
※�ご注文は、事務室にありますUCHIDASVol.15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.15カタログをご参照ください。

チラシ有効期限

2022年2月28日（月）PM5:00まで
担当販売店
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Look P.408

［ウチダ］ 4線入り マグネットシート

●名前シール2枚付

8-616-46708-616-4670 片面

1
枚

（税込 ¥611）
¥¥
税抜税抜556556

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

8-616-46718-616-4671 両面

1
枚

（税込 ¥1,018）
¥¥
税抜税抜926926

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

40mm

40mm

40mm

片面／両面（表）

20mm

20mm
20mm
20mm

20mm
20mm

両面（裏）

※1組単位でお申し込みください。まとめ買い 1組（5枚入）

8-616-47118-616-4711両面8-616-47108-616-4710片面

（税込 ¥2,954）
¥¥
税抜税抜2,6862,686

（税込 ¥4,940）
¥¥
税抜税抜4,4914,491

裏面（両面のみ）

450mm
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表面

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。

幅について

8-616-47798-616-4779
●質量：1.5kg　●材質：塩ビフィム、マグネットシート　 

●板面／表面：四線三段・罫線間40mm・チョーク�
対応、裏面：マグネットシート

［全教図］四線マグネットシート

1枚

¥¥
税抜税抜15,00015,000

（税込 ¥16,500）

M価税抜 ￥15,000M価税抜 ￥15,000

1140mm

7
8

0
m

m

40mm
40mm
40mm

Look P.407

箱入

各各
（税込 ¥2,310）

¥¥
税抜税抜2,1002,100

M価税抜 オープンM価税抜 オープン1包

32mm

56mm

32mm

595シリーズ

Look P.406

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。

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。

東京書籍 光村図書 対応
 教科書対応版 595シリーズ

角は丸く、
3本目の基本線は
見やすい青色に

しています。

中太 4線入り
ロール紙

［ウチダ］ 8-616-46748-616-4674
8-616-46758-616-4675
●寸法／262（幅）mm×30（長）m　

●材質／上質紙

595シリーズ

343シリーズ

［ウチダ］ 中太 4線入り 片面マグネットシート

32mm

56mm

32mm

595シリーズ

36mm

48mm

36mm

343シリーズ
等間隔

●名前シール2枚付

8-616-46728-616-4672

8-616-46738-616-4673

595シリーズ

343シリーズ

まとめ買い 1組（5枚入）

8-616-47128-616-4712
片面 595シリーズ

8-616-47138-616-4713
片面 343シリーズ

（税込 ¥2,954）
¥¥
税抜税抜

22,,686686各各

各各
（税込 ¥611）

¥¥
税抜税抜556556

M価税抜 オープンM価税抜 オープン1枚

※1組単位でお申し込みください。

使用例

（税込 ¥1,980）
¥¥
税抜税抜1,8001,800

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

各各
1
枚

4線がプリントされた
補助黒板です。Look P.407

〈監修：静岡大学教育学部教授 文学博士／白畑知彦〉
●材質／本体：発泡ポリプロピレン、磁石：ネオジム磁石
●色／黒板面：濃緑・白　　

［TUK］つながる四線黒板
8-616-46358-616-4635 等幅

不等幅8-616-47778-616-4777

指導指導にも発表発表にも使いやすい使いやすいマグネットシート。マグネットシート。

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。

［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。

8-616-46378-616-4637 黒板用

（税込 ¥5,478）
¥¥
税抜税抜4,9804,980

M価税抜 オープンM価税抜 オープン1個
［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

8-616-47538-616-4753 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。

1
個

（税込 ¥4,730）¥¥
税抜税抜4,3004,300 M価税抜 オープンM価税抜 オープン

Look P.408

Look P.408

商品特集！
Let's try!
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8-612-18358-612-1835発表シートA4 
［ウチダ］

●寸法／210（縦）×297（横）�●材質／紙　●両面使用可　

●名前シール10枚付

無地（片面暗線入り）も
あります！

Japan
252mm
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裏面表面（使用例）

Look P.407

Look P.407

裏面

24mm
18mm

18mm

18mm

18mm
24mm

表面

Japan 32mm

56mm

32mm

36mm

48mm

36mm

表面裏面

28mm
16mm

16mm

16mm

16mm
28mm

595シリーズ 343シリーズ

Look P.380

※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　●寸法／179（縦）×252（横）mm　
●材質／紙

