
※�ご注文は、事務室にありますUCHIDASVol.14カタログの裏表紙「オーダー
シート」をご利用ください。
※  LOOK につきましてはUCHIDASVol.14カタログをご参照ください。

チラシ有効期限

2021年2月26日（金）PM5:00まで
担当販売店

Japan
252mm

17
9

m
m

※1組単位でお申し込みください。まとめ買い 1組（5枚入）

8-616-4712
片面 595シリーズ

8-616-4713
片面 343シリーズ

［ウチダ］ 4線入り マグネットシート［ウチダ］ 中太 4線入り 片面マグネットシート

裏面

表面（使用例）

LOOK  ▼  P.406

●寸法／630（幅）×195（高）×2（厚）mm　●磁石付
8-616-4635
［TUK］つながる四線黒板

［コクヨ］

イレーザー付き
ホワイトボード用マーカー
●線幅／0.7～1.0mm　
●付属品／マグネット、イレーザー

指導用にも、児童や生徒にも使いやすい4線入りのマグネットシート！

4線がプリントされたロール紙！
授業の事前準備に便利！！

英単語の繰り返し練習や
なぞり書き学習に！

チョークライナー®のホワイトボード用！今、学校にある
黒板やホワイトボードが
英語用に早変わり！！

※紙製のため、折り曲げや水漏れにはご注意ください。

●セミB5判　●材質／紙
●寸法／179（縦）×252（横）mm

中太4線入り両面ホワイトシート［ウチダ］

8-616-4676
8-616-4677

8-616-4665 ●黒

8-616-4666 ●赤

8-616-4667 ●青

Look P.405

ノートと同じセミB5サイズなので、保管もしやすい。

ホワイトボード
マーカーで書き消しが

できます。

Look P.406

キャップケースを外すと、
マーカーの4つのキャップも

一度に外せます。

LOOK  ▼  P.405

Look P.405

箱入

32mm

56mm
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36mm
Japan 32mm

56mm

32mm

595シリーズ 343シリーズ

裏面表面表面 裏面

28mm
16mm

16mm

16mm

16mm
28mm

裏面（両面のみ）

450mm
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表面

英語の

4線が一度に

書けます。

36mm

48mm

36mm

24mm
18mm

18mm

18mm

18mm
24mm

各
（税込 ¥611）

¥
税抜556

M価税抜 オープン1枚

各
（税込 ¥2,310）

¥
税抜2,100

M価税抜 オープン1包

（税込 ¥5,478）
¥
税抜4,980

M価税抜 オープン1個

（税込 ¥88）
¥
税抜80

M価税抜 
￥1001本

1
個

（税込 ¥4,730）¥
税抜4,300 M価税抜 オープン

 教科書対応版 595シリーズ

小学校外国語科の教科書で採用している4線の幅に
対応しています。

アルファベットの正しい形
を指導するために最適な
間隔になっています。

幅について

4線の第3線（基本線）と第2線の真
ん中の幅を広めにとることで、小文字
を書くスペースを確保しています。

小文字「a」「d」、「n」「h」を書く際、上に突き出る部分を 
児童が識別しやすい幅（スペース）にすることで字形がキレイ
にかけるようにしています。

 ウチダオリジナル 343シリーズ

大文字「E」「F」の横線を書いた時でも第2
線にピッタリ重なります。正しい字形で
書いて覚えることができる幅（スペース）
です。

●名前シール2枚付

8-616-4670 片面

1
枚

（税込 ¥611）¥
税抜556 M価税抜 オープン

8-616-4671 両面

1
枚

（税込 ¥1,018）¥
税抜926 M価税抜 オープン

※1組単位でお申し込みください。まとめ買い 1組（5枚入）

8-616-4711両面8-616-4710片面

（税込 ¥2,954）¥
税抜

2,686

※1組単位でお申し込みください。
まとめ買い 1組（10枚入）

8-616-4636

（税込 ¥19,250）

¥
税抜

