
ニクナスガイドブック掲載内容の訂正とお詫び
2019年3月に発刊いたしました「2019ニクナス工具ガイドブック20」の掲載内容おきまして、誤った記載箇所がございました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
2019ニクナスガイドブック正誤表
ページ メーカー 訂正箇所 コード 誤 正 備考

319437 コード319437 コード319435 カラー違い（青）のコードが記載されている
319441 コード319441 コード319438 カラー違い（青）のコードが記載されている

18 ボッシュ 下段右端　商品名 313440 充電式ハンマドリル 充電ハンマドリルＧＢＨ１８Ｖ－ＬＩＹＮ 商品名のみで品番の記載が無い
310102 Ｂ－１０Ｎ Ｂ－１０ＣＬ 品番変更
310103 Ｂ－２０Ｎ Ｂ－２０ＣＬ 品番変更

109 新ダイワ 上段左端　エンジン刈払機ＲＡ３０２１－ＵＴの価格 320798 ¥61,690 ¥51,000 記載価格間違い
111 新ダイワ 上段左２番目　エンジンチェンソーＥ２０３４Ｓの表中 320331 Ｅ３０３４Ｓ－ＡＣ／３５０Ｈ Ｅ２０３４Ｓ－ＡＣ／３５０Ｈ 品番表記間違い
119 レッキス 右から２番目　ダイヘッドの表中・一番下 100513 ¥138,600 ¥145,000 記載価格間違い
163 レッキス 下段左端　配水用ＥＦコントローラＭＥＦ２００－ 216602 JW規格・PWA規格に対応 表記なし 「JW規格・PWA規格に対応」の文言削除
171 ＭＣＣ 上段右端　バイト式カッターＰＥＢＪの表中 320866 コード320869 コード320866 記載コード間違い

116243 コード166470 コード116243 記載コード間違い
116250 コード166488 コード116250 記載コード間違い
116268 コード166495 コード116268 記載コード間違い
116275 コード166506 コード116275 記載コード間違い
116282 コード166513 コード116282 記載コード間違い
116706 コード166520 コード116706 記載コード間違い
116713 コード166538 コード116713 記載コード間違い

174 ニシヤマ 上段中　新ＳＴストッパーの表中・一番上 361075 新ＳＴストッパー″（２０） 新ＳＴストッパー″（１９） 商品名サイズ表記間違い
221516 ＬＤＷＸ－７０ ＬＤＷＸ－７０（Ｉ） 色品番（Ｉ）抜け
229808 ＬＤＷＸ－７０Ｌ ＬＤＷＸ－７０Ｌ（Ｉ） 色品番（Ｉ）抜け

191 因幡電工 上段右から二番目　ボルト吊り金具の表中・下 204665 ＳＨＢ－１Ｆ ＳＨＢＮ－１Ｆ カタログ記載品番間違い
191 因幡電工 中段左から二番目　ボルト吊り金具ＳＨＢ－１Ｌ 105211 ＳＨＢ－１Ｌ ＳＨＢＮ－１Ｌ カタログ記載品番間違い

233951 ¥2,130 ¥2,600 記載価格間違い
233952 ¥2,510 ¥3,000 記載価格間違い
233953 ¥3,230 ¥3,670 記載価格間違い

196 オーケー 下段左から二番目　商品名品番 309702 Ｋ－ＫＫＫＺ５Ｇ Ｋ－ＫＫＺ５Ｇ カタログ記載品番間違い
322 ＫＴＣ 上段左端　デジラチェの表中・２行目 238558 ＧＥＫ０３０－Ｒ３ ＧＥＫ０３０－Ｃ３ 記載品番間違い

226162 ¥1,550 ¥1,480 記載価格間違い
226163 ¥1,690 ¥1,550 記載価格間違い
226164 ¥1,750 ¥1,690 記載価格間違い

344 ベッセル 下段左端　商品名 ウッディナットドライバＢ３４０ＮＴ ウッディナットドライバＢ３８０ＮＴ 記載品番間違い
319779 ６－１５０ ６×１５ 呼称記載間違い
319780 ２－１５０ ２×１５ 呼称記載間違い

