
※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8営業日以内のお届けになります。

2021年2月26日（金）
PM5:00まで

チラシ
有効期限 20202020

年年

最新版最新版

ピットナル3
［エバニュー］

●寸法／130（長）×36（幅）×36（高）mm　●音量／約120dB（スピーカーより10cmの距離で計測） 　●2音切替式
●付属品／ストラップ、テスト用電池（単四乾電池×2個）

LOOK  につきましてはUCHIDASVol.14カタログをご参照ください。

応援グ応援グッッズズ特集特集！！

運営用品
［日本コロムビア］ ［日本コロムビア］［日本コロムビア］

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。

会会
新型電子ホイッスルです。持ちやすく操作のしやすい形です。新型電子ホイッスルです。持ちやすく操作のしやすい形です。

限定新商品

WEB・チラ
シ

運動会を盛り上げる運動会を盛り上げる！！ ♪ ★

8-613-86278-613-8627　　型式／ COCX-41104
●収録時間：57:45
●★印 振付付 ／♩＝テンポ CD

8-613-86298-613-8629　　型式／ COCX-41106
●収録時間：53:49
●★印 振付付 ／♩＝テンポ CD

並足 1   Pretender 
〈Official髭男dism〉 ★

4:20 ♩＝92

並足&駆足 2  馬と鹿〈米津玄師〉 4:01 ♩＝92 
（♪＝184）

並足 3   アイノカタチ〈MISIA feat. 
HIDE(GReeeeN)〉 ★ 3:36 ♩＝110

4   何度でも 
〈DREAMS COME TRUE〉 3:31 ♩＝105

5  フレア〈Superfly〉 ★ 3:44 ♩＝110

6   ECHO 
〈Little Glee Monster〉 ★

3:04 ♩＝110

ALL
参加並足

7   古関裕而メドレー: 
栄冠は君に輝く〜高原列車は
行く〜オリンピック・マーチ

3:21 ♩＝112

並足&駆足 8   その日は必ず来る 
〈DREAMS COME TRUE〉 

3:40 ♩＝84 
（♪＝168）

9  宿命〈Official髭男dism〉 3:20 ♩＝82 
（♪＝164）

10  BLUE SAPPHIRE 
〈登坂広臣（三代目 J SOUL 
BROTHERS from EXILE 
TRIBE）〉

3:33 ♩＝99 
（♪＝198）

駆足 11  Perfumeメドレー: 
チョコレイト・ディスコ〜ポリ
リズム〜love the world〜
レーザービーム

5:18 ♩＝128
〜133

12 まちがいさがし〈菅田将暉〉 3:11 ♩＝93 
（♪＝186）

13   「天気の子」メドレー
〈RADWIMPS〉:愛にできる
ことはまだあるかい〜グランド
エスケープ

3:56 ♩＝160

14 GONG〈WANIMA〉 3:35 ♩＝195

スペシャル
マーチ

15  ザ・スポーツショウ・メドレー: 
スポーツショー行進曲〜 
スポーツ行進曲〜コバルトの空

5:35 ♩＝126
〜120

並足 1   イントゥ・ジ・アンノウン〜 
心のままに 

〈アナと雪の女王2〉
3:12 ♩＝105

2   君はともだち 
〈トイストーリー4〉 ★ 3:00 ♩＝120

3   A Whole New World 
〈アラジン〉 3:16 ♩＝122

4   Circle Of Life  
〈ライオン・キング〉 ★ 3:57 ♩＝110

5   スター・ウォーズのテーマ ★ 3:25 ♩＝100

6   ワールド・フットボール・ 
アンセム ★ 3:25 ♩＝120

7   Memory〈キャッツ〉 3:48 ♩＝120

8   This Is Me 
（グレイテスト・ショーマン） 3:44 ♩＝110

9   サンダーバード  
メインタイトル 3:16 ♩＝120

スペシャル
メドレー

10  QUEENメドレー 4:43

♩＝162〜
156〜116
〜114〜

138〜140
〜133

並足&駆足 11  Shape of You 
〈エド・シーラン 
（Ed Sheeran）〉

3:43 ♩＝96 
（♪＝192）

駆足 12 U.S.A. ★ 3:31 ♩＝140

13  プリンセス・メドレー:いつか
