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まで！※�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。

防災用品

いつもよりちょっとお得!!いつもよりちょっとお得!！

※掲載品はすべて期間限定の特別価格です。ＵＣＨＩＤＡＳVol.14カタログとお申込番号がすべて異なりますのでご注意ください。

思いついたらすぐ準備しよう!!

●寸法／114(幅)×114(奥)×200(高)mm　●質量／270g　●明るさ／
7800ルクス　●材質／ABS　●使用電球／オスラム製3W白色LED　●電
池寿命／14時間(マンガン使用時)、60時間(アルカリ使用時)　●電源／単一
乾電池×4個　●付属品／単一マンガン乾電池×4個

●寸法／蓄便袋:680(横)×500(縦)×0.03(厚)mm(1枚)　●質量
／570g（20回分入）　●材質／蓄便袋：ポリエチレン、便凝固剤：高分
子吸水樹脂・食添用殺菌剤・消臭剤、結束バンド：ナイロン

〈セット内容〉20回分入：蓄便袋(黒色)×20枚・便凝固剤(消臭剤入)×
20包・結束バンド×20本

●シート厚／＃3000（約0.25mm）　●質量／1700×1700：500g、1700×2600：700g、2550×3500：1500g、
3450×5300：3000g　●材質／シート：ポリエチレン、ハトメ：アルミ

●容量／10L　●寸法／225（幅）×225（奥）
×270（高）mm、折りたたみ時：200（幅）×200

（奥）×60（高）mm　●質量／190g　●材 
質／ポリエチレン、ポリプロピレン

●寸法／2130（幅）×1320（奥）mm　●質量／50g
●材質／アルミ蒸着ポリエステル

●寸法／460（縦）×370（横）mm　●質量／230g　
●材質／外側：ポリエステル、内側：ポリウレタン

●寸法／102.4（幅）×87.3（奥）×184.1（高）mm　●質量／802g
●明るさ／360ルーメン　●材質／ABS樹脂、ラバー　●使用電球／LED　
●電池寿命／２７〜78時間（アルカリ乾電池使用時）　
●単一乾電池×3個（別売）　●付属品／ハンガーフック

●寸法／約165（幅）×65（奥）×58（高）mm　●質量／約235g　●材質／
ABS樹脂、アクリル　●電源／ニッケル水素充電式電池（手回し発電、USB充
電）、アルカリ単四乾電池×3個（別売り）　●使用電球／LED　●受信周波数／
AM：540〜1600kHz、FM：76〜108MHz（ワイドFM対応）　●付属品／充電
用ケーブル（USB・microUSB）1本

●寸法／400（幅）×70（奥）×405（高）mm　●質量／2.75kg
〈セット内容〉非常持出袋（マチ付）、給水バッグ（5L）、懐中電灯（単一
乾電池×2個）、防寒・保温シート、ポンチョ、ホイッスル、防災用ローソ
ク（マッチ付）、すべり止め軍手、ブルーシート1.8×1.8m、防災メモ、
缶入カンパン×2缶、保存飲料500mL、紙テープ10m、伸縮包帯、綿
棒12本、カットガーゼ、ピンセット、はさみ、ガーゼマスク

●寸法／320（幅）×245（奥）×160（高）mm
●質量／100g　●材質／ポリエステル

3W電池附属LED強力ライト  2個組

YRシートダークブラウン ＃3000

LEDランタン
エクスプローラー
プロフェッショナル

折りたたみポリタンク 10L
型式／LED-P03WP8-620-7816

8-620-7764

8-620-7797

型式／EX-V777D8-620-7758

型式／WC-108-620-7445
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すぐに使えるマンガン乾電池付属。すぐに使えるマンガン乾電池付属。

