
　

※メーカー直送品です。返品はご容赦ください。上記商品は受注日から5営業日以内のお届けになります。

ユニバーサルスポーツ

コミュニケーション

学習サポート

沖縄・離島は 
サービス対象外

特殊な素材でできた半透明のシールを笛穴に合わせて貼ることで、
弱い力でも笛穴を塞ぎやすくし、音漏れを防ぐことができます。

ボッチャボールの
体験版セット。

直径2mの大きな的で
楽しく練習ができる
ボッチャボール用的。

サウンドテーブルテニス用公認球。

卓球バレー用ネット。

傾聴の手立てを可視化。コミュニケーションゲームの効果が倍増！ 人の話を聴けない子、
自分の気持ちを話すのが苦手な子に。

ゲームを楽しみながら
自己選択と意思表明の支援を。

全日本グランドソフトボール連盟
唯一の公式試合球。

ゴールボールなどの
ブラインドスポーツの体験ができる
鈴入りのやわらかいボール。

台を傷つけないよう、ブレードサイドに
丸みがあります。

日本ボッチャ
協会公認。

お求めやすい価格で、
はじめてのボッチャに
オススメ！

リコーダーが苦手な子に
演奏する楽しさを！！

時計への苦手意識を楽しい時計の学習に変えるドリル。

筆談にも、授業にも使える持ち歩けるホワイトボード。

●材質／ボード面：紙、表紙・半透明シート：ポリプロピレン　●8ページ 
●付属品／ホワイトボードマーカー1本、ペンホルダー

●寸法／190（幅）×15（奥）×300（高）mm　●質量／70g
〈セット内容〉水書筆ぺん、水書用紙（なぞり書き用・マス目入り、 
無地）各1枚、収納袋

［呉竹］

水書筆ぺんで書く
ひらがな練習セット

型式／NGA403FN08

型式／KN37-52

●寸法／40（径）mm　●質量／3.6〜3.8g　●材質／プラスチック

［ニッタク］

プラサウンドボール（盲人卓球用）  3個入
8-617-5471

〈セット内容〉ネット1枚、クランプ2個、L字支柱2本、 
ネジ2個、アンテナ2本

［ニッタク］

3WAYサポート＆ネットセット
8-617-5473

●質量／４２５〜４７５g　●材質／人工皮革　●試合球　●完成品

［モルテン］グランドソフトボール
型式／MTGS8-617-5469

●寸法／ボード：230（縦）×130（横）mm　●質量／190g　●材質／紙
〈セット内容〉ボード4枚（イラストとコトバは8種類）、収納ケース（解説書付）1個
〈筑波大学附属大塚特別支援学校教諭 佐藤義竹先生ご考案〉