王子様が（白雪姫）〜美女と野
獣（美女と野獣）〜自由への扉

（塔の上のラプンツェル）〜
夢はひそかに（シンデレラ）

3:34 ♩＝150

14 茶色の小瓶 3:29 ♩＝179

BGM 15  World In Union 
（ラグビー・アンセム） 3:46 ♩＝81

8-613-86288-613-8628　　型式／ COCX-41105
●収録時間：51:57
●★印 振付付 ／♩＝テンポ CD

並足 1  パプリカ〈Foorin〉 ★ 3:09 ♩＝105

2  ハルノヒ〈あいみょん〉 3:43 ♩＝110

3   ハレルヤルーヤ 
〈横山だいすけ〉 ★ 3:31 ♩＝126

4   ドラえもんのうた 
〈大杉久美子〉 2:53 ♩＝125

5   まいにちアハハを 
みいつけた！〈みいつけた！〉 2:39 ♩＝114

6   冬のこもりうた 
〈原田知世〉 ★ 3:27 ♩＝104

7   君はともだち 
〈トイストーリー4〉 ★ 3:00 ♩＝120

フォークダンス 8   大好きって意味だよ 
〈キョエ〉 ★ 4:15 ♩＝134

駆足 9   魔進戦隊キラメイジャー 
〈魔進戦隊キラメイジャー〉 3:18 ♩＝173

10  REAL×EYEZ 
〈J×Takanori Nishikawa〉 3:21 ♩＝188

11  １・２・３〈After the Rain〉 ★ 3:27 ♩＝182

12 ドラえもん〈星野源〉 3:39 ♩＝160

13   バンバンザイ
  　〈いないいないばあっ！〉 2:27 ♩＝160

BGM 14 ルパン三世のテーマ 
　〈ルパン三世〉 4:07 ♩＝144

スペシャル
マーチ

15  スポ魂アニメ主題歌メドレー: 
ゆけゆけ飛雄馬（巨人の星）〜 
アタックNo.1（アタック
No.1）〜燃えてヒーロー

（キャプテン翼）〜タッチ
（タッチ）〜君が好きだと 
叫びたい（スラムダンク）

5:01 ♩＝109
〜160

マーチングシリーズ人気No.1マーチングシリーズ人気No.1！！
2020

年

最新版

2020 アニメ＆キッズ・
ヒット・マーチ

ワールド・ヒット・マーチ2020 
ポップ・ヒット・マーチ

～魔進戦隊キラメイジャー／ 
君はともだち～

～ Memory ／
　 茶色の小瓶～～  Pretender/ 

ザ・スポーツショウ・メドレー～

子供たちに人気のヒーロー、キャラクター
曲をセレクト！楽しい運動会にしよう♪

４年ぶりリニューアル！
新しいワールド・ヒットマーチで運動会を
盛り上げよう！

人気アーティストの曲や、テレビで話題のCM 
ソング、ドラマ・映画の主題歌など、最新J-POP
ソングをセレクト！

動動運運

（税込 ¥2,706）¥¥22,460,460税抜税抜

各各

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

8-636-2285 型式／HX-450
●寸法／490（幅）×310（奥）×1110～1300（高）mm　
●コード長／約2.4m　●質量／6.2kg　●消費電力／114/123W（50/60Hz）

体育館や広いスペースで大活躍！体育館や広いスペースで大活躍！
出入り口などで風を送り、蚊などの
害虫予防としても使えます。

グループ別競技の色分けに便利な
4色各10枚セット！

従来品に比べて3倍の
速さで巻き取れます！

110ｍハードルや
サッカーコートに！

ワンタッチで設営できるワンタッチで設営できる
ドームテントです。ドームテントです。

ローラー
キャリーバッグ

※本テントは簡易利用を目的としており、常設に
は適しておりません。  
強風・豪雨時などの場合はテントが破損する
恐れがあります。

●寸法／設置時：2900（幅）×2900（奥）×2600（高）mm、 
垂幕部：1860～1960mm、収納時：200×230×1300mm 
●質量／13kg　●付属品／杭×4本、ローラーキャリーバッグ

8-613-8566 型式／G1743

8-613-8588 型式／F2721

8-613-8589 型式／G1539

8-620-3900 ●●●●4色×5セット

8-613-8523 型式／YSL3-3030m

8-612-8618  ●ブラック 8-612-8620  ●レッド
●寸法／55.5（幅）×26（奥）×103.9（高）mm（突起部を除く）　
●質量／約180g（別売単三乾電池×3個含む）　●材質／ABS樹脂