362 スーパーツール 上段左から二番目　横押し型トグルクランプの表中・下 309543 コード309453 コード309543 記載コード間違い
390 ハマコＳＳ 右端　防爆コンビネーションレンチの表中・ＣＢＭＳ－２１ 308915 ¥13,230 ¥13,270 記載価格間違い
392 ハマコＳＳ 左端　防爆片口スパナの表中・ＣＢＫＳ－２６ 308890 ¥11,450 ¥11,440 記載価格間違い
392 ハマコＳＳ 右端　防爆打撃メガネレンチの表中・ＣＢＤＲ－６０ 308947 ¥43,390 ¥43,370 記載価格間違い

345 ベッセル 下段左端　ウッディスタビードライバー３２０の表中

192 因幡電工 下段右から二番目　リサイクロック３分レールタイプの表中・２～４行目

331 トップ 上段右から二番目　電動ドリル用ソケットの表中・６～８行目

172 大肯精密 下段右端　ガス穿孔機用取出しアダプタの表中・ＨＴ各サイズ

181 因幡電工 下段左端　ウォールコーナーエアコンキャップ／換気エアコン用の表中

2 マックス機 上段右端　充電インパクトドライバＰＪ－ＩＤ１５２の表中

107 日東工器 上段左端　エア式ベルトサンダベルトンの表中
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2019ニクナスガイドブック正誤表
ページ メーカー 訂正箇所 コード 誤 正 備考
393 ハマコＳＳ 右端　防爆ソケット（１０角）表中・ＣＢ６Ｓ－２１ 308739 ¥16,720 ¥12,280 記載価格間違い
393 ハマコＳＳ 下段左から二番目　防爆エクステンションバーの表中・４行目 308725 ¥15,080 ¥15,070 記載価格間違い
448 ユニカ ルーティアンカーＣタイプの表中・Ｃ－８４０ 236752 ¥74.00 ¥62.00 記載価格間違い
450 サンコー 右側　グリップアンカーの表中・ＧＡ－６０ 347613 ¥408.00 ¥470.00 記載価格間違い
479 エヌパット 右側　スマートインサート 305148 色記載の後（コードは青色）を記載 備考記載漏れ
479 エヌパット 上段左　雄ねじ型インサートＳＤＯ 318787 色記載の後（コードは青色）を記載 備考記載漏れ
510 ミヤナガ 振動コア（ＰＣＳＷ）のセンターピン表中・上 215112 ＰＣＷＳＣＤ２２５ ＰＣＳＷＣＤ２２５ 記載品番間違い
527 ミヤナガ 左側　エスロックシステム構成図内ＳＬシャンクストレート（ＣＤ付）ＳＬＳＫ 217691 ¥4,500 ¥4,730 記載価格間違い
527 ミヤナガ 　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　 ＳＬシャンクＳＤＳ（ＣＤ付）ＳＬＳＫＲ　 217692 ¥4,500 ¥4,730 記載価格間違い
527 ミヤナガ 　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　 ＳＬシャンク充電（ＣＤ付）ＳＬＳＫＪＤ 217693 ¥4,700 ¥4,940 記載価格間違い
527 ミヤナガ 　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　ＳＬハイスセンタードリルＳＬＣＤ 217697 ¥600 ¥630 記載価格間違い
527 ミヤナガ 　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　 ＳＬハイスセンタードリルＳＬＣＤ８０ 235698 ¥600 ¥630 記載価格間違い
527 ミヤナガ 　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　 ＳＬ超硬センタードリルＳＬＣＤＴ 217698 ¥1,250 ¥1,320 記載価格間違い
527 ミヤナガ 　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　 ＳＬ超硬センタードリルＳＬＣＤＴ８０ 235699 ¥1,800 ¥1,890 記載価格間違い
527 ミヤナガ 　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　 ＳＬセンターピンＳＬＣＰ 217699 ¥2,630 ¥2,630 記載価格間違い
527 ミヤナガ 　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　 ＳＬシャンクアダプタＳＬＡＤＰＪＤ 235690 ¥800 ¥840 記載価格間違い
544 ニコテック 左端　バイメタルホルソーのセンタードリル表中・一番下 344510 85T(54～100φ用) 85T(54～140φ用) 記載スペック間違い

