
※�ご注文は、事務室にありますUCHIDASカタログの
裏表紙「オーダーシート」をご利用ください。2021年3月31日（水）PM5:00までチラシ

有効期限

交換用

加湿対策

加湿対策 手指消毒

飛沫対策

●寸法／198（幅）×290
（奥）×330（高）mm　
●質量／2.6kg（本体）　
●電源／AC100V　
●消費電力／110W　
●タンク容量／6L　●機
能／湿度設定、加湿量設
定、ヒーターON/OFF、
表示切替スイッチ、タイ
マー・ナイト・キーロック　
●コード着脱可能

［AL COLLE］

型式／ASH-6042/W
8-637-5298
ハイブリッド加湿器

室内をお好みの湿度に
自動でコントロール。
ヒーター式と、超音波式の良いところを兼ね備えた
ハイブリッドタイプ。インフルエンザ予防にも！

※保護フィルムをはがしてお使いください。

顔の表情と口の動きが見られる！
身体的距離を取りながら使いましょう。

※ヘッドホン機能・マイク機能は
ありません。

税抜税抜

M価税抜 ￥5,400

（（税込 税込 ¥¥5,9405,940））

1セット（10個入）

￥￥5,45,40000
●寸法／130（幅）×50（奥）×90（高）mm（1個）　
●質量／6g（1個）　
〈セット内容〉本体（フィルム付）×10個、
クロス×10枚、携帯袋×10枚

［ウィンカム］

型式／M-ECONO-10
8-637-5545
マスクリア エコノ

●寸法／透明フィルム：65（高）mm　●質量／0.5g（1枚）
※アルコール除菌は避けてください。交換目安／1～3カ月（使用環境・
頻度による）

［ウィンカム］

型式／M-ECONOFILM-10
8-637-5546

マスクリア エコノ
専用交換フィルム

M価税抜 ￥5,400

（（税込 税込 ¥¥2,7502,750））

1袋（10枚入）

￥￥2,52,50000税抜税抜

※保護フィルムをはがしてお使いください。

※液体タイプのアルコール消毒液（別売）をお使いください。

●寸法／透明フィルム：65（高）mm　●質量／3g（1枚）

［ウィンカム］

型式／W-HSMF-5
8-637-5549

ヘッドセットマスク専用
交換フィルム

M価税抜 ￥1,500

（（税込 税込 ¥¥1,6501,650））

1袋（5枚入）

￥￥1,51,50000税抜税抜

●寸法／透明フィルム：95（高）mm　●質量／3.2g（1枚）
※アルコール除菌は避けてください。交換目安／1～3カ月（使用環境・
頻度による）

※保護フィルムをはがしてお使いください。

［ウィンカム］

型式／M-ECONOFILM-10
8-637-5550

ヘッドセットマスク専用
交換フィルム（ハイタイプ）

M価税抜 ￥1,800

（（税込 税込 ¥¥1,9801,980））

1袋（5枚入）

￥￥1,81,80000税抜税抜

●寸法／80（幅）×150（奥）×196（高）mm　●質量
／480g　●容量／約500ml　●材質／ABS他　●吐
出回数／約3,000回（乾電池フル装填時）　●吐出・噴
射量／約1.2ml/回、または約2.4ml/回（切替可能）　
●電源／単三アルカリ乾電池×4個（別売）　●屋内使
用のみ（ただし、結露なきこと）　●専用トレイ付き