災害、断水時の必需品災害、断水時の必需品！！
水がなくても水がなくても
使えます使えます！！

ありそうでなかった自然色のシート。ありそうでなかった自然色のシート。
10YR系色相を使用しています。10YR系色相を使用しています。

コンパクトにコンパクトに
たためるポリタンク。たためるポリタンク。

軽くて持ち運びやすい軽くて持ち運びやすい
防災用ナップザック。防災用ナップザック。

フック付きケース。フック付きケース。

身体の保温に役立つ身体の保温に役立つ
シートです。シートです。

衝撃吸収のスチロール衝撃吸収のスチロール
ライナー入りライナー入り！！

LEDランタンのLEDランタンの
スタンダード。スタンダード。

防災対策にピッタリな充電ラジオライトです。防災対策にピッタリな充電ラジオライトです。

もしもの時のためにもしもの時のために！！

［オーム電機］

緊急対策用トイレ
ベンリー袋消臭タイプ
コンパクト

［ミドリ安全］

［日本マタイ］

［ジェントス］

［角利産業］

非常用ナップザック2  3個組 サバイバルシート  5個組

ヘルメット収納ケース

型式／CD40821145108-620-7814 型式／40628-620-7815

型式／HSC-18-620-7801

［ミドリ安全］ ［角利産業］

［角利産業］

トーヨーヘルメット
つば付  1個

［トーヨーセフティー］

さすだけ充電ラジオライト
型式／B30098-620-7805

［ドリテック］

（税込 ¥3,168）
¥¥
税抜税抜2,8802,880（税込 ¥3,410）

¥¥
税抜税抜3,1003,100

（税込 ¥671） （税込 ¥1,012） （税込 ¥2,156） （税込 ¥3,773）

（税込 ¥2,409）

（税込 ¥4,675）
¥¥
税抜税抜4,2504,250

（税込 ¥4,081）
¥¥
税抜税抜3,7103,710

（税込 ¥4,114）
¥¥
税抜税抜3,7403,740

ライト・懐中電灯

非常用品

ヘルメット 避難セット

使用電球
白色LED

明るさ
7800lx
単一乾電池
×4個

（マンガン電池使用時）

電池寿命
約14時間

（アルカリ電池使用時）

電池寿命
60時間

※microUSB以外は変換アダプタを別途ご用意ください。

手巻き
発電

スマートフォン
対応

携帯電話
充電

LED
ランタン

AM/FM
ラジオ

サイレン

※一部収納不可なヘルメットがある場合がございます。
※ヘルメットは付属しておりません。

※セット内容の仕様などは改定の為、予告なく変更することがあります。

使用例

容量
10L
耐熱温度
80℃

使用例素材アップ

※�中身は別途お求めください。

沖縄・離島は 
サービス対象外

1700×1700 ハトメ8個

20回分入

●寸法／295（幅）×225（奥）×160（高）mm
●頭サイズ／53〜61cm　●ヒサシ長さ／45mm　
●材質／熱可塑性ABS樹脂　●質量／371g
●厚生労働省保護帽検定合格品

8-620-7451
8-620-7452

（税込 ¥2,233）

¥¥
税抜税抜2,0302,030

型式／170F●●白

型式／170F●黄

8-620-7765
1700×2600 ハトメ10個

8-620-7813
2550×3500 ハトメ14個

8-620-7793
3450×5300 ハトメ20個

●��便・尿を素早く固め、
臭いを抑えます。

敷物や養生シート、会場
仮設資材、災害備蓄資材
として利用できます。

20回入

¥¥
税抜税抜3,4303,430

¥¥
税抜税抜2,1902,190

¥¥
税抜税抜1,9601,960¥¥

税抜税抜920920¥¥
税抜税抜610610

8-620-7762

［角利産業］

緊急避難セット
型式／KRA-120

（税込 ¥836）
¥¥
税抜税抜760760

（税込 ¥1,760）
¥¥
税抜税抜1,6001,600

（税込 ¥9,889）
¥¥
税抜税抜8,9908,990
1セット8-620-7493

お得パックお得パック

￥19,000税抜税抜

（税込 ¥20,900）

8-620-7494
●白

●黄

10個入

D型フック

3個組

5個組

2個組

2畳 3畳 6畳 12畳

使用電球
LED

単一乾電池
×3個

明るさ
360lm（アルカリ乾電池使用時）

電池寿命
約27〜78時間
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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!

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

www.uchidas.net

FAX70120-7
な な ご ー な な

57-959

受付時間：午前9時〜午後5時（ 土・日・祝日を除く）

※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

発刊！
Vol.14

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

お 問 い 合 せ は こ ち ら

沖縄・離島は 
サービス対象外

沖縄・離島は 
サービス対象外

沖縄・離島は 
サービス対象外

（税込 ¥583）
¥¥
税抜税抜530530

（税込 ¥7,920）
¥¥
税抜税抜7,2007,200

（税込 ¥24,794）
¥¥
税抜税抜22,54022,540

（税込 ¥297）
¥¥
税抜税抜270270

（税込 ¥1,386）
¥¥
税抜税抜1,2601,260

（税込 ¥1,353）
¥¥
税抜税抜1,2301,230

●材質／ポリエステル50μm
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震度7相当で震度7相当で
転倒防止効果実証済み。転倒防止効果実証済み。

ガラスに貼るだけで、ガラスに貼るだけで、
破片飛散を防止破片飛散を防止!!

防災ずきんMTの収納に防災ずきんMTの収納に！！中綿たっぷり、中綿たっぷり、
衝撃に強い衝撃に強い！！

小型で軽量。小型で軽量。

耐震ゴムで、耐震ゴムで、
キレイに地震対策キレイに地震対策!!

