
＜価格改定のお知らせ＞
◆ 下記商品を即日価格改定させて頂きます。 ※表示価格は全て本体価格です。

◆ 下記商品を平成２９年１０月１日（日）より価格改定させて頂きます。
商品名

 ◆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。

※ＪＡＮコードが必要な場合はセールスへご相談下さい。

108086 R(ﾗｳﾝﾄﾞ)-10 ¥1,800 ¥2,200

108085 R(ﾗｳﾝﾄﾞ)-8 ¥1,250 ¥1,550

¥1,500 ¥1,700

108084 R(ﾗｳﾝﾄﾞ)-6 ¥950 ¥1,200 108808 6708 ﾊﾟﾄﾞﾙ ﾌﾗｯﾄ 3 ¥2,000 ¥2,200

108083 R(ﾗｳﾝﾄﾞ)-4 ¥790 ¥980 108807 6707 ﾊﾟﾄﾞﾙ ﾌﾗｯﾄ 2

108081 R(ﾗｳﾝﾄﾞ)-2/0 ¥450 ¥550 108805 6705 ﾓﾄﾗｰ ｵｰｳﾞｧﾙ 2 ¥1,800 ¥2,000

108082 R(ﾗｳﾝﾄﾞ)-2 ¥620 ¥760 108806 6706 ﾓﾄﾗｰ ｵｰｳﾞｧﾙ 3 ¥2,200 ¥2,500

¥5,100 108803 6703 ﾓﾄﾗｰ ｱﾝｷﾞｭﾗｰ 2 ¥1,500 ¥1,700

108804 6704 ﾓﾄﾗｰ ｱﾝｷﾞｭﾗｰ 3 ¥2,000 ¥2,200

6701 ﾓﾄﾗｰ ﾌﾗｯﾄ 2 ¥1,500 ¥1,700

108066 F(ﾌﾗｯﾄ)-16 ¥3,100 ¥3,800 108802 6702 ﾓﾄﾗｰ ﾌﾗｯﾄ 3 ¥2,000

108065 F(ﾌﾗｯﾄ)-12 ¥2,100 ¥2,600

Ｐ75

108801

108068 F(ﾌﾗｯﾄ)-24 ¥5,700 ¥5,800

¥2,200

108067 F(ﾌﾗｯﾄ)-20 ¥4,200

F(ﾌﾗｯﾄ)-6 ¥900 ¥1,150

¥1,500

　◇レッドライン刷毛

108064 F(ﾌﾗｯﾄ)-10 ¥1,650 ¥2,000 定価表 ご注文№ 商品名 現行価格 新価格

¥1,700

108061 F(ﾌﾗｯﾄ)-2 ¥670 ¥840 108136 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B50-06 ¥1,500 ¥1,700

108053 SFB(ｼｮｰﾄﾌｨﾙﾊﾞｰﾄ)-12 ¥2,400 ¥2,800 108135 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B50-05

¥1,700

108052 SFB(ｼｮｰﾄﾌｨﾙﾊﾞｰﾄ)-8 ¥1,350 ¥1,650 108134 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B50-04 ¥1,500 ¥1,700

108051 SFB(ｼｮｰﾄﾌｨﾙﾊﾞｰﾄ)-4 ¥850 ¥1,050 108133 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B50-03

¥1,700

108047 FB(ﾌｨﾙﾊﾞｰﾄ)-20 ¥5,200 ¥5,400 108132 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B50-02 ¥1,500 ¥1,700

108046 FB(ﾌｨﾙﾊﾞｰﾄ)-16 ¥3,400 ¥4,200 108131 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B50-01

¥1,400

108045 FB(ﾌｨﾙﾊﾞｰﾄ)-12 ¥2,300 ¥2,800 108126 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B30-06 ¥1,200 ¥1,400

108044 FB(ﾌｨﾙﾊﾞｰﾄ)-10 ¥1,850 ¥2,300 108125 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B30-05

¥1,400

108043 FB(ﾌｨﾙﾊﾞｰﾄ)-8 ¥1,300 ¥1,650 108124 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B30-04 ¥1,200 ¥1,400

108042 FB(ﾌｨﾙﾊﾞｰﾄ)-4 ¥870 ¥1,150 108123 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B30-03

¥1,400

108041 FB(ﾌｨﾙﾊﾞｰﾄ)-2 ¥670 ¥840 108122 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B30-02 ¥1,200 ¥1,400

108032 FN(ﾌｧﾝ)-6 ¥1,200 ¥1,500 108121 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B30-01

¥1,100

108031 FN(ﾌｧﾝ)-3 ¥900 ¥1,150 108116 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B15-06 ¥900 ¥1,100