［tobiraco］

きもち・つたえる・ボード
型式／190208-617-5499

［tobiraco］トーキングゲーム
型式／160048-617-5390

［tobiraco］すきなのどっち？
型式／180188-617-5421

●質量／300〜320g　●材質／ゴム　●要空気入れ　●専用メジャー付　●鈴3個入

［モルテン］すず入りボール
型式／G2C2000-SK8-617-5470 8-617-5491

8-616-6137

●寸法／182（幅）×257（奥）×6（厚）mm ●64ページ
〈筑波大学附属大塚特別支援学校教諭 佐藤義竹 著〉

［合同出版］

1日1歩スモールステップ
時計ワークシート

型式／13918-617-5483

●寸法／ボール：75（径）mm　　
〈セット内容〉ボール13個（白×1、赤×6、青×6）、審判道具（コン
パス、赤青表示板）、収納ケース、マニュアルブック

型式／ETE0398-617-5467

［エバニュー］

ボッチャボール3

●寸法／2000（径）×0.4（厚）mm
型式／ETE0338-617-5468

［エバニュー］

ボッチャボール用ターゲットマット ●寸法／ボール：約80（径）mm、収納バッグ：350（幅）×100（奥）×
320（高）mm

〈セット内容〉赤6個、青6個、ジャック（白）1個、収納バッグ
〈日本ボッチャ協会公認・国際公式適合球〉

型式／ETE0308-617-5504

［エバニュー］

ボッチャボール

●寸法／約80（径）mm　
〈セット内容〉赤6個、青6個、ジャック（白）1個、収納袋

型式／ETE0278-617-5412

［エバニュー］

ボッチャボールEV

使用例

［欧文印刷］

nu board A4判

収納時

なぞり書き用

使用例

●�短針と長針がしめす時間を、文字盤を工夫してわかりやすくしました。
●�時計の読み方を段階的に整理して、スモールステップで身につけられます。

●�金属球入りで転がると音が出ます。
●��卓球バレーにも使えます。

Look P.529

Look P.529

Look P.529Look P.529

Look P.529

Look P.529

Look P.529 Look P.529

Look P.532

8枚入
Look P.518

Look P.401

Look P.521

Look P.519

Look P.532

Look P.532

Look P.529

M価税抜  ¥20,000

（税込 ¥22,000）

1セット

¥20,000税抜 M価税抜  ¥22,000

（税込 ¥21,538）

1セット

¥19,580税抜 

M価税抜  ¥12,900

（税込 ¥12,628）

1枚

¥11,480税抜 
M価税抜  ¥75,000

（税込 ¥73,425）

1セット

¥66,750税抜 

『トーキングゲーム』や『すきなのどっち？』と一緒に使用すると効果的です。

（税込 ¥5,852）

M価税抜  ￥5,6001枚

¥5,320税抜 

M価税抜  ¥3,200

（税込 ¥3,344）

1セット

¥3,040税抜 

（税込 ¥2,398）

M価税抜  ¥2,5001個

¥2,180税抜 

（税込 ¥4,202）

M価税抜  ¥4,4001個

¥3,820税抜 

（税込 ¥2,750）

M価税抜 オープン1セット

¥2,500税抜 

M価税抜 オープン1セット

¥2,500（税込 ¥2,750）

税抜 

M価税抜  ¥1,600

（税込 ¥1,760）

1冊

¥1,600税抜 

（税込 ¥935）

1セット（3枚入）

¥850
M価税抜  ¥1,000

税抜 

M価税抜  ¥2,600

（税込 ¥2,717）

1冊

¥2,470税抜 

（税込 ¥2,420）

M価税抜  オープン1セット

¥2,200税抜 

（税込 ¥935）

1袋（8枚入） M価税抜 オープン

¥850税抜 

通常価格

［IDEA・PARK］ふえピタ
8-617-5463
●寸法／シール：15（縦）×26（横）×1（厚）
mm　●質量／8g　●ソプラノリコーダー対応
●材質／スチレン系エラストマー

（税込 ¥1,410）

M価税抜  ¥1,350

¥1,282税抜 

1箱（3個入）

［ニッタク］

サウンドボール用ラケット（盲人卓球用）
8-617-5472
●ブレード寸法／116（幅）×165（長）mm　●質量／60±g　●材質／木

2020年7月20日午後5時〜
2021年2月26日午後5時まで

通常価格の期間

（税込 ¥770）¥700税抜 

2020年7月20日午後5時まで
お試し価格の期間

お試し価格

収納袋付き。「硬式」
「ラージボール」

にも使用
できます。

意思表明と
共感が伝わります。

このシールが
ふえピタ。

※�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。

2021年2月26日（金）PM5:00までチラシ有効期限 担当販売店

特別支援 すすめ
商品

お
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DS・05192-1・2001Pn700HA

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!

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に送信くださいウチダスお問い合せセンター
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

www.uchidas.net
送
料
無
料
!