中太4線入り両面ホワイトシート
［ウチダ］

8-616-46768-616-4676
8-616-46778-616-4677

595シリーズ

343シリーズ

各各
（税込 ¥1,980）

¥¥
税抜税抜1,8001,800

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

1袋
（１０枚入）

（税込 ¥2,090）
¥¥
税抜税抜1,9001,900

M価税抜 オープンM価税抜 オープン1組（10枚入）

ひとり1本ひとり1本！！筆箱に入るサイズです。筆箱に入るサイズです。

［コクヨ］

イレーザー付き
ホワイトボード用マーカー

●寸法／16（径）×125（長）mm　

8-616-46658-616-4665 ●黒

（税込 ¥88）
¥¥
税抜税抜8080

M価税抜 M価税抜 
￥100￥1001本

英単語の繰り返し練習やなぞり書き学習に英単語の繰り返し練習やなぞり書き学習に！！

1枚あたり
¥180

沖縄・離島は 
サービス対象外

沖縄・離島は 
サービス対象外

Look P.417

●55言語で音声とテキストに、20言語ではテキストに翻訳します。
●SIMカード内蔵なので本体料金だけで通信料なしで2年間利用可能。

［ソースネクスト］

ポケトークS 
グローバル通信 2年付

●寸法／53.8（幅）×11.5（奥）×91.6（高）mm�
●質量／75g　●画面／2.8インチ　

●バッテリー／1200mAh　

●付属品／USBケーブル、充電器

8-616-47548-616-4754 ブラック

Look P.417
※カタログには他色も

掲載しております。

その言語で言いたい内容をポケトーク
に翻訳させる。

1.翻訳させる
翻訳された文を繰り返し聞いて発音練
習しながら覚える。

2.反復練習
その言語で発音して正しく認識された
か確認する。

3.仕上げ

翻訳（通訳）するだけではなく、翻訳（通訳）するだけではなく、授業授業でも活用活用！！！！

黒板に英語の4線が
一度に書けます。

ポケトーク流 学習法 ポケトークの機能を使って、次のような学習ができます

4線4線がプリントプリントされた30m30mのロール紙ロール紙！！

黒板用

ホワイト 
ボード用

お めすす

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。

紙製なので
好きな長さで

切って使えます。

343シリーズ

36mm

48mm

36mm

［ソースネクスト］

ポケトークS Plus 
グローバル通信 2年付

●寸法／65（幅）×11（奥）×123（高）mm　

●質量／125g　●画面／3.97インチ　

●バッテリー／1550mAh　

●付属品／USBケーブル、充電器

8-616-47908-616-4790 ホワイト

（税込 ¥34,980）
¥¥
税抜税抜31,80031,800

M価税抜 ￥31,800M価税抜 ￥31,800

1
台

（税込 ¥32,780）
¥¥
税抜税抜29,80029,800

M価税抜 ￥29,800M価税抜 ￥29,800

1
台

「ポケトークS」
画面の1.85倍。
文字が見やすい
手の平サイズの

ポケトーク。

セミB5判

A4判

UCHIDAS_外国語チラシ_202101_A3_表0202.indd   1UCHIDAS_外国語チラシ_202101_A3_表0202.indd   1 2021/02/02   18:492021/02/02   18:49



※�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。

子どもの興味をひきつける仕掛けがつまったDVDシリーズ子どもの興味をひきつける仕掛けがつまったDVDシリーズ！！

DS・5283-1・2102Ns800HT

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21,700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

8-616-47858-616-4785
●寸法／157.5（幅）×101（奥）×18.4（高）mm　●質量／290g（電池込み）　
●付属品／専用ケース、タッチペン×1本、単三アルカリ乾電池×2本　
●収録コンテンツ／キッズクラウン英和・和英辞典、キクタンキッズ、デジタル大辞泉 他