320814 コード321814 コード320814 記載コード間違い
320815 コード321815 コード320815 記載コード間違い

552 三菱 左端　ストレートドリルの表中・１１．５ 142409 ¥3,780 ¥2,780 記載価格間違い
481719 ¥345 ¥365 記載価格間違い
481733 ¥355 ¥375 記載価格間違い
481758 ¥445 ¥470 記載価格間違い
481772 ¥755 ¥800 記載価格間違い
481780 ¥1,105 ¥1,170 記載価格間違い
481797 ¥1,390 ¥1,475 記載価格間違い
481808 ¥1,890 ¥2,000 記載価格間違い
481815 ¥2,540 ¥2,690 記載価格間違い
211809 ¥12,400 ¥13,100 記載価格間違い
211810 ¥16,400 ¥17,300 記載価格間違い
217676 ¥12,400 ¥13,100 記載価格間違い
217677 ¥16,200 ¥17,100 記載価格間違い
345256 オープン価格 ¥160 記載価格間違い
345263 オープン価格 ¥350 記載価格間違い
345270 オープン価格 ¥450 記載価格間違い
345288 オープン価格 ¥550 記載価格間違い
345295 オープン価格 ¥600 記載価格間違い
345306 オープン価格 ¥640 記載価格間違い
345313 オープン価格 ¥710 記載価格間違い
345320 オープン価格 ¥1,010 記載価格間違い
345338 オープン価格 ¥1,080 記載価格間違い

581 富士製砥 上段左端　つるぎの表中全品

576 レッキス 下段左端　マルチブレードの表中

567 下段右端　皮抜ポンチ表中全品

575 レッキス 下段左から二番目　ブレードマスター（花）の表中

547 ＯＭＩ 下段右側　デュアルホールカッターの表中・ＤＨ４０Ｃ・４５Ｃ
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302835 ¥1,200 ¥1,700 記載価格間違い
302828 ¥1,550 ¥2,200 記載価格間違い
302850 ¥1,200 ¥1,600 記載価格間違い

587 ボッシュ セーバーソーブレードの表中・Ｓ９５６ＸＨＭ 309204 ¥4,350 ¥3,800 記載価格間違い
587 ボッシュ セーバーソーブレードの表中・Ｓ１１５６ＸＨＭ 309205 ¥6,100 ¥5,200 記載価格間違い
587 ボッシュ セーバーソーブレードの表中・Ｓ１２５６ＸＨＭ 309206 ¥7,650 ¥5,500 記載価格間違い
587 ボッシュ セーバーソーブレードの表中・Ｓ９２２ＥＨＭＮ 309207 ¥3,900 ¥3,800 記載価格間違い
587 ボッシュ セーバーソーブレードの表中・Ｓ１０２２ＥＨＭ 309208 ¥5,500 ¥5,200 記載価格間違い

225966 ¥3,700 ¥3,900 記載価格間違い（二行分）
225967 ¥4,200 ¥4,400 記載価格間違い（二行分）
225968 ¥5,300 ¥5,500 記載価格間違い
313081 ¥2,420 ¥2,910 記載価格間違い
313092 ¥2,640 ¥3,170 記載価格間違い
313093 ¥3,960 ¥4,760 記載価格間違い
313094 ¥4,840 ¥5,810 記載価格間違い