17,500

［どれみ教材開発］

英語専用 4線 
チョークライナー®

●付属品／白チョーク3本、黄色チョーク1本
●材質／ポリエチレンフォーム、ウレタン
※「チョークライナー」は、どれみ教材開発の特許取得商品です。

8-616-4637 黒板用

［どれみ教材開発］

英語専用 4線チョークライナー®

●付属品／ボードマーカー黒3本、青1本
●�材質／ポリエチレンフォーム、ポリプロピレンシート

8-616-4753 ホワイトボード用

※「チョークライナー」は、どれみ教材開発の特許取得商品です。

（税込 ¥1,980）¥
税抜1,800

M価税抜 オープン1枚

1
袋

（
10
枚
入
） 各

（税込 ¥1,980）

¥
税抜1,800

M価税抜 オープン

黒

4線が
プリントされた
補助黒板です。

32mm

56mm

32mm

36mm

48mm

36mm

40mm

40mm

40mm

片面／両面（表）

20mm

20mm
20mm
20mm

20mm
20mm

両面（裏）

595シリーズ

595シリーズ

343シリーズ

343シリーズ

●名前シール2枚付

8-616-4672
8-616-4673

595シリーズ

343シリーズ

Look P.404

（税込 ¥4,940）¥
税抜

4,491

Hello! Nice to
meet you♪

595シリーズ

343シリーズ

8-616-4674
8-616-4675

中太 4線入り ロール紙
［ウチダ］

●寸法／262（幅）mm×30（長）m　
●材質／上質紙

595シリーズ

343シリーズ

ひとりに1本ずつ！
児童の筆箱に入る

サイズです。

あると便利な商品

あると便利な商品

外国語活動・
外国語授業向けおすすめ

商品特集！！

好きな

長さで切って

使えます。

角は丸く、
3本目の基本線は
見やすい青色に

しています。

（税込 ¥2,954）

¥
税抜

2,686各

東京書籍 光村図書 対応

LOOK  ▼  P.405
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DS・5193-1・2001Pn600HA

教育用品通販カタログ決定版「UCHIDAS」
行事用品、学習支援用品から日用品まで約21,600点が勢ぞろい!

www.uchidas.net

FAX70120-7
な な ご ー な な

57-959

お 問 い 合 せ は こ ち ら

受付時間：午前9時〜午後5時（ 土・日・祝日を除く）

株式会社内田洋行／教育機器事業部 ウチダス事業グループ

TEL70120-757-969ウチダスお問い
合せセンター

※北海道、九州、離島、 
（本州・四国の一部）は翌々日以降

送料無料!

までのご注文が
翌日お届け※！

インターネットショップ／
FAX

5:00PM

UCHIDASカタログのご用命は、ウチダスお問い合せセンターまで！

ご注文はカタログ裏表紙のオーダーシートにご記入の上、下記 FAX に送信ください

11mm

SWITCH ON!の
特長・使い方はコチラ！

Look P.411

［mpi 松香フォニックス］

小学校英語 
SWITCH ON！
8-616-4687 Grade1

8-616-4688 Grade2

8-616-4689 Grade3

8-616-4690 Grade4

8-616-4691 Grade5

8-616-4692 Grade6

●DVD+CD-ROM

CD-ROMに収められた授業案、児童用ワークシートなどの
多くの学習支援素材で、45分授業でも短時間授業でも指導
者をサポートします。

ジャンボごほうび
スタンプ

［ラーニングリソース］

8-616-4662
●寸法／ケース：235（幅）×200（奥）×
40（高）mm、スタンプ：約34×34mm
※インクは付属しておりません。

Look P.410

Look P.410

8-616-4624
●寸法／105.5（幅）×18.5（奥）×148（高）mm　●付属品／純正液晶保護フィルム× 
1枚、単三アルカリ乾電池×2個、タッチペン×1本、専用ヘッドホン
�〈セット内容〉　
�キッズクラウン英和辞典・和英辞典、キクタンキッズ、ブリタニカ国際大百科事典 他

