
＜価格改定のお知らせ＞
◆ 下記商品を平成３０年３月１日（木）より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３０年５月１日（火）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。

＜仕様変更のお知らせ＞
◆ 下記商品が仕様変更となります。

※全長が145m/m　→　150m/m　・軸形状も若干変更となりますが、価格・穂先の変更はございません。

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード

Ｐ178 203921 ﾊﾟｽﾃﾙﾌﾞﾗｼ　HP-01 4938331208573

MｺﾐｯｸBIG CB-731 4938331717914 ¥280

Ｐ249 576174 H95040 ﾃﾝﾌﾟﾚ-ﾄ 円 (大) 4938331909043 ¥1,000

Ｐ
211・
212

761440 MｺﾐｯｸBIG CB-440 4938331708400 ¥280

761583 MｺﾐｯｸBIG CB-583 4938331716436 ¥280

761731

Ｐ77 120123 ｽｹｯﾁ箱 胡桃 六号型 4938331100136 ¥29,500

Ｐ154 240101 越前和紙 画仙紙 小判 4938331224412 ¥360

110836 ｲﾀﾘｱﾝ ｱｰﾄﾅｲﾌ №16 4938331043266 ¥1,400

110837 ｲﾀﾘｱﾝ ｱｰﾄﾅｲﾌ №17 4938331043273 ¥1,400

Ｐ74 110812 Fﾍﾟﾝﾁﾝｸﾞﾅｲﾌ №12 4938331043020 ¥1,000

Ｐ75

110828 ｲﾀﾘｱﾝ ｱｰﾄﾅｲﾌ №8 4938331043181 ¥1,400

¥2,700 ¥3,050

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格

新価格

Ｐ188
411481 高性能ｸﾚｲ ｽｰﾊﾟｰｽｶﾙﾋﾟｰ　ﾍﾞｰｼﾞｭ 715891114315 ¥2,500 ¥2,750
411482 ｽｰﾊﾟｰｽｶﾙﾋﾟｰ ﾌｧｰﾑｸﾞﾚｲ 454ｇ 715891114513

160461 ﾗｲﾄ木枠　P-100 4997530081165 ¥10,820 ¥9,470

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格

160453 ﾗｲﾄ木枠  S-80 4997530083022 ¥14,460 ¥12,650
160454 ﾗｲﾄ木枠  S-100 4997530083169 ¥15,800 ¥13,830

160442 ﾗｲﾄ木枠  F-130 4997530080182 ¥17,800 ¥15,580
160452 ﾗｲﾄ木枠  S-50 4997530083015 ¥6,700 ¥5,860

160439 ﾗｲﾄ木枠  F-100 4997530080168 ¥10,820 ¥9,470
160440 ﾗｲﾄ木枠  F-120 4997530080175 ¥14,240 ¥12,460

160441 ﾗｲﾄ木枠  F-60 4997530080144 ¥5,980 ¥5,230
160438 ﾗｲﾄ木枠  F-80 4997530080151 ¥9,820 ¥8,600

160436 ﾗｲﾄ木枠　F-40 4997530080120 ¥4,480 ¥3,920
160437 ﾗｲﾄ木枠  F-50 4997530080137 ¥5,080 ¥4,440

160433 ﾗｲﾄ木枠　F-20 4997530080090 ¥1,880 ¥1,640
160435 ﾗｲﾄ木枠  F-30 4997530080113 ¥3,880 ¥3,400

160431 ﾗｲﾄ木枠　F-12 4997530080076 ¥1,560 ¥1,370
160432 ﾗｲﾄ木枠　F-15 4997530080083 ¥1,720 ¥1,510

¥860 ¥760
160429 ﾗｲﾄ木枠　F-8 4997530080052 ¥1,020 ¥900
160430 ﾗｲﾄ木枠　F-10 4997530080069 ¥1,420 ¥1,240

¥400
160426 ﾗｲﾄ木枠　F-3 4997530080021 ¥520 ¥460

Ｐ92

160424 ﾗｲﾄ木枠　F-0 4997530080007 ¥460 ¥400
160425 ﾗｲﾄ木枠　SM 4997530080014 ¥460

160427 ﾗｲﾄ木枠　F-4 4997530080038 ¥700 ¥610
160428 ﾗｲﾄ木枠　F-6 4997530080045
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定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格 新価格