ブラック

レッド

運営スタッフさんに！ 100時間使える運営スタッフさんに！ 100時間使える
高音質トランシーバー！高音質トランシーバー！

周波数20ch対応特定小電力トランシーバー
［JVC ケンウッド］

●コード長さ／30m　●質量／5.6kg
8-613-8256 型式／SS-30

屋外でも安全に使える屋外でも安全に使える
防雨型ドラム。防雨型ドラム。

防雨型コードリール
［ハタヤリミテッド］

日本、イギリス、フランス、オランダ、フィンランド、 
中国、イタリア、アメリカ、ドイツ、ロシア、韓国、ギリシャ、
デンマーク、イスラエル、パナマ、ナイジェリア、パキスタ
ン、ルーマニア、オーストラリア、ブルガリア

アメリカ、ロシア、中国、 
イギリス、ドイツ、ギリシア、 
オ ラ ン ダ、 イ ン ド、 
フィンランド、オーストラリア、 
トルコ、パナマ、ブラジル、
フィリピン、アルゼンチン、 
カナダ、イタリア、スイス、
フランス、日本

万国旗用ロープ
［三和商会］

●寸法／5（径）mm×100（長）m　
●容量／1.6kg　●材質／麻

8-613-8247 型式／S-125

［三和商会］ 万国旗  1セット（20種入）

●材質／ポリエチレン　●寸法／380×260mm　
●20カ国20枚1セット　●10mひも付（1本のひもに等
間隔でつながっています）

8-611-7039 型式／S-188

［三和商会］

アクリル万国旗（旗のみ）  1セット（20種入）

●寸法／340×430mm　●質量／750g
●材質／アクリル100％　●20カ国、旗のみ。ロープは別
売となります。

8-613-8246 型式／S-30

運動会や学芸会の引き立て役。運動会や学芸会の引き立て役。 万国旗用の万国旗用の
ロープです。ロープです。

赤青 黄 緑

8-613-7660� ●赤
8-613-7661� ●青

8-613-7662� ●●黄
8-613-7663� ●緑

●主成分／炭酸カルシウム　●ライン引用粉　
●1箱／15kg（3kg×5袋）　

対応 炭カル

容量 8.5kg

ライン幅 5cm

概算距離 220m8-613-8525
●寸法／270（幅）×240（奥）×808（高）mm、
タイヤ：外径15cm　●質量／2.6kg

型式／EKA625R

ライン引き 
SL5

［エバニュー］

カラーフィールドパウダー® 単色5袋入
［エバニュー］

●主成分／炭酸カルシウム　●容量／20kg　●ボックス付
8-613-8271 型式／EKA052

フィールドパウダーBOX  20kg
［エバニュー］

全重協加盟品。
（公益社団法人全国重度障害者雇用
事業所協会に加盟している工場で生
産されています。）

コンパクトで扱いやすい コンパクトで扱いやすい 
フィールドタイプのフィールドタイプの
廉価版！廉価版！※ 取っ手を取り付ける 

作業が必要です。

熱中症
対策に！

8-617-4556
●寸法／5×3m　●質量／1.3kg　●遮光率／約65%　
●材質／ネット：ポリエチレン、周囲：ポリエステル、ハトメ：アルミ（ハトメ穴50cm間隔 ※ひもは付いていません。）

●寸法／約190（径）×50（高）mm、頭部：直径
52mmの穴　●質量／約30g（1枚）
●材質／ポリエチレン　●青、黄、緑、橙 各10枚

（計40枚）　●スタンド、収納袋付

●目盛り（両面）表2mm（白）、裏5mm（黄）
●寸法／本体：180（幅）×270（奥）×45（高）mm、
テープ：13（幅）×0.55（厚）mm　●質量／700g
●材質／テープ：ガラス繊維、ケース：ABS樹脂
●JIS1級　●標準張力／20N