［カシオ計算機］

小学生向け電子辞書 液晶保護フィルムセット

小学校英語の4技能
聞く・話す・読む・書くを
サポートします！
Look P.415

子供のやる気を伸ばすツールです。
「Amazing!」
「Nice!」など
テストの採点などに
使える言葉が30種類
入ったスタンプです。

8-616-4657 全6種

英語ごほうびシール クールワーズ［TREND］

●内容／1袋800片（100片×8シート）入
8-616-4655 スマイル 小、全7色

キラキラごほうびシール［TREND］

●内容／1袋400片（100片×4シート）入

Look P.410

英語表記の
世界地図と
149カ国の国旗の
ポスターです。

これが言いたかった！ 即通じる
80の英語フレーズでおもてなし。

日本のことを英語で発信するための
チャンツ10。

みんなで読める
大型絵本！

耳に当てながら発音すると
自分の声がはっきり聞こえます。

自己紹介の単元での名刺や名札に。

（税込 ¥336）
¥
税抜306

M価税抜 
￥3601袋（100枚入）

（税込 ¥643）
¥
税抜585

M価税抜
オープン1袋（800片入）

（税込 ¥693）
¥
税抜630

M価税抜
オープン1袋（400片入）

（税込 ¥924）
¥
税抜840

M価税抜
オープン1袋（36枚入）

（税込 ¥1,452）
¥
税抜1,320

M価税抜 ￥1,3201冊

（税込 ¥1,452）
¥
税抜1,320

M価税抜 ￥1,3201冊

（税込 ¥8,569）
¥
税抜7,790

M価税抜 ￥8,2001セット

（税込 ¥3,960）
¥
税抜3,600

M価税抜 ￥3,6001セット

（税込 ¥1,760）
¥
税抜1,600

M価税抜 ￥1,6001冊

（税込 ¥1,650）
¥
税抜1,500

M価税抜 オープン1組

（税込 ¥3,960）¥
税抜3,600

M価税抜 
オープン1セット（2枚入）

［mpi 松香フォニックス］

おもてなしチャンツ

●寸法／257（縦）×182（横）×3（厚）mm　
●B5、24ページ　●CD／29分（10曲）

8-616-4737

［mpi 松香フォニックス］

Japanチャンツ

●寸法／257（縦）×182（横）×3（厚）mm　
●B5、24ページ　●CD／23分（10曲）

8-616-4738

［ディーネット］

英語日本語紙芝居（ももたろう）

�〈セット内容〉紙芝居：紙芝居8枚（A3判）、音声CD1枚、
ティーチャーズガイド1冊、かるた：なぞなぞ英語かるた

「Who am I？」札128枚、音声CD1枚

8-616-4595
●寸法／516（縦）×356（横）×4（厚）
mm　●B3、24ページ　●CD／15分

［mpi 松香フォニックス］

Five Little Ducks
大型絵本 CD付き
8-616-4739

（税込 ¥1,870）
¥
税抜1,700

M価税抜 ￥1,7001冊
［好学社］

英語でもよめる
スイミー

●寸法／280（縦）×226（横）
×8（厚）mm　●32ページ

8-616-4726

［偕成社］

英語でもよめる
ぼちぼちいこか

●寸法／260（縦）×210（横）
×10（厚）mm　●32ページ

8-616-4729

［mpi 松香フォニックス］

バナフォンmpi（収納ケース付）

●寸法／208（幅）×50（奥）×104（高）mm　●材質／
ABS樹脂　●質量／700g

8-616-4752

［コレクト］

情報カード 無地
100枚入

●寸法／75（縦）×125（横）
×0.25（厚）mm　●材質／
上質紙（200.8g/㎡）

8-616-4732

［mighty minds］

世界地図＆国旗ポスターセット

●寸法／520（縦）×760（横）mm
�〈セット内容〉世界地図、国旗（2種 各1枚）

8-616-4733

8-616-4620 1週間

8-616-4621 誕生日

8-616-4622 アルファベット

8-616-4623 月

●寸法／560（縦）×430（横）×0.2（厚）
mm　●質量／63g　●材質／紙

［TREND］英語ポスター

誕生日 月アルファベット1週間

Look P.408

Look P.413

Look P.413

Look P.412

Look P.412

Look P.412 Look P.412

Look P.406

Look P.410

Look P.406

Look P.409

名刺サイズよりも大きめサイズなのでアルファベットで
名前を書くのに最適。

使用例

［TREND］シール台紙

●寸法／台紙：133×154mm、マス目：14×14mm　
●材質／紙

8-616-4742

※シールは付いていません。

11mm

保管に便利なケース付き！

紙芝居

かるた
欧米で幼児に大人気の
定番遊び歌。

M価税抜 オープン1台

（税込 ¥26,125）

¥
税抜23,750

（税込 ¥3,055）
¥
税抜2,778

M価税抜 
￥2,7781セット（3枚組）

8-616-4734
Look P.414

カラオケも13曲収録で
外国語授業にオススメ。

1枚

（税込 ¥880）¥
税抜800 M価税抜 ￥840

目標を達成したらシールを貼ってモチベーション
アップ！

のんびりかばくんの、 

ユーモラスな

絵本です。
この絵本には、
レオニが書いた
原文の英語が 

谷川さんの翻訳と
一緒に載って

います。

各

M価税抜 ￥20,0001枚

（税込 ¥22,000）

¥
税抜20,000

耳から覚える英語の歌［日本コロムビア］

※�その他収録曲については、UCHIDASインターネットショップよりご確認ください。

収録内容
【DISC-1】
1.さんぽ  2.こんにちは、おなまえは？  3.はい チーズ！  4.ゆかいな牧場  5.セブン・ステップス   
6.レッツ・メイク・ア・サラダ！  7.リンゴとオレンジ、ももとなし　など、32曲

【DISC-2】
1.ミッキーマウス・マーチ  2.アルファベットのうた  3.こんにちは  4.1,2,3,4,5  5.できるかな？   
6.はらぺこハングリー  7. 日ようび、月ようび、火ようび　など、32曲

【DISC-3】
1.トゥモロー  2.あいさつのうた  3.アルファベットフォニックスのうた  4.12のつきのうた  5.すきですよ　  
6.10ぽんのソーセージ  7.エヴリィワン・イズ・スペシャル　など、30曲
  全94曲

後方の席からでもよく見える
A3サイズの紙芝居！

4技能「聞く」「話す」「読む」「書く」を身につけられる
学級担任サポート教材（プログラム）です！

¥
税抜2,940

M価税抜 オープン

（税込 ¥3,234）

1
セ
ッ
ト

（
30
種
類
）

自身で英語の
発音が確認
できます。
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