108022 EG(ｴｸﾞﾊﾞｰﾄ)-12 ¥2,800 ¥3,000 108115 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B15-05

¥1,100

108021 EG(ｴｸﾞﾊﾞｰﾄ)-6 ¥1,200 ¥1,500 108114 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B15-04 ¥900 ¥1,100

108016 B(ﾌﾞﾗｲﾄ)-12 ¥2,100 ¥2,600 108113 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B15-03

¥1,100

108015 B(ﾌﾞﾗｲﾄ)-10 ¥1,650 ¥2,000 108112 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B15-02 ¥900 ¥1,100

108014 B(ﾌﾞﾗｲﾄ)-8 ¥1,250 ¥1,550 108111 ｼﾘｺﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ B15-01

¥900

108013 B(ﾌﾞﾗｲﾄ)-6 ¥900 ¥1,150 108106 ｼﾘｺﾝｳｪｯｼﾞ  W-06 ¥650 ¥900

108012 B(ﾌﾞﾗｲﾄ)-4 ¥780 ¥980 108105 ｼﾘｺﾝｳｪｯｼﾞ  W-05

¥900

108011 B(ﾌﾞﾗｲﾄ)-2 ¥680 ¥840 108104 ｼﾘｺﾝｳｪｯｼﾞ  W-04 ¥650 ¥900

108003 AB(ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｲﾄ)-12 ¥2,300 ¥2,800 108103 ｼﾘｺﾝｳｪｯｼﾞ  W-03

¥900

108002 AB(ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｲﾄ)-6 ¥1,000 ¥1,250 108102 ｼﾘｺﾝｳｪｯｼﾞ  W-02 ¥650 ¥900

Ｐ73

108001 AB(ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｲﾄ)-3 ¥780 ¥980

Ｐ73

108101 ｼﾘｺﾝｳｪｯｼﾞ  W-01 ¥650

¥650

¥650

¥900

¥900

¥900

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥1,500

¥1,500

108062 F(ﾌﾗｯﾄ)-4 ¥790 ¥980

108063

- ¥780 ¥900

　◇カタリスト画筆６４００ 　◇カタリスト　シリコンウエッジ・ブレード
定価表 ご注文№ 商品名 現行価格 新価格 定価表 ご注文№ 商品名 現行価格 新価格

定価表 ご注文№ ＪＡＮコード 現行価格 新価格

Ｐ294 -

ｷｬﾝｿﾝ･ﾐ・ﾀﾝﾄ A4 - ¥400

ｷｬﾝｿﾝ･ﾐ・ﾀﾝﾄ ﾛｰﾙ - ¥16,000 ¥18,000

ｷｬﾝｿﾝ･ﾐ・ﾀﾝﾄ ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ 　50枚入 - ¥650 ¥750

¥500

ｷｬﾝｿﾝ･ﾐ・ﾀﾝﾄ B2 - ¥400 ¥500

ｷｬﾝｿﾝ･ﾐ・ﾀﾝﾄ B1 

Ｐ206 630172 NTﾋﾞｰﾑｽﾗｲﾄﾞ CE700P 4904011011146 ¥700 ¥800

平成２９年９月

HOLBEIN
２０１７-№９

≪　ご　案　内　≫　

人の心を彩りたい

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格 新価格
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平成２９年９月

HOLBEIN
２０１７-№９

≪　ご　案　内　≫　

人の心を彩りたい

＜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。

※上記以外は価格据え置きとなります。ＪＡＮコードが必要な場合はセールスへご相談下さい。

501112 竹軸平筆 №12 ¥1,450 ¥1,500

501110 竹軸平筆 №10 ¥1,250 ¥1,280

501108 竹軸平筆 №8 ¥950 ¥1,000

501107 竹軸平筆 №7 ¥750 ¥800

501106 竹軸平筆 №6 ¥620 ¥660

501105 竹軸平筆 №5 ¥550 ¥570

501104 竹軸平筆 №4 ¥460 ¥480

501103 竹軸平筆 №3 ¥400 ¥420

501102 竹軸平筆 №2 ¥330 ¥350

501101 竹軸平筆 №1 ¥260 ¥280

ｱﾙﾐ製 線引き棒 ¥170 ¥200

501100 竹軸平筆 №0 ¥210 ¥220

501130 黒軸平筆 №10 ¥2,800 ¥2,900 Ｐ203 550412

¥730 ¥790

501129 黒軸平筆 №9 ¥2,300 ¥2,350 504188 ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 平筆 8 ¥900 ¥960