防災用品

カラーコーン

防災ずきん

非常用品

2本入

QL-76CL●❸

耐震荷重
16kg/4枚

QL-75CL●❷

耐震荷重
70kg/4枚

QL-74CL●❶

耐震荷重
100kg/4枚

耐震度
7

飛散防止フィルム  2個組
［アイリスオーヤマ］

●材質／スチレン系エラストマー　●適応温度／－30～＋80℃以内　●耐震度7
●耐用年数5年（使用環境によって異なります）

透明両面粘着ゴム［サンワサプライ］

●寸法／300（幅）×300（奧）×257（高）cm、パッキンサ
イズ：124（幅）×21（奧）×21（高）cm　●質量／18kg　
●材質／ポリエステル、スチール他　●付属品／ペグ×8
本、ガイドロープ×4本、ペグ用収納袋×1枚、キャスター
バッグ×1枚　●お客様組立商品

型式／S-700-P

型式／
834-471

防災ずきん［デビカ］

8-620-7752 8-620-7753
●星 ●ハート

●寸法／300（幅）×60（奥）×430（高）mm　●質量／
320g　●材質／表地・裏地・中綿：ポリエステル100％

型式／143520 型式／143521

防災ずきんMT［デビカ］

8-620-7655 8-620-7656
●ブルー ●ピンク

●寸法／300（幅）×60（奥）×430（高）mm　●質量／
350g　●材質／表地・裏地・中綿：ポリエステル100％

型式／143517 型式／143518

型式／M-32818-620-7552

8-620-3898

8-620-3897

8-620-7555

●寸法／137（口径）×210（長）×257.8（高）mm　
●質量／0.61kg　●材質／ASA樹脂　●到達距離／
125m　●最大出力／4W　●使用電池／単三乾電池
×4個　●電池持続時間／約10時間　●防滴（IPX5）・
抗菌　●付属品／ハンドルキャップ
※電池は付属していません。

携帯用拡声器（ハンド型） 4W
型式／ER-11038-620-7822

［TOA］
［キャプテンスタッグ］

クイックシェード

Look
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Look
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Look
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Look
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Look
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星

ハート
ピンク

ブルー

対象年齢
低学年〜 

ブルー
ハート

星

黄 緑青 白

道路規制や駐車場などに。道路規制や駐車場などに。

●寸法／380（幅）×380（奥）×
700（高）mm　●質量／850g　
●色／青・黄・緑・白（各5本）　
●材質／ポリエチレン

●寸法／380（幅）×380（奥）×700
（高）mm　●質量／850g　●色
／赤　●材質／ポリエチレン

●寸法／340（横）×855（縦）×2（厚）mm　
●質量／400g　●材質／ポリプロピレン　
●付属品／ネジ×1個

セキュリティホイッスル
［デビカ］

8-620-7785 8-620-7786
●ブルー ●ピンク型式／103107 型式／103108
●寸法／20(幅)×9(奥)×185(高)mm　●質量／19g
●材質／本体:ABS　●笛の音量／95dB以上　●キャップ付

使用例
（コーン別売）

使用例

［キタムラ産業］

［キタムラ産業］

［ユニット］

カラーコーン 赤
1組20本入

コーンサインポケット
ボード（A3タテ）

カラーコーン
1組4色セット 各5本入

（税込 ¥3,234）
¥¥
税抜税抜2,9402,940

（税込 ¥13,871）

（税込 ¥13,871）
¥¥
税抜税抜12,61012,610

¥¥
税抜税抜12,61012,610

1組
（20本入）

1組（20本入）

防災ずきんMT用袋［デビカ］

●寸法／450（幅）×5（奥）×320（高）mm　●質量／ブルー：65g、星・ハート：75g　●材質
／ブルー：ポリエステル65％＋綿35％、星・ハート：ポリエステル100％

8-620-7657
●ブルー 型式／143510

8-620-7787
●星 型式／143522

8-620-7788
●ハート 型式／143523

耳穴付き。耳穴付き。

2個組

2セット
●❷●❶

防滴・抗菌

最大出力
4W

到達距離
125m

8-620-7818
（税込 ¥2,574） （税込 ¥1,496） （税込 ¥715）

50（縦）×50（横）×5（厚）mm

8-620-7817
40（縦）×40（横）×5（厚）mm

8-620-7436
20（縦）×20（横）×5（厚）mm

¥¥
税抜税抜1,3601,360¥¥

税抜税抜2,3402,340 ¥¥
税抜税抜650650

型式／HBF-3218N 型式／HBF-4818N 型式／HBF-9618N

8-620-7819
（税込 ¥1,782） （税込 ¥2,200） （税込 ¥3,828）

320（縦）×1800（横）mm

8-620-7820
480（縦）×1800（横）mm

8-620-7821
960（縦）×1800（横）mm

¥¥
税抜税抜2,0002,000¥¥

税抜税抜1,6201,620 ¥¥
税抜税抜3,4803,480

●寸法／78（幅）×215（奥）mm　●材質／ABS樹脂など

家具転倒防止伸縮棒  2本入
［アイリスオーヤマ］

型式／KTB-40 型式／KTB-50 型式／KTB-60

8-620-7152
（税込 ¥1,452） （税込 ¥1,551） （税込 ¥1,650）

高さ調節／400～600mm

8-620-7153
高さ調節／500～800mm

8-620-7527
高さ調節／600～1000mm

¥¥
税抜税抜1,4101,410¥¥

税抜税抜1,3201,320 ¥¥
税抜税抜1,5001,500

大 中 小

●❶　 2セット（8枚入） ●❷　 2セット（8枚入） ●❸　 1セット（4枚入）

ハンドルキャップ
（付属品）装着時。
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