●目盛り／表：2mm、裏：5mm　●テープ寸法：13
（幅）×0.35（厚）mm×120（長）m

遮光ネット（5m×3m）

カラースポット 40  （4色40枚入）

巻尺KL  120M

巻尺シムロンはや巻

［シンコー］

［アカバネ］

［トーエイライト］

［TJMデザイン］

JIS 1級

30m巻

2tで踏んでも復元！2tで踏んでも復元！
4色組が運動会の定番品！4色組が運動会の定番品！

ブルー グリーンイエローレッド

青赤

●寸法／380（幅）×380（奥）×700（高）mm（1本）　●質量／850g　●材質／ポリエチレン

フレックスコーン 700H  1組20本入
［SANKO］ワンタッチテント DMJ2918

［トーエイライト］

大型扇風機（工場扇）
［鯛勝産業］

●赤�型式／EKB130R ●青�型式／EKB130B
8-613-8625 8-613-8626

秋の

ホイッスル音・
ブザー音の2種類の
音が出ます。

ビーッビーッ
（ブザー音）（ブザー音）

ピィーッピィーッ
（ホイッスル音）（ホイッスル音）

口を付けないので衛生的口を付けないので衛生的！！

今が買い時キャンペーン今が買い時キャンペーン
8-613-8652●赤

8-613-8653●青
（税込 ¥5,148）

¥¥
税抜税抜4,6804,680

同色

2個組99月月3030日まで日まで!!

1
個

鮮明なラインが引け、飛散が少ない粉です。鮮明なラインが引け、飛散が少ない粉です。

M価税抜 ¥2,800

¥¥1,8201,820
M価税抜 ¥2,200

（税込 ¥2,002）

税抜税抜

M価税抜 ¥9,000

（税込 ¥7,425）

¥¥6,7506,750税抜税抜

各各¥¥4,1724,172
M価税抜 ¥5,000

（税込 ¥4,589）

¥¥13,33413,334
M価税抜 オープン

（税込 ¥14,667）

税抜税抜

¥¥5,2805,280
（税込 ¥5,808）

税抜税抜
M価税抜 ¥6,600

税抜税抜

¥¥3,8303,830
（税込 ¥4,213）

M価税抜 ¥6,090

M価税抜 ¥14,300

（税込 ¥13,365）

¥¥12,15012,150税抜税抜
M価税抜 ¥11,890

（税込 ¥10,340）

¥¥9,4009,400税抜税抜各各¥¥12,80012,800
M価税抜 オープン

（税込 ¥14,080）

税抜税抜

（税込 ¥17,160）

¥¥15,60015,600税抜税抜
M価税抜 オープン

（税込 ¥31,416）

¥¥28,56028,560税抜税抜
M価税抜 ¥34,000

M価税抜 オープン

（税込 ¥11,440）

¥¥10,40010,400税抜税抜

¥¥3,8003,800
M価税抜 ¥5,400

（税込 ¥4,180）

税抜税抜

M価M価税抜税抜  ¥¥1,6001,600

（税込 （税込 ¥¥1,5071,507））¥¥1,3701,370税抜税抜
M価M価税抜税抜  ¥¥10,00010,000

（税込 （税込 ¥¥8,7128,712））

¥¥7,9207,920税抜税抜

免許・資格
不要！

（税込 ¥3,080）¥¥2,8002,800各各
税抜税抜通販カ

タ
ロ
グ

教 育
用 品

LOOK

P.348

LOOK

P.1039

LOOK

P.342

市街地     約100m〜200m
見通良い郊外  約1000m〜2000m

通信
距離

LOOK

P.358
LOOK

P.342

LOOK

P.344
LOOK

P.344

20カ国

20枚組

粉止め板
付き 20kg入

LOOK

P.338

LOOK

P.336

LOOK

P.764

LOOK

P.338

LOOK

P.343

120m巻

LOOK

P.341
LOOK

P.341
LOOK

P.340

約120dB
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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!