501128 黒軸平筆 №8 ¥1,600 ¥1,700 504187 ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 平筆 7

¥465 ¥510

501127 黒軸平筆 №7 ¥1,200 ¥1,300 504186 ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 平筆 6 ¥600 ¥650

501126 黒軸平筆 №6 ¥980 ¥1,080 504185 ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 平筆 5

¥305 ¥340

501125 黒軸平筆 №5 ¥800 ¥900 504184 ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 平筆 4 ¥400 ¥420

501124 黒軸平筆 №4 ¥760 ¥780 504183 ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 平筆 3

501122 黒軸平筆 №2 ¥500 ¥520 504181 ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 平筆 1 ¥200 ¥220

501123 黒軸平筆 №3 ¥570 ¥600 504182 ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 平筆 2 ¥255 ¥280

¥1,600 504191 ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 面想 大 ¥190 ¥200

504198 ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 彩色 小 ¥315 ¥320

ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 面想 小 ¥155 ¥160

501479 円山 №9 ¥1,200 ¥1,350 504192 ﾌﾟﾗ軸ﾅｲﾛﾝ筆 面想 中 ¥170

501478 円山 №8 ¥1,100 ¥1,200

Ｐ152

504193

501121 黒軸平筆 №1 ¥460 ¥480

¥180

501480 円山 №10 ¥1,500

¥660 ¥700

501469 隈取 №9 ¥600 ¥680 504170 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 平筆10 ¥850 ¥890

501468 隈取 №8 ¥520 ¥590 504169 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 平筆 9

¥460

501467 隈取 №7 ¥450 ¥500 504168 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 平筆 8 ¥530 ¥580

501466 隈取 №6 ¥380 ¥420 504167 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 平筆 7

¥290

501465 隈取 №5 ¥320 ¥360 504166 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 平筆 6 ¥335 ¥360

501459 彩色 №9 ¥550 ¥620 504165 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 平筆 5

¥210

501458 彩色 №8 ¥480 ¥540 504164 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 平筆 4 ¥220 ¥240

501457 彩色 №7 ¥400 ¥460 504163 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 平筆 3

¥160

501456 彩色 №6 ¥320 ¥370 504162 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 平筆 2 ¥160 ¥180

501454 彩色 №4 ¥300 ¥340 504161 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 平筆 1

¥250

501441 版下筆 №1(黄軸) ¥700 ¥780 504171 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 彩色 大 ¥260 ¥280

501440 版下筆 №0(赤軸) ¥580 ¥660 504172 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 彩色 中

¥170

501444 判下書 №4 ¥1,300 ¥1,350 504173 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 彩色 小 ¥200 ¥220

501443 判下書 №3 ¥1,000 ¥1,100 504176 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 面想 大

¥140

501442 判下書 №2 ¥880 ¥960 504177 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 面想 中 ¥140 ¥150

501432 ゆり面想 №2 ¥750 ¥780 504178 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆(ﾌﾟﾗ軸) 面想 小

¥380

501431 ゆり面想 №1 ¥620 ¥650 504151 ﾃﾞｻﾞｲﾝ筆 3本組(竹軸) ¥920 ¥950

501423 紫峰面想 №3(大) ¥1,450 ¥1,580 504123 図案筆(竹軸) 隈取 大

¥350

¥270 ¥300

501422 紫峰面想 №2(中) ¥1,200 ¥1,300 504122 図案筆(竹軸) 隈取 中 ¥300 ¥330

501421 紫峰面想 №1(小) ¥750 ¥850 504121 図案筆(竹軸) 隈取 小

¥270

501413 面想 №3 ¥500 ¥560 504112 図案筆(竹軸) 彩色 中 ¥280 ¥310

Ｐ150

501412 面想 №2 ¥440 ¥480

Ｐ151

504111 図案筆(竹軸) 彩色 小 ¥230

501414 面想 №4 ¥580 ¥640 504113 図案筆(竹軸) 彩色 大 ¥320

¥350

¥120

¥150

¥230

¥145

¥190

¥265

¥420

　◇ホルベイン　図案筆 　◇教材用筆　

定価表 ご注文№ 商品名 現行価格 新価格 定価表 ご注文№ 商品名 現行価格 新価格
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平成２９年９月