597 三笠産業 上段右端　バイブロコンパクターの品番 323094 ＭＶＨ－Ｒ６０Ｈ ＭＶＨ－Ｒ６０ＨＡ 記載品番間違い
601 明和製作所 下段左から二番目　コンクリートカッターＨＣ１５０本体 324495 （ブレード別売） ブレード別売記載漏れ
607 デンヨー 上段右から二番目　インバータ発電機ＧＡ２８００ＥＳＩＶ２ 320651 低騒音型 超低騒音型 記載スペック間違い
629 新明和 上段右側　汚水用水中ポンプＣＲＳの表中・一番下 240638 ＣＲＳ５０１ＤＴ－Ｆ５０－０．７５ ＣＲＳ５０１Ｄ－Ｆ５０－０．７５ 記載品番間違い
638 オグラ 上段左端　コードレスツライチカッタＨＳＣ－２０ＢＬＮ 320544 \1850,000 ¥185,000 記載価格間違い
654 長谷川工業 下段右側　商品名 316767 Ｌ型アウトリガー Ｌ型アウトリガー　ＰＡＲ１．０ 品番記載抜け
761 ヨドコウ 上段右から二番目　ヨドコウ物置ＬＭＤ－１８１１ 212561 ¥133,000 ¥145,000 記載価格間違い
761 ヨドコウ 下段右から二番目　ヨドコウ物置ＬＭＤ－１８１５ 212562 ¥146,000 ¥158,000 記載価格間違い
761 ヨドコウ 上段右端　ヨドコウ物置ＬＭＤ－２２１５ 212563 ¥148,000 ¥160,000 記載価格間違い
761 ヨドコウ 下段右端　ヨドコウ物置ＬＭＤ－２９１１ 212564 ¥175,000 ¥191,000 記載価格間違い
762 ヨドコウ 上段左端　ヨドコウ物置ＬＭＤ－２９２２ 212565 ¥250,000 ¥273,000 記載価格間違い
762 ヨドコウ 下段左端　ヨドコウ物置ＬＭＤ－２９２９ 212566 ¥314,000 ¥342,000 記載価格間違い
762 ヨドコウ 上段左から二番目　ヨドコウ多目的物置ＤＺＢ－２２１５ＨＷ 237595 ¥325,000 ¥358,000 記載価格間違い
762 ヨドコウ 上段左から二番目　ヨドコウ多目的物置ＤＺＢ－２２１５ＨＥ 237596 ¥308,000 ¥342,000 記載価格間違い
762 ヨドコウ 下段左から二番目　ヨドコウ多目的物置ＤＺＢ－２９２２ＨＷ 237597 ¥454,000 ¥499,000 記載価格間違い
762 ヨドコウ 下段左から二番目　ヨドコウ多目的物置ＤＺＢ－２９２２ＨＥ 237598 ¥414,000 ¥455,000 記載価格間違い
762 ヨドコウ 上段右から二番目　ヨドコウカーポートＫＤＡＧ－３０５０ 212569 ¥357,000 ¥386,000 記載価格間違い
762 ヨドコウ 下段右から二番目　ヨドコウカーポートＫＦＣＧ－２８５０ 212570 ¥207,000 ¥224,000 記載価格間違い
762 ヨドコウ 上段右端　ヨドコウガレージＶＧＢ－２６５５ 212571 ¥396,000 販売終了 廃番
762 ヨドコウ 下段右端　ヨドコウハウスＹＨＮ－６０ 212572 ¥685,000 ¥740,000 記載価格間違い
779 丸山製作所 上段右端　高圧洗浄機ＭＫＷ１５１１ＤＸ－Ｈ 313278 ¥185,000 ¥186,000 記載価格間違い
824 グッドマン 下段左から二番目　漏水探査コードレスステットフォンマイク付 312444 ¥340,000 オープン価格 記載価格間違い

211733 ¥2,990 ¥3,150 記載価格間違い
211734 ¥3,150 ¥3,330 記載価格間違い
211735 ¥3,330 ¥3,540 記載価格間違い
211736 ¥3,540 ¥3,740 記載価格間違い

590 レッキス 下段右から二番目　コブラブレードの表中全て

594 バーコ 下段右端　マシンソー３８０２の表中全て

843 アカツキ 上段左から二番目　箱型アルミレベルＬ２７０の表中・全品

586 ハイコーキ セーバーソーブレードの表中・No５・No４・No７
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211737 ¥3,740 ¥4,000 記載価格間違い
211738 ¥4,000 ¥4,600 記載価格間違い
211739 ¥4,600 ¥5,300 記載価格間違い
211740 ¥5,300 ¥5,980 記載価格間違い
316287 ¥2,340 ¥2,000 記載価格間違い
316288 ¥2,780 ¥2,550 記載価格間違い

855 タジマツー 中段左側　グリーンレーザー　ゼロジーの本体写真 320058 掲載画像間違い（画像がＺＥＲＯＧＮ－ＫＪＹ）
855 タジマツー 上段右側　ゼロブルー　ＺＥＲＯＢＬＮ－ＫＪＣ 324131 ナビ機能あり スペック記載間違い
855 タジマツー 中段右側　ゼロブルー　ＺＥＲＯＢＬＳ－ＫＪＣ 324128 ナビ機能 ナビ機能なし スペック記載間違い
898 アルインコ 上段右端　トランシーバーの品番 316328 トランシーバー　ＤＪ－Ｒ２０００Ｄ トランシーバー　ＤＪ－Ｒ２００Ｄ タイトル商品名記載間違い（0が一つ多い）
952 トーアン 上段中　安全チョッキの表中・１行目 309095 ＡＹＷ９０ＬＦ ＡＹＬ９０ＬＦ 記載型式間違い

アカツキ 上段左から二番目　箱型アルミレベルＬ２７０の表中・全品

843 アカツキ 下段左から二番目　箱型Ｖ溝アルミレベルの表中・１～２行目

843
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