1 / 2 ページ



平成３０年３月

HOLBEIN
２０１８-№２

≪　ご　案　内　≫　

人の心を彩りたい

＜２０１８ホルベイン・プライスリトお詫びと訂正＞

＜新製品のお知らせ＞
◆ アクリリック インクに、新色とメディウムを追加発売いたします。

◆ 「ボタニカルアート」に適した透明水彩絵具セットと水彩パッドを新たに発売いたします。

[透明水彩２号２４色ボタニカルアートセット]

これまで販売しておりました「HWC２号２４色ボタニカルセット」を廃番とし、新たに新入組、新パッケージにて

発売いたします。

ボタニカルアート作家山根悦子先生の作品をパッケージに使用し、また簡単なボタニカルアートの描き方の

小冊子をセットしています。

[ボタニカルアート 水彩紙 F4パッド]

表紙は絵具と同様、山根先生の作品でデザインいたしました。

尚、出荷開始は３月１４日を予定しています。

　
ホルベイン画材株式会社　営業部

DG ｳﾙﾄﾗﾗｲﾄﾊｲｼｰﾄﾁｪｱ C1-181 ¥2,400 ¥4,600

¥2,800

¥2,400

3冊
-

3455 HWC 2-24色 ﾎﾞﾀﾆｶﾙｱｰﾄｾｯﾄ 4900669034551 ¥5,500 1個

270971 ﾎﾞﾀﾆｶﾙｱｰﾄ Wﾌｫｰﾄﾞﾎﾜｲﾄ WFB-F4 PAD 細目 4938331246537 ¥2,000

ボタニカルアートに適した「ウォーターフォード ホワイト 細目」をF4サイズの天のりパッド仕様で発売いたします。

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格 単位

- 15998 HAI 100ml 全色(50色)ｾｯﾄ                4900669159988 ¥56,550 新製品

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格 備考

Ｐ34 15995 HAI 100ml 全色(49色)ｾｯﾄ 4900669159957 ¥55,350 廃番

定価表 ご注文№ 商品名 ＪＡＮコード 現行価格 備考

A 4900669159902 ¥850 1
※スーパー オペイク ブラックは、不透明の黒です。
※オペーク メディウムは、アクリリック インクを不透明色にするメディウムです。

-
15934 　HAI 100ml AI934 ｽｰﾊﾟｰｵﾍﾟｰｸ ﾌﾞﾗｯｸ C 4900669159346 ¥1,200 1
15990 　HAI 100ml AI990 ｵﾍﾟｰｸ ﾒﾃﾞｨｳﾑ

Ｐ84

182132 DG ｱﾙﾐ製4脚ｳﾙﾄﾗ ﾗｲﾄﾁｪｱ C1-55 ¥7,400

182133 DG ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ製ｳﾙﾄﾗ ﾏｲｸﾛﾁｪｱ C1-54 ¥2,800

◆ スーパー オペイク ブラックの増色に伴い、１００ml ４９色セットは廃番とさせていただき、
　　スーパー オペイク ブラックを加えた、５０色（４９色+カラーレス）で、発売させていただきます。

ﾐｭｰｽﾞﾌﾞｯｸ　画用紙　M-3506  F6 ¥1,800 ¥1,620

ﾐｭｰｽﾞﾌﾞｯｸ　画用紙　M-3508  F8 ¥2,000 ¥1,900

Ｐ297 -

価格 ¥1,200 ¥1,080

ﾐｭｰｽﾞﾌﾞｯｸ　画用紙　M-3504  F4 ¥1,300 ¥1,250

182134

単位

ﾐｭｰｽﾞﾌﾞｯｸ　画用紙　M-3503  F3

Ｐ110 270450 ｳｫｰﾀｰﾌｫｰﾄﾞﾅﾁｭﾗﾙEH-PC(L)/300・中目 発注番号 270450 270480

ホルベインプライスリスト2018年の内容に、一部訂正がございます。
謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
恐れ入りますが、本訂正表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
定価表 ご注文№ 商品名 訂正内容 誤 正

定価表 ご注文№ 商品名 ｼﾘｰｽﾞ ＪＡＮコード 本体価格
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