※北海道、九州、離島、（本州・四国の一部）は翌々日以降
までのご注文が翌日お届け※！

インターネットショップ／
FAX

お 問 い 合 せ は こ ち ら

PM 5:00

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！

受 付 時 間：午 前 9 時〜午 後5 時（ 土・日・祝日を除く）

TEL70120-757-969 FAX70120-7
ななごーなな

57-959

指導サポート 集 中

カームダウン

ゲーム 時間管理

使用例

展開図
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日本語教育にも
最適！

［ソニック］

トキ・サポ 時っ感タイマー19cm 
色で時間の経過を実感

●寸法／475（幅）×25（奥）×388（高）mm　
●質量／1116g　●色／アイボリー

型式／LV-7392-I8-617-5358
［ソニック］集中できる勉強ブース

Look P.534

Look P.536 Look P.536

Look P.523

Look P.525

Look P.534

Look P.524

Look P.517

Look P.533

Look P.530

Look P.531

Look P.533

Look P.520

Look P.521

Look P.530

M価税抜 ¥5,000

（税込 ¥5,500）

（税込 ¥990） （税込 ¥1,320）

1セット

¥5,000税抜 M価税抜 ¥2,000

（税込 ¥1,870）

1個

¥1,700税抜 

（税込 ¥3,080）

M価税抜 ¥2,8001セット

¥2,800税抜 

（税込 ¥2,640）

M価税抜  ￥2,4001箱

¥2,400税抜 

（税込 ¥4,620）

M価税抜  ￥4,2001セット

¥4,200税抜 

税抜 

1セット M価税抜 ￥2,800

（税込 ¥2,926）
¥2,660税抜 

（税込 ¥3,465）

M価税抜 ￥3,5001セット

¥3,150税抜 

（税込 ¥5,940）

M価税抜 オープン1台

¥5,400税抜 

M価税抜  ￥9001冊

¥900税抜 

M価税抜  ￥1,2001冊（10枚入）

¥1,200税抜 

裏面 ※収納BOXつき。

表面 ※ホワイトボードマーカーで��
書き消しができます。

気が散る原因をシャットアウト！集中力アップ！！

使用例

［タイムタイマー社］

タイムタイマー
DryEraseBoard

●寸法／205（幅）×50（奥）×200（高）mm、
ボード盤面サイズ：200（縦）×200（横）mm 
●質量／166g（タイマー含まず）

●寸法／190（径）×40（厚）mm ●質量／400g

型式／TTM9-DEB-W8-617-5486

タイムタイマーMODと
セットで使えるホワイトボード。

タイムタイマーに
5分計測が新登場！！

時間を意識して
やる気・集中力を
高められる。

M価税抜 オープン

（税込 ¥3,234）

1台

¥2,940税抜 

※タイムタイマーMODは別売です。

児童机に置いても場所を
取らないコンパクトサイズ。

［タイムタイマー社］

タイムタイマー PLUS 5分
型式／TT05-W8-617-5485

●寸法／150（幅）×40（奥）×180（高）mm　●質量／220g　 
●電源／単三乾電池×1個（別売）　●音量調整ダイヤル付　
�※透明カバーが付いています。

［タイムタイマー社］

タイムタイマーMOD グリーン
型式／TTM9-GR-W8-617-5275

型式／LV-3078-SV8-617-5496

ピースを交互に
置いていく
陣取りゲーム。

安心の日本製の
脳トレボードゲームです！

●寸法／260（幅）×260（奥）×35（高）mm
●人数／2〜4名

〈セット内容〉ボード、84ピース（21×4色）

［マテル・インターナショナル］

ブロックス
型式／BJV448-617-5495

●❷●❶

おはしの練習も兼ねているゲームです。

［ジェコ］トーテムゼン

●寸法／箸：700（長）mm、問題カード：105（縦）×70（横）mm、ベース：120（径）mm、
箸の補助：37（幅）×60（高）mm、木製ピース：約10〜50mm　