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

12色セ
ット

です。

専用雷管は
下記商品を

ご使用ください。

ソフトつば、
アゴゴム付き。

8-613-7758   ●●白

8-613-7759   ●●青

8-613-7760   ●●赤

8-613-7761   ●●緑

8-613-7762   ●●黄

8-613-8592   ●●紫

●寸法／9寸（272mm）11間　●質量／26g
●材質／扇面：紙、骨：竹　

［ゴークラ］ カラー扇子

［サンワ］ 大きな花のうでわ  2個組

●寸法／約130（径）mm　●質量／10g

8-613-8643  ●赤

8-613-8644  ●●黄

8-613-8645  ●青

8-613-8646  ●緑

8-613-8647  ●桃

8-613-8648  ●橙

制作例

こわれにくい
金属かしめ
使用。

［サンワ］ キラキラポンポン  2個組

●寸法／約230（幅）×50（奥）×40（高）mm　●質量／30g

8-613-8389  ●赤

8-613-8390  ●●金

8-613-8391  ●青

8-613-8392  ●緑

8-613-8393  ●桃

8-613-8394  ●銀

8-613-8179
●寸法／900（縦）×1000（横）mm
●本体材質／綿、ブロード地

みどりもも

●紙寸法／192（縦）×248（横）mm

おはながみ（五色鶴） 500枚入
8-610-1335  ●あお

8-610-1338  ●みどり

8-610-1339  ●もも

8-610-1340  ●あか

8-610-1344  ●●きいろ

8-610-1346  ●●おれんじ

8-610-1347  ●●しろ

8-610-1348  ●みずいろ

8-605-1845
●容量／200mL（1色）　●色／白、黒、赤、うすもも、 
ピンク、オレンジ、黄、黄緑、緑、青、空、茶　●寸法／
250×185×220mm　●質量／2790g　●材質／ 
アクリル樹脂　●用途／綿、ポリエステル

●寸法／280（幅）×270（奥）×70（厚）mm　
●材質／ABS樹脂

8-610-1358

メイクフラワー
花子ちゃん

遠くからでもよく映える使い勝手の良い腕輪です。

オリジナル応援旗がつくれますオリジナル応援旗がつくれます。。

¥¥333333各各

M価税抜 ¥700

（税込 ¥366）

税抜税抜

M価税抜 ¥139

（税込 ¥121）

¥¥110110各各
税抜税抜

M価税抜 ¥232

（税込 ¥220）

¥¥200200各各
税抜税抜

M価税抜 ¥600

（税込 ¥429）

¥¥390390各各
税抜税抜

¥¥800800
M価税抜 ¥900

（税込 ¥880）

税抜税抜

M価税抜 ¥6,960

（税込 ¥6,336）

¥¥5,7605,760税抜税抜
M価税抜 ¥8,900

（税込 ¥6,699）

¥¥6,0906,090税抜税抜

［合鹿製紙］

学級旗
［BSS］

フラッグカラー 
12色セット 
200mL

［ターナー］

大きな花びらでダンスが際立つ！大きな花びらでダンスが際立つ！ 柔らかゴムなので柔らかゴムなので
手首に巻いても痛くない。手首に巻いても痛くない。

運動会の応援グッズに。運動会の応援グッズに。 かわいいお花をたくさん作りましょう！かわいいお花をたくさん作りましょう！おはながみを一気に折るおはながみを一気に折る
折り花製造機です。折り花製造機です。