［カシオ計算機］

小学生向け電子辞書 専用ケースセット

Look P.417

1セット

¥¥
税抜税抜26,80026,800

（税込 ¥29,480）

M価税抜 M価税抜 オープンオープン

各各
（税込 ¥4,180）

¥¥
税抜税抜3,8003,800

M価税抜 M価税抜 pp¥3,800¥3,8001枚

（税込 ¥1,870）
¥¥
税抜税抜1,7001,700

M価税抜 M価税抜 pp￥1,700￥1,700
1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

8-616-47268-616-4726

Look P.415

（税込 ¥1,760）
¥¥
税抜税抜1,6001,600

M価税抜 M価税抜 pp￥1,600￥1,600
1冊

［偕成社］

英語でもよめる
はらぺこあおむし

●寸法／220（縦）×300（横）
×10（厚）mm ●25ページ

8-616-47278-616-4727

Look P.415

［BSS］

ホワイトアートブック 1冊（10枚入）

●寸法／210（横）×187（縦）×7.8（厚）mm●本文寸法／205
×180mm、本文紙厚／0.335mm（四六判換算170kg）、
本文枚数／10枚（20ページ）　●表紙／上質紙くるみ加工 
●製本／麻糸綴じ製本　●材質／本文：特厚画用紙、保護 
カバー：OPPフィルム

8-600-27468-600-2746

（税込 ¥462）
¥¥
税抜税抜420420

M価税抜 M価税抜 
￥480￥4801冊（10枚入）

正方
タイプ

Look P.61

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。

手作り絵本に。

よく知っているお話よく知っているお話を英語で読んでみよう英語で読んでみよう！！

Look P.412

使用例

（税込 ¥924）
¥¥
税抜税抜840840

M価税抜M価税抜
オープンオープン1袋（36枚入）

［TREND］シール台紙

●寸法／台紙：133×154mm、
マス目：14×14mm　●材質／紙

8-616-47428-616-4742

※シールは付いていません。

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！

「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。

8-616-46578-616-4657 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

Look P.412

（税込 ¥643）
¥¥
税抜税抜585585

M価税抜M価税抜
オープンオープン1袋（800片入）

11mm

（税込 ¥3,520）
¥¥
税抜税抜3,2003,200

M価税抜M価税抜
オープンオープン1セット（30種類）

Look P.412

8-616-46688-616-4668
ジャンボごほうびスタンプ

［ラーニング・リソーシズ］

●寸法／ケース：235（幅）×200（奥）×40（高）mm、
スタンプ：約34×34mm　●材質／プラスチック
※インクは付属しておりません。

いつもの「よくできました」「よくできました」のごほうびごほうびも英語バージョンで。英語バージョンで。

（税込 ¥10,780）¥¥
税抜税抜9,8009,800

M価税抜 M価税抜 
pp￥9,800￥9,8001セット（5枚組）

8-616-47808-616-4780

収録内容
DISC1：あいさつ・家族・友達・アルファベット・数
DISC2：食べ物・動物・乗り物・色・形・文房具・身の回りの物
DISC3：動作・体・遊び歌・楽器・時間・曜日・天気・月・職業
DISC4：日本と世界の童話・童謡・マザーグース
DISC5：みんな知っている有名な歌・人気の歌・行事の歌

・Hello Song/こんにちは
・Ten Fat Sausages/10本のソーセージ【チャンツ】
・Go in' to the Zoo/動物園へ行こう
・Circle,Square,Triangle/まる、しかく、さんかく
・Wash Your Hands/手を洗いましょう
・I've Been Working on the Railroad/線路はつづくよどこまでも
・All the Children of the World/世界中の子どもたちが
・It's a Small World/小さな世界
・Tale Me Out to the Ball Game/私を野球に連れて行って　など　 全100曲

［日本コロムビア］

授業で役立つ えいごのうた ベスト100

Look P.416

授業で使いやすいようにカテゴリー分けされています.授業で使いやすいようにカテゴリー分けされています.

（税込 ¥3,055）¥¥
税抜税抜2,7782,778

M価税抜 M価税抜 
pp￥2,778￥2,7781セット（3枚組）

8-616-47348-616-4734

Look P.416

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
・Take Me Out to the Ball Game
・HumptyDumpty
・Sunday,Monday,Tuesday　など　　　　　　　　　　  全94曲

カラオケも13曲収録。カラオケも13曲収録。

※�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。

Look P.416

収録内容
・Take Me Home,Country Roads
・Over the Rainbow　
・We Are The World　など　　　　　　　　　　　　　　全56曲