HOLBEIN
２０１７-№９

≪　ご　案　内　≫　

人の心を彩りたい

＜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。

＜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。

＜長期欠品のお詫び＞
◆ ご案内 No.5 でお知らせいたしました＜不透明水彩（ガッシュ）リニューアル＞に伴うセット類の有切廃番と

新セットへの切り替えですが、

・ ５号チューブセットの、旧仕様品は全て在庫終了いたしました。

新仕様セットへの切り替えをお願いします。（ご案内 No.7）

・ ２号チューブセットにつきましても、１８・２４・３０色セットは、在庫終了となりましたので

廃番とさせていただきました。

（１２色セットは、未だ若干の在庫がございます。）

２号１２・１８色セットは、新デザインのチューブ、新パッケージ、新入組によるセットの発売を準備中ですが

生産の遅れにより、新仕様セットの出荷開始はおおよそ９月末頃の予定です。

２号１８色セットにつきましては、新仕様品発売まで申し訳ございませんが、長期欠品となりますので、

何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

ガッシュ２号セット新仕様品につきましては、下記のご発注No．販売価格となります。

＊ セット入組みは、５号各セットと同じ入組みとなります。（ご案内No.7を参照ください。）

＊ 各セット新価格となります。（12色 \2200→￥2300、18色￥3400→￥3500）

＊ 各セット共、９月末頃の出荷開始を予定しています。
ホルベイン画材株式会社　営業部

※CdA　ﾒﾀﾙｼｬｰﾌﾟﾅｰ　ﾚｯﾄﾞﾏｯﾀｰﾎﾙﾝ　限定品　好評につき完売いたしました。

Ｐ267 618508 CdA 455-070 ﾒﾀﾙｼｬｰﾌﾟﾅｰ ﾚｯﾄﾞﾏｯﾀｰﾎﾙﾝ 7630002333436 ¥29,000

3704 HGC2号　G704　18色ｾｯﾄ 4900669037040 ¥3,500

※TAG顔料廃番に伴うリニューアルとなり、玉虫色（赤/紫）（青/青緑）（黄/黄緑）（緑/濃緑）価格￥580-が新製品です。

ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 価格

3702 HGC2号　G702　12色ｾｯﾄ 4900669037026 ¥2,300

TAG 20ml 392-D 玉虫色（黄緑／緑） 4993453151923 ¥580

779400 TAG 20ml 393-D 玉虫色（赤／黄緑） 4993453151930 ¥580

Ｐ291

779397 TAG 20ml 390-D 玉虫色（青／紺） 4993453151909 ¥580

779398 TAG 20ml 391-D 玉虫色（青緑／青） 4993453151916 ¥580

779399

508072 ﾁｪﾙｼｰｼﾞｪﾙB ｵｰﾊﾞﾙ №6 4938331521825 ¥2,200

508073 ﾁｪﾙｼｰｼﾞｪﾙB ﾌﾗｯﾄ №4 4938331521832 ¥2,200

Ｐ66 105758 ﾊｰﾄﾞﾘｾｰﾌﾞﾙ 222F-14 4938331027983 ¥1,300

Ｐ222

508071 ﾁｪﾙｼｰｼﾞｪﾙB ｵｰﾊﾞﾙ №4 4938331521818 ¥2,200

Ｐ64

102701 画筆 OX-F №1 4938331023213 ¥540

102704 画筆 OX-F №4 4938331023244 ¥800

102705

4938331020540 ¥3,500

画筆 OX-F №5 4938331023251 ¥840

102737 画筆 OX-R №7 4938331023473 ¥1,080

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格

Ｐ63

102105 画筆 HH-F №4 4938331020458 ¥780

102116 画筆 HH-F №18 4938331020564 ¥4,700

102125 画筆 HH-R №8 4938331020656 ¥1,500

102113 画筆 HH-F №12 4938331020533 ¥3,000

102114 画筆 HH-F №14

Ｐ175 300221 ﾃﾞｯｻﾝ木炭用 芯抜き (2本組) 4938331301212 ¥320 ¥360

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格 新価格

3 / 3 ページ