カラフルな色で個性が出せる！カラフルな色で個性が出せる！ 綿製の白手袋です。綿製の白手袋です。

●寸法／約160（縦）×105（横）mm　●質量／30g

［サンワ］ 
カラーのびーる手袋
8-613-8634  ●赤

8-613-8635  ●黄

8-613-8636  ●青　　　　

8-613-8637  ●●白　　　　

8-613-8638  ●蛍光イエロー

8-613-8639  ●蛍光ブルー

8-613-8640  ●蛍光グリーン

8-613-8641  ●蛍光オレンジ

8-613-8642  ●蛍光ピンク

※ロットにより色ぶれが生じる場合がございます。

たくさんの色の手袋でダンスにメリハリが出ます。

●寸法／中指：約90mm、親指：約60mm、 
全長：240mm　●材質／綿　●1双

各各¥¥135135
M価税抜 ¥162

（税込 ¥148）

税抜税抜

M価税抜 ¥400

（税込 ¥330）

¥¥300300税抜税抜綿手袋 白
［三和商会］

8-613-7773
型式／S-109

カラー

チェッカー

鮮やかなデザインで鮮やかなデザインで
ゴールの瞬間をより楽しく！！ゴールの瞬間をより楽しく！！

連打防止装置付き。連打防止装置付き。
フライング対応。フライング対応。

屋内使用もできます。 屋内使用もできます。 

8-613-8180
●材質／スチール　
●質量／0.5kg（1丁）　●クリーナー付

型式／EGA201双発B

型式／EGA2238-613-8178
●薬量0.01g以下　●販売許可不要

ファースト信号器
2丁入

［エバニュー］

ファースト信号器
［エバニュー］

ミニ雷管  100発入
［エバニュー］

型式／EGA220
8-613-8208
●フリーサイズ　●質量／200g　
●材質／ABS樹脂・塩化ビニール・ウレタンスポンジ

イヤー
ディフェンダーⅡ

［エバニュー］
耳の
保護に。

［エバニュー］ リレーバトンプラ
●長さ／290mm（小・中・大共通）　
●材質／ポリエチレン　●ケース付　
●色／6色入（ピンク・緑・青・白・赤・黄）

手のひらサイズに合わせてバトンパス！手のひらサイズに合わせてバトンパス！

軽量で握りやすいノンスリップ軽量で握りやすいノンスリップ
シボ加工を施したリングバトン。シボ加工を施したリングバトン。

M価税抜 ¥750

（税込 ¥676）

8-613-7528
●材質／スチール　
●質量／0.4kg（1丁）　●クリーナー付

型式／EGA202単発B

●寸法／太さ：27（径）mm、リング外径：190mm 
●材質／低密度ポリエチレン　 ●質量／60g（1本）　
●色／6色入（青、緑、赤、黄、白、オレンジ 各1本）

型式／EKA4688-613-7728
●旗寸法／380（横）× 350（縦）mm　 
●柄／600mm　●材質／再生ペット＋ポ
リエステル生地　●紅白1組　●木製取っ
手付