コロムビアキッズ いっぱいあそぼう！ えいごのうた［日本コロムビア］

（税込 ¥2,530）¥¥
税抜税抜2,3002,300

M価税抜 M価税抜 
pp￥2,300￥2,3001セット（2枚組）

8-616-46618-616-4661

体を動かしながら体を動かしながら
英語を身につけよう英語を身につけよう！！

（税込 ¥1,650）
¥¥
税抜税抜1,5001,500

M価税抜 オープンM価税抜 オープン1組［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

8-616-47528-616-4752
保管に便利な
ケース付き！

Look P.409

❶ ❷ ❸ ❹

Look P.414

8-616-47818-616-4781 1たいそうでフォニックス

8-616-47828-616-4782 2マジックでフォニックス

8-616-47838-616-4783 3マナーでフォニックス

8-616-47848-616-4784 4ドライブでフォニックス

［日本コロムビア］DVDでフォニックス
❶

❷

❸

❹

①たいそうでフォニックス
Unit 1　Phonics Alphabet
フォニックス アルファベット
・フォニックス アルファベットの歌
・発音たいそうの歌
・はやく いおう！

Unit 2　Short Vowels
5つの母音
・5つの母音の歌
・音のたしざん
・よんで みよう！
・はやく いおう！
・じゃなくてチャンツ

②マジックでフォニックス
Unit 3　Magic e
e のついた母音
・マジックeの歌
・音のたしざん
・よんで みよう！
・はやく いおう！

Unit 4　Consonant Digraphs
2文字子音
・2文字子音の歌
・音のたしざん
・よんで みよう！
・はやく いおう！
・じゃなくてチャンツ

③マナーでフォニックス
Unit 5　Consonant Blends
れんぞく子音
・れんぞく子音の歌
・音のたしざん
・よんで みよう！
・はやく いおう！

Unit 6　Polite Vowels
れいぎ正しい母音
・れいぎ正しい母音の歌
・音のたしざん
・よんで みよう！
・じゃなくてチャンツ
・はやく いおう！

④ドライブでフォニックス
Unit 7　Vowel Digraphs
2文字母音
・2文字母音の歌
・音のたしざん
・よんで みよう！
・はやく いおう！

Unit8　Murmuring Vowels
rのついた母音
・rのついた母音の歌
・じゃなくてチャンツ
・音のたしざん
・よんで みよう！
・はやく いおう！

収録内容

●DVD／各33分　

ここを耳に当てると
自分の声がハッキリ

聞こえます！

この部分を
手で持って使います！

手本の音を
聞きながら、

また手本なしで
「音読」や「発音」を

してみよう！

うまく発音できるかな？うまく発音できるかな？

普通教室の掲示物普通教室の掲示物も英語版英語版に！

スモールトークやモジュール授業にも最適スモールトークやモジュール授業にも最適！！

英語の歌英語の歌で英語の音英語の音に慣れ親しもう♪慣れ親しもう♪

8-616-46228-616-4622 アルファベット
●寸法／560（縦）×430（横）×0.2（厚）mm
●質量／63g　●材質／紙

［TREND］英語ポスター

Look P.410

（税込 ¥880）

1枚

¥¥
税抜税抜800800

M価税抜 M価税抜 
￥840￥840

Look P.411

8-616-47878-616-4787 アルファベット
●縮尺／5680万分の1　●寸法／775（幅）mm
×535（高）mm　●質量／54g　●材質／紙

［デビカ］ 世界地図 あいさつ
1枚

（税込 ¥654）
¥¥
税抜税抜595595

M価税抜 M価税抜 
￥700￥700

［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）

8-616-47338-616-4733

M価税抜 M価税抜 
オープンオープン

（税込 ¥3,960）
¥¥
税抜税抜3,6003,600
1セット（2枚入）

Look P.411

Look P.410

（税込 ¥2,871）
¥¥
税抜税抜2,6102,610

M価税抜 オープンM価税抜 オープン1組
［TREND］

外国語活動教室飾り

●質量／250g　●材質／厚口コート紙（UV加工処理済）
8-616-46178-616-4617 アルファベットトレイン

11パーツに
わかれていますので

単独での使用も可能。

427cm

Look P.411

［ラーニング・リソーシズ］

ポケットチャート 
カレンダー＆天気

●寸法／780（幅）×1120（奥）mm
　●質量／998g ●商品仕様／丈夫
な両面フルカラーのカード136枚 

（数字、月、年、休日、祝日、季節、天気）

8-616-47868-616-4786

（税込 ¥7,920）
¥¥
税抜税抜7,2007,200

M価税抜 M価税抜 
オープンオープン1セット
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