 → ¥33,000

101-1107 SM456 価格 ¥22,000 → ¥23,000

2021/6/1～

2021/6/1～

2021/5/31

2021/5/31

286

2021/8/21～ 2021/6/29

2021/5/31

266

267

264

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ電子台ばかり

270

284

2021/4/1～

公団型現場密度測定装置

デプスコアロッド

圧縮用型枠

283

2021/6/29

2021/6/29

2021/5/31

271 2021/8/21～

272

273

平行定規

ﾏｸﾞﾈｯﾄ製図板

ｽﾃﾝﾚｽ比重かご

SHｼﾘｰｽﾞ　ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
278

デジタル防水はかり 2021/8/11

2021/3/29

2021/3/29

2021/9/1～

2021/4/1～
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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9月28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

101-1301 SH912 価格 ¥40,000 → ¥44,000

101-1303 SH710 価格 ¥29,500 → ¥33,000

101-1305 SH609 価格 ¥21,000 → ¥24,000

101-1307 SH456 価格 ¥12,500 → ¥15,000

101-1501 V912 価格 ¥26,500 → ¥29,000

101-1503 V710 価格 ¥20,500 → ¥23,000

101-1505 V609 価格 ¥13,800 → ¥15,000

101-1507 V456 価格 ¥8,500 → ¥9,300

101-1511 V915 価格 ¥70,000 → 在庫限り廃番

101-1513 V918 価格 ¥85,000 → 廃番

109-8003 LST-60H 価格 ¥2,400 → ¥2,700

109-8007 LST-90H 価格 ¥3,000 → ¥3,400

109-8031 LST-60C 価格 ¥3,500 → ¥3,800

109-8035 LST-90C 価格 ¥4,300 → ¥4,700

2021/9/28

101-2311 HDV-A2F 廃番 ¥55,000 → 製造中止

101-2313 HDV-A2S 廃番 ¥55,000 → 製造中止

101-2321 HDV-A3F 廃番 ¥40,000 → 製造中止

101-2323 HDV-A3S 廃番 ¥40,000 → 製造中止

101-2331 HDV-A4F 廃番 ¥35,000 → 製造中止

101-2333 HDV-A4S 廃番 ¥35,000 → 製造中止

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。

290 306-0951 ｽｹｰﾙﾏｽﾀｰﾌﾟﾛ SM-P 価格 ¥14,800 → ¥15,900 2021/9/21～ 2021/8/11

246-8901 タクト三角定規 12SG 廃番 ¥350 → 廃番 2020/12/25

296-7451 ILSRR151 価格 ¥200 → ¥210

296-7453 ILSRR201 価格 ¥255 → ¥270

296-7455 ILSRR301 価格 ¥325 → ¥340

296-7301 NO.16-508 製品コード NO.16-508 → ILSP9

296-7309 NO.16-506 価格 ¥1,950 → ¥2,050

296-7311 NO.16-507 価格 ¥2,350 → ¥2,450

296-7315 NO.16-512 価格 ¥900 → ¥980

296-7317 NO.16-513 価格 ¥1,150 → ¥1,250

296-7319 NO.16-514 価格 ¥3,100 → ¥3,300

106-5071 ﾏﾙｽﾏﾃｨｯｸ製図ﾆﾌﾞ 750M07 廃番 ¥2,100 → 廃番 2021/8/11

106-4541 ＩＳＯ用インク　赤　２３ｍｌ S0216040 廃番 ¥650 → 廃番 2020/12/25

106-5721 SE0001 仕切価格のみ ¥650 → 仕切掛率UP

106-5725 SE0002 仕切価格のみ ¥500 → 仕切掛率UP

106-5727 SE0003 仕切価格のみ ¥750 → 仕切掛率UP

106-5731 SE0004 仕切価格のみ ¥1,400 → 仕切掛率UP

106-5733 SE0005 仕切価格のみ ¥1,100 → 仕切掛率UP

978-2601 NO82-083 価格 NO82-083 → SEKART902

978-2605 NO82-084 価格 NO82-084 → SEKART802

292

2021/8/21～ 2021/6/29

2021/5/31

287

297

SH製図板

T型定規

288 ワードライタ

LED透写台

295

在庫限りハンディビューワー

296

ﾍﾞﾆﾔ製図板

ﾍﾞﾆﾔ製図板

分度器

方眼直定規

300 ｱﾙﾀｰﾄｹｰｽ

2021/7/1～

2021/3/29

2021/5/31

ｿﾞﾙｲﾝｸ

2021/2/16

2021/5/31

2021/8/11

286

SM製図板とSH製図板の画像は実際の商品と異なります(現行の商品はアルミ、樹脂枠が付いておりません)
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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9月28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

978-2607 NO82-085 価格 NO82-085 → SEKART702

296-8551 NO82-086 価格 NO82-086 → SEKART602

296-8553 NO82-087 価格 NO82-087 → SEKART502

296-8601 NO59-611 製品コード NO59-611 → SEKART110B

296-8603 NO59-612 製品コード NO59-612 → SEKART100B

296-8605 NO59-613 製品コード NO59-613 → SEKART95B

296-8607 NO59-614 製品コード NO59-614 → SEKART90B

296-8609 NO59-615 製品コード NO59-615 → SEKART80B

106-6228 KF-1563 廃番 ¥2,300 → 製造中止 在庫限り

106-6229 KF-1590 廃番 ¥2,700 → 製造中止 在庫限り

106-6230 KF-1510 廃番 ¥3,000 → 廃番

106-6237 K-1563 廃番 ¥44,000 → 廃番

106-6239 K-1590 廃番 ¥49,000 → 廃番

305 246-8851 まほうのしたじき D-7704 価格 ¥2,500 → ¥2,800 2021/7/1～ 2021/5/31

図面筒303

図面筒整理棚304

2021/6/29

300

ｱﾙﾀｰﾄﾊﾞｯｸﾞ（ｾｷｾｲ）

ｱﾙﾀｰﾄｹｰｽ

2021/5/31
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