紅白手旗 紅白1組2本
［エバニュー］

紅白帽子

●寸法（頭まわり）／540～570mm
●材質／綿100％　
●サンフォライズ加工　●日本製

8-613-8215 型式／S-12

［三和商会］

カラーリングバトン
8-613-8484 型式／G1312

［トーエイライト］

ゴールインテープ
●寸法／60（幅）mm×7（長）m　
●材質／ポリエステルポンジ　
●質量／27g　
●上下ヒートカット加工

［エバニュー］

［トーエイライト］

60cm

中身がおがくずなので中身がおがくずなので
衝撃が少ない紅白玉です。衝撃が少ない紅白玉です。

耐久性に優れた合成皮（PVC）を耐久性に優れた合成皮（PVC）を
外被に採用した新感覚のカラー玉！！外被に採用した新感覚のカラー玉！！

7cm

6cm

●寸法／70（径）mm　●質量／60g（1個）　
●材質／外被：合成皮革（PVC）、中身：綿糸、樹脂粒子

カラー玉SL70 10個入
8-613-8150 ●青

8-613-8151 ●緑

8-613-8152 ●赤

8-613-8153 ●●白

8-613-8154 ●●黄

8-613-8218 型式／S-182／455

●寸法／約60（径）mm（1個）　
●質量／約30～40g（1個）
●材質／布、オガクズ入　●収納袋付

［三和商会］紅白玉

丈夫で
水にも強い！

※収納ケースなし

8-613-8469

カラー
型式／EGA375

M価税抜 ¥2,200

（税込 ¥2,032）
¥¥1,8481,848税抜税抜

8-613-8470

チェッカー
型式／EGA378

M価税抜 ¥2,100

（税込 ¥1,969）
¥¥1,7901,790税抜税抜

8-613-8429
大

M価税抜 ¥1,590

（税込 ¥1,331）
¥¥1,2101,210税抜税抜

8-613-8430
中

M価税抜 ¥1,550

（税込 ¥1,298）
¥¥1,1801,180税抜税抜

8-613-8431
小

M価税抜 ¥1,500

（税込 ¥1,254）
¥¥1,1401,140税抜税抜

¥¥366366
M価税抜 ¥470

（税込 ¥402）

税抜税抜

M価税抜 ¥1,450

（税込 ¥1,270）

¥¥1,1551,155税抜税抜

M価税抜 ¥2,400

（税込 ¥2,296）
¥¥2,0882,088各各
税抜税抜

¥¥2,9002,900
M価税抜 ¥3,500

（税込 ¥3,190）

税抜税抜

M価税抜 ¥4,200

（税込 ¥3,652）
¥¥3,3203,320税抜税抜

M価税抜 ¥2,400

（税込 ¥2,398）
¥¥2,1802,180税抜税抜

M価税抜 ¥5,600

（税込 ¥4,862）
¥¥4,4204,420税抜税抜

¥¥615615税抜税抜

※火薬が露出するような使用は避けてください。

8-613-7621 （85cm）　8-613-7613 （110cm）

8-613-7619 （85cm）　8-613-7611 （110cm）
8-613-7618 （85cm）　8-611-7013 （110cm）

8-613-7617 （85cm）　8-611-7012 （110cm）

8-613-7616 （85cm）　8-611-7011 （110cm）

8-613-7614 （85cm）　8-611-7009 （110cm）
8-613-7615 （85cm）　8-611-7010 （110cm）

8-613-7620 （85cm）　8-613-7612 （110cm）オレンジ

茶

紫

ピンク

黄緑

白

赤

黄

青

［三和商会］［三和商会］
紅白ハチマキ紅白ハチマキ

ハチマキ巻いてハチマキ巻いて

一致団結一致団結！！
競技用品 ハチマキを巻くと気持ちが凛としてハチマキを巻くと気持ちが凛として

やる気が湧いてきます。やる気が湧いてきます。

8-613-8386 （85cm）　8-613-8385 （110cm）

85×4cm M価税抜 ¥130

¥¥105105各各
（税込 ¥115）

色ハチマキ
［三和商会］

税抜税抜

110×4cm M価税抜 ¥150

¥¥115115各各
（税込 ¥126）

税抜税抜

8-613-82398-613-8239

110×4cm110×4cm
型式／S-2型式／S-2

¥¥145145
M価税抜 ¥170

（税込 ¥159）

税抜税抜

型式／S-1型式／S-1
85×4cm85×4cm

8-613-82388-613-8238

¥¥125125
M価税抜 ¥150

（税込 ¥137）

税抜税抜

M価税抜 ¥190

（税込 ¥170）

¥¥155155税抜税抜

※表紙デザインを変更する場合がございます。

●寸法／179（横）×252（縦）mm　●30枚
8-603-2416 型式／087214002

B5じゆうちょう 
ドラえもん

［ショウワノート］

障害物競走や障害物競走や
競技マーカーと競技マーカーと
しても重宝します！しても重宝します！

M価税抜 ¥26,000

（税込 ¥24,310）

¥¥22,10022,100税抜税抜

5枚から8枚を重ねて
じゃばら折りにします。

赤 黄 青

白

蛍光
ピンク

蛍光
オレンジ

蛍光
グリーン

蛍光
ブルー

蛍光
イエロー

●寸法／410（直径）×360（内径）
×4（厚）mm　 
●質量／1.8kg（1セット）　 
●材質／合成ゴム（SBR）
 〈セット内容〉 
青・緑・赤・白・黄 各2本入

ステップカラー
ラバーリング40

［トーエイライト］

●寸法／600（直径）×550（内径）
×4（厚）mm　 
●質量／2.6kg（1セット）　 
●材質／合成ゴム（SBR）
 〈セット内容〉 
青・緑・赤・白・黄 各2本入

ステップカラー
ラバーリング60

［トーエイライト］

型式／B60098-612-7302
M価税抜 ¥7,600

（税込 ¥7,051）¥¥6,4106,410税抜税抜

　

本
入

10

型式／B27008-617-4782
M価税抜 ¥10,000

（税込 ¥9,339）¥¥8,4908,490税抜税抜

　

本
入

10

約
230mm

500枚入

2個入

9寸
11間

応援用品

ABS
樹脂製

LOOK

P.350

2個入 LOOK

P.350

LOOK

P.351 LOOK

P.353

LOOK

P.160

LOOK

P.224

LOOK

P.224

24
0m

m

LOOK

P.352
LOOK

P.352

LOOK

P.344100発入

LOOK

P.344

LOOK

P.344

LOOK

P.344  

2丁入

LOOK

P.346
紅白

各50個入

LOOK

P.34610個入

賞品
LOOK

P.93 セミB5
糸綴じ 
仕上げ

LOOK

P.349

LOOK

P.493 10本入

LOOK

P.347

小
29（径）mm

中
31（径）mm

大
35（径）mm

LOOK

P.347

LOOK

P.349
LOOK

P.343

LOOK

P.344

LOOK

P.349

200mL 12色
セット

使用例40

10
本入 8-612-7605

（税込 ¥6,765）
¥¥6,1506,150税抜税抜

10
本入 8-612-7606

（税込 ¥8,965）
¥¥8,1508,150税抜税抜

60

今が買い時キャンペーン今が買い時キャンペーン99月月3030日まで日まで!!
※�9月30日までのキャンペーン価格は専用型番で注文の場合に適用されます。
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