
＜価格改定のお知らせ＞
◆ 下記商品を平成２９年１１月１日（水）より価格改定させて頂きます。

◆ 下記商品を平成２９年１1月１日（水）より価格改定させて頂きます。

＜廃番商品のお知らせ＞
◆ 下記商品ﾁｪﾙｼｰﾍﾟﾝﾁﾝｸﾞﾅｲﾌ・ﾊﾟﾚｯﾄﾅｲﾌ製造終了につき廃番とさせて頂きます。

◆ 下記商品ﾐﾆﾊﾞｯｸﾞP製造中止につき廃番とさせて頂きます。

¥320 ¥340

Ｐ24

ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格

ﾈｵ ｸﾘｰﾅｰ LT №1(ﾀﾃ型) ﾘﾝｽ入 4938331000610

¥360

ご注文№ ＪＡＮコード 現行価格

¥300

99823 ﾈｵ ｸﾘｰﾅｰ LT №2(ﾖｺ型） 4938331000627 ¥300

¥19,300

¥15,550

130117 組合せｾｯﾄ 内容品 1CS 4938331120134 ¥7,750
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定価表 商品名

新価格

99822 ¥320

定価表

¥320

¥7,010

¥10,680

※表示価格は全て本体価格です。

¥6,620

¥8,290

Ｐ54 据え置き

132103 DUO ﾐﾆﾊﾞｯｸﾞM-2Sｾｯﾄ 4938331120721 ¥6,990

130165 ｱﾀｯｼｭ大長ﾎﾞｯｸｽ№4 12Cｾｯﾄ　→　ｱﾀｯｼｭ大長ﾎﾞｯｸｽHOC4-12Cｾｯﾄ

99820 ｵﾄﾞﾚｽ ﾈｵｸﾘｰﾅｰ 100ml ﾘﾝｽ入 4938331000702 ¥340

99821 強力水性ﾈｵｸﾘｰﾅｰ 100ml 4938331000603

組合せｾｯﾄ　ｶｽﾀﾑG-1Aｾｯﾄ -

4938331120837 ¥10,550

130150 ﾐﾆﾊﾞｯｸﾞM 組合せ2BSｾｯﾄ　→　ﾐﾆﾊﾞｯｸﾞM 内容品№2-BSｾｯﾄ 4938331120295 ¥6,640

¥8,200

130166 ｱﾀｯｼｭ大長ﾎﾞｯｸｽ 2Cｾｯﾄ　→　ｱﾀｯｼｭ大長ﾎﾞｯｸｽ-Cｾｯﾄ 4938331120356 ¥8,730

新ﾐﾆﾊﾞｯｸﾞP 組合せ2Dｾｯﾄ 4938331120271 ¥7,160

130119

¥8,100

Ｐ81 -
組合せｾｯﾄ　ｶｽﾀﾑＮ-1Cｾｯﾄ -

4938331120301 ¥7,440

¥8,090

130125 組合せｾｯﾄ 内容品 2BS 4938331120318 ¥4,980

¥7,050

4938331120158 ¥6,710

130113 組合せｾｯﾄ 内容品 1D 4938331120127

¥5,580

¥5,930

130123 組合せｾｯﾄ 内容品 2D 4938331120165

組合せｾｯﾄ 内容品 1ES

130112 組合せｾｯﾄ 内容品 1C 4938331120110

130122 組合せｾｯﾄ 内容品 2C

130118 組合せｾｯﾄ 内容品 1AS

Ｐ82・
83

4938331120196

130111 組合せｾｯﾄ 内容品 1A 4938331120103

¥940 ¥1,020

ﾐｭｰｽﾞﾎﾞｰﾄﾞ CAS-B3 ¥490 ¥530

ﾐｭｰｽﾞﾎﾞｰﾄﾞ CAS-B4 ¥270

130121 組合せｾｯﾄ 内容品 2A 4938331120141 ¥7,640

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格

P54 130148

4938331120349

132113 DUO ｱﾀｯｼｭ大長ｾｯﾄ

商品名

¥720

ﾐｭｰｽﾞﾎﾞｰﾄﾞ CA-B4 ¥390 ¥410

Ｐ236

-

ﾐｭｰｽﾞﾎﾞｰﾄﾞ CAS-B2 

-

◆ 下記商品をﾈｵｸﾘｰﾅｰ価格改定・ﾅｲﾌ廃番の為、平成２９年１１月１日（水）より価格改定・名称変更させて頂きます。

定価表 ご注文№

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格 新価格

ＪＡＮコード 現行価格 新価格

Ｐ235 -

ﾐｭｰｽﾞﾎﾞｰﾄﾞ CA-B1 

-

¥2,560 ¥2,700

ﾐｭｰｽﾞﾎﾞｰﾄﾞ CA-B2 ¥1,350 ¥1,450

ﾐｭｰｽﾞﾎﾞｰﾄﾞ CA-B3 ¥680

¥290

710211 ﾐｭｰｽﾞﾎﾞｰﾄﾞ CAS-B5 335 4943718104010 ¥180 ¥190

710221 ﾐｭｰｽﾞﾎﾞｰﾄﾞ CAS-A2 335 4943718104027 ¥920 ¥1,000

710222 ﾐｭｰｽﾞﾎﾞｰﾄﾞ CAS-A3 335 4943718104034 ¥480 ¥520

710223 ﾐｭｰｽﾞﾎﾞｰﾄﾞ CAS-A4 335 4943718104041 ¥270 ¥290

Ｐ304 623677 ﾐｭｰｽﾞ ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞﾊﾟｯｸ PMC-007 4943718201528 ¥500 ¥550