〈セット内容〉問題カード26枚、木製ピース64個、ベース4枚、箸4膳、箸の補助4個

型式／DJ084548-617-5477

カードに描かれている絵の真似をして
当ててもらうジェスチャーゲーム。
［ジェコ］

プエット！プエット！

●カード寸法／70（横）×140（縦）
mm　●カード120枚 ●人数／2〜4
名用　●材質／紙

型式／DJ051528-617-5476

［合同出版］

コロロメソッドで学ぶ
なまえのことば学習カード

［合同出版］

コロロメソッドで学ぶ 
動作のことば学習カード

●カード寸法／84（縦）×63（横）mm
〈セット内容〉絵カード×100枚、文字カード×100枚、白紙カード× 
8枚、説明書

●カード寸法／115（縦）×89（横）mm
〈セット内容〉絵カード×100枚、文字カード×100枚、白紙カード×
8枚、説明書

型式／86175445 型式／861754468-617-5445 8-617-5446

M価税抜 ¥4,5001セット

（税込 ¥4,950）
¥4,500

ギュッとにぎってストレス解消。感情のコントロールが
できない子に。

ブルー ピンク グリーン イエロー

●寸法／55（径）mm　●質量／85g　●材質／表面：ナイロン、ジェル：
ポリウレタン

［ナカバヤシ］グラスプジェル
8-617-5500 ●ブルー 型式／WR-708BL

8-617-5501 ●ピンク 型式／WR-708P

8-617-5502 ●グリーン 型式／WR-708GN

8-617-5503 ●イエロー 型式／WR-708Y

●寸法／60（径）mm　●質量／37g　●材質／TPR　
型式／VR-0018-617-5433

［カワダ］ワンダースクイーズ！

※色は4色のいずれかになります。

使用例

M価税抜 ￥350

（税込 ¥346）

1個

¥315税抜 

（税込 ¥3,657）

M価税抜 ￥3,5001台

¥3,325税抜 

（税込 ¥6,050）

M価税抜 オープン1台

¥5,500税抜 

M価税抜 ￥500

（税込 ¥495）

1個

¥450税抜 

●寸法／外形：455（幅）×330（奥）×90（高）mm、内形：440（幅）×310
（奥）mm ●質量／1kg　●材質／本体：紙、MDF、EVA、持ち手：PU　 
●耐荷重／上に載せる場合：5kg、中に入れる場合：3kg

●寸法／外形：400（幅）×310（奥）×90（高）mm、内形：370（幅）×275
（奥）mm　●質量／780g　●材質／本体：紙、MDF、EVA、持ち手：
PU　●耐荷重／上に載せる場合：5kg、中に入れる場合：3kg

型式／DSK01 型式／DSK038-617-5458 8-617-5505
［アスカ］どこでも学習台 ［アスカ］ポータブルデスク

税抜 

M価税抜 ￥4,000

（税込 ¥3,432）

1個

¥3,120
M価税抜 ¥3,600

（税込 ¥3,080）

1個

¥2,800税抜 

約10℃の傾斜設計で正しい姿勢を保ち、疲れにくくなり集中力UP。

455mm 400mm330mm
310mm

90mm 90mm
35mm 40mm

鉛筆が転がっても
安心のストッパー付き！

『個別の指導計画』作成の有効な手がかりになります。

［合同出版］

子どもの発達を支えるアセスメントツール

●寸法／297（縦）×210（横）mm　●全32ページ　●付属品／困って
いること確認シート、発達段階アセスメントシート（A3両面印刷）2枚入

8-617-5443

［合同出版］

子どもの発達を支えるアセスメントシート  10枚入

〈内容〉困っていること確認シート、発達段階アセスメントシート
（A3両面印刷）10枚

8-617-5444

付属のシートを使って、
子供の特性と発達段階が
正確に把握できます。

144種のあそびのアイデアが満載！

のばしたい力 
感覚アイコン

どこであそぶ？ 
場所アイコン

なんにんであそぶ？ 
人数アイコン

どうやってあそぶ？ 
遊び方動画

表

［合同出版］

脳と体をそだてる感覚あそびカード144

●カード寸法／115（縦）×175（横）mm　●人数／1名〜5名用 
●サポート内容／室内、屋内、水遊び　

〈セット内容〉カード144枚、アイコンカード1枚、説明書

型式／13868-617-5484

ことばが出ない、増えない… そんな子供たちの発語を促すツール。
絵と字のマッチング、書字、聞き取りなど、��
さまざまなことばの学習ができます。

『視覚』『皮膚感覚』などのばしたい感覚に合わせてあそびを選べます。

子供の生活に身近な100のうごきで、� �
1語から2語文の「動作のことば」をマスター。

［マイツ・コーポレーション］

よーし！おくぞー！
8-617-5474 花・野菜・果物 型式／NBG-002

8-617-5475 国旗あてクイズ 型式／NBG-003

●❶

●❷
●寸法／ボード：320（幅）×350（奥）×15（厚）mm、駒：30

（径）×15（厚）mm  
〈セット内容〉ボード×1、駒×49、ラベルシール（表・裏分）
各1枚、スペア用シール台紙、説明書

Look P.531

使用例

使用例
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