未掲載 - ﾐｭｰｽﾞ ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞﾊﾟｯｸ PAS-010 - ¥390 ¥400

Ｐ87 140301 ｱｰﾄﾌｫﾘｵﾊﾞｯｸ F4 4938331125511 ¥1,500
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＜廃番商品のお知らせ＞
◆ 下記商品を在庫有り切りで廃番とさせて頂きます。

＜新製品のお知らせ＞
◆ 組合せｾｯﾄ廃番につき、下記商品が新発売となります。

（例　ｽｹｯﾁ箱 ｶｽﾀﾑN・油絵組合せｾｯﾄ内容品 No1・BOC B915 Ｃｾｯﾄ)  

◆ｱｰﾁｽﾄ色鉛筆に淡い中間色を揃えた50色セットを新発売いたします。

11月10出荷開始予定です。ご拡販頂きますようお願いいたします。

＜販売再開と価格改定のお知らせ＞
◆ ｶﾗﾝﾀﾞｯｼｭ　ﾌｨｯｸｽﾍﾟﾝ・ｼﾞｭﾆｱを即日価格改定し、販売再開します。

ご拡販頂きますようお願いいたします。

ホルベイン画材株式会社　営業部

※ｽｹｯﾁ箱と内容品と絵具ｾｯﾄの組合せが自由となります。

Ｐ277

¥570

12364012 ｸｻｶﾍﾞ ｱｷｰﾗ #4-12色ｾｯﾄ 4933317140120 ¥1,900

¥2,000

12366053 ｸｻｶﾍﾞ ｱｷｰﾗ 風景を描く 18色ｾｯﾄ 4933317160531 ¥6,840

¥3,810

12366052 ｸｻｶﾍﾞ ｱｷｰﾗ 植物を描く 12色ｾｯﾄ 4933317160524

¥3,100

12364003 ｸｻｶﾍﾞ ｱｷｰﾗ #4-3原色ｾｯﾄ 4933317140038

12366051

486318 ¥800

4933317160517

ｸｻｶﾍﾞ ｱｷｰﾗ #4-13本ｾｯﾄ 4933317140137

ＪＡＮコード

486311 書籍 ぬりゑ塾「美しい花と鳥①｣ ¥800

¥4,710

12366012 ｸｻｶﾍﾞ AQ6-12色ｾｯﾄ

¥4,700

12007273 ｸｻｶﾍﾞ K-10 273 ｼﾞﾝｸﾎﾜｲﾄ(硬) 4933317222734 ¥950

12364001 ｸｻｶﾍﾞ ｱｷｰﾗ／ｽﾀｰﾀｰ 12色 4933317140014 ¥2,900

ｸｻｶﾍﾞ ｱｷｰﾗ ﾊﾟｽﾃﾙｶﾗｰ 12色ｾｯﾄ

12366018 ｸｻｶﾍﾞ AQ6-18色ｾｯﾄ 4933317160180

¥800

486313

書籍 ぬりゑ塾「源氏物語画帖①｣ ¥900

書籍 ぬりゑ塾「ｱｰﾙﾇｰｳﾞｫｰ名作②｣ ¥800

486312 書籍 ぬりゑ塾「ｱｰﾙﾇｰｳﾞｫｰ名作①｣ ¥800

ご注文№

書籍 ぬりゑ塾「世紀末の華②｣

-Ｐ320

486317 書籍 ぬりゑ塾「世紀末の華①｣

商品名定価表

486316

Ｐ276

12364013

4933317160128

Ｐ304 - ﾐｭｰｽﾞ ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞﾊﾟｯｸ PAS-020 - ¥390

現行価格

4938331120219
-

¥3,940

¥2,210

130201 油絵組合せｾｯﾄ内容品№1 4938331120202

価格定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード

   ご発注の際は、ｽｹｯﾁ箱・内容品・絵具ｾｯﾄをご指定頂きますようお願いします。

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格 新価格

   詳しくは営業員にお問い合わせ下さい。

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 定価

- 020936 H色鉛筆 OP936　50色 ﾊﾟｽﾃﾙﾄｰﾝ ｾｯﾄ(紙函) 4900669209362 ¥11,000

130202 油絵組合せｾｯﾄ内容品№2

掲載外

619571 CdA 884-070 ﾌｨｯｸｽﾍﾟﾝ 2㎜ ﾚｯﾄﾞ 7610186025211 ¥1,800 ¥2,000

619572 CdA 884-160 ﾌｨｯｸｽﾍﾟﾝ 2㎜ ﾌﾞﾙｰ 7610186025228 ¥1,800 ¥2,000

619573 CdA 884-210 ﾌｨｯｸｽﾍﾟﾝ 2㎜ ｸﾞﾘｰﾝ 7610186025235 ¥1,800 ¥2,000

619574 CdA 884-299 ﾌｨｯｸｽﾍﾟﾝ ｼﾞｭﾆｱ 7610186572999 ¥1,800 ¥2,000
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