［ダイト］

型式／ADT-500S
8-637-5397

卓上型センサー式
ディスペンサー

（（税込 税込 ¥¥5,1705,170））

M価税抜 ￥4,8001台

￥￥4,74,70000税抜税抜

※ご注文が集中した場合、お届けに日数がかかる場合があります。

非接触なので衛生的で
感染対策に最適です。

容量
250mL

容量
200mL

使用例

空気中に噴霧したり、
カーテンなどに吹き付けて、
教室内の湿度を保ちましょう。

きめ細かい
ミストが連続噴霧
できます。

ゆっくりしっかり
レバーを引くだけ。

※�80%以下のアルコールを入れられます。 ※�80%以下のアルコールを入れられます。

●寸法／60（幅）×85（奥）×200（高）mm　
●容量／200mL　●耐熱温度45℃　●質量／116g　
●材質／本体：ポリプロピレン、容器：PET樹脂

［マルハチ産業］
スプレーボトル（超微粒ミスト）200mL

型式／MC-203 8-637-5242●●ホワイト

型式／MC-204 8-637-5244●ワインレッド

●寸法／55（幅）×80（奥）×245（高）mm　
●容量／250mL　●耐熱温度45℃　●質量／120g
●材質／本体：ポリプロピレン、容器：PET樹脂

［マルハチ産業］
スプレーボトル（超微粒ミスト）250mL

型式／MC-253 8-637-5243●●ホワイト

型式／MC-254 8-637-5245●ワインレッド

M価税抜オープン 

（（税込 税込 ¥¥770770））
￥￥700700税抜税抜

200mL 1本
M価税抜オープン 

（（税込 税込 ¥¥858858））
￥￥780780税抜税抜

250mL 1本

●材質／天然パルプ100％

［大興製紙］

型式／04570095820020
8-637-0451
ナチュラルソフトM価税抜オープン 

（（税込 税込 ¥¥198198））
￥￥180180税抜税抜

200枚入 1個ワイプとしても
使えるので
便利です！

加湿に
おすすめ！

●寸法／パッケージ（1個）：140（幅）×50（奥）×170（高）mm、
フィルム：65（高）mm（1枚付）　●材質／ポリカーボネート

［ウィンカム］

型式／W-HSM-1W
8-637-5547

ヘッドセットマスク
ホワイト

税抜税抜

M価税抜 ￥2,400

（（税込 税込 ¥¥2,6402,640））

1個

￥￥2,42,40000

予約受付中！
2021年2月
入荷予定

食品にも使え、清掃、消毒とマルチに
活躍できる安心安全のハンドペーパー。

M価税抜 ￥22,000

（（税込 税込 ¥¥12,98012,980））

1台

￥￥111,8001,800税抜税抜

交換用

交換用

年度末に向けた年度末に向けた環境改善環境改善に！に！

感染対策感染対策特
集
特
集

特
集
特
集&&

水洗いOK
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40W40W（飛散防止タイプ）（飛散防止タイプ）

New 1波長形 NEC FLR40SW/Mボウヒ 白色 2910 1箱（25本入）8-636-2483 39,500 ￥25,900 ￥28,490

●定格ランプ電力／40W　●定格寿命／12000時間　●ラピッドスタート形　●サイズ／1198mm ※メーカー直送品です。 返品はご容赦ください。

FE4PF2X

電子点灯管［パナソニック］

M価税抜 M価税抜 ￥800￥800
（税込  ¥748）

1
個

8-636-23918-636-2391
型式／ FE4PF2X

￥￥680680
税抜税抜

●口金／P形口金用　●適合蛍光ラ
ンプ／蛍光灯40W形他用

M価税抜 M価税抜 ￥670￥670
（税込  ¥638）

1
個

8-636-23928-636-2392
型式／ FE1EF2X

￥￥580580
税抜税抜

●口金／E形口金用　●適合蛍光ラ
ンプ／蛍光灯10～30W形他用　

15000
ルクス

M価税抜 M価税抜 ￥4,500￥4,500
（税込  ¥4,180）

1
個

照度計 アイヘルス
［シンワ測定］

8-636-11778-636-1177

￥￥3,8003,800
税抜税抜

●寸法／64（幅）×100（奥）×24（高）mm ●質量70g 
●測定範囲／0～15000ルクス ●電源／太陽電池 

蛍光灯に直接
当てて

照度を測って
みましょう。

13000以下
なら

13000以下
なら

取り替えどき取り替えどき
です。

約約1100倍倍のの長寿命長寿命！！ 簡簡単単にに部部屋屋のの明るさがチェック明るさがチェックできます。できます。

蛍蛍 光光 灯灯 照照 度度 計計

★★
★★ ★★ ★★

40W40W（グロースタータ形）（グロースタータ形）

●定格ランプ電力／37W　●定格寿命／12000時間　●グロースターター形　●サイズ／1198mm

波長形 M品番 商品種別 ルーメン 単位 お申込番号 M価税抜 税抜価格 税込価格

3波長形 パナソニック
FL40SSEXN37 昼白色 3560

1箱（25本入）
8-636-2393 オープン ￥34,000 ￥37,400

FL40SSEXD37 昼光色 3350 8-636-2394
●❽

●❾

3波長形 オーム電機
FL40SSEXN36-10P 昼白色 3220

1箱（10本入）
8-636-2364 オープン ￥6,000 ￥6,600

FL40SSEXD36-10P 昼光色 3200 8-636-2377
●定格ランプ電力／36W　●定格寿命／10000時間　●直管グロースタート　●サイズ／1198mm

●�

●�

点灯管使用タイプ ※�❽、❾のみ25本入10本入
※��、�のみ ※�❽、❾のみ

グリーン購入グリーン購入

40W40W（ラピッドスタート形）（ラピッドスタート形） 点灯管不要タイプ 25本入10本入
※❹、❺のみ ※�❶〜❸のみ

波長形 メーカー M品番 商品種別 ルーメン 単位 お申込番号 M価税抜 税抜価格 税込価格

1波長形 パナソニック FLR40SWMX36R 白色 2850 1箱（25本入）8-636-2371 オープン ￥16,125 ￥17,737
●定格ランプ電力／36W　●定格寿命／12000時間　●ラピッドスタート形　●サイズ／1198mm

3波長形 オーム電機
FLR40SSEXN32-10P 昼白色 2990

1箱（10本入）
8-636-2365 オープン ￥6,500 ￥7,150

FLR40SSEXD32-10P 昼光色 2920 8-636-2376
●定格ランプ電力／32W　●定格寿命／10000時間　●直管ラピッドスタート　●サイズ／1198mm

New

沖縄・離島は 
サービス対象外

1波長形
NEC

FLR40SW/M/36-25P 白色 3000

1箱（25本入）

8-636-2481 16,500 ￥10,640 ￥11,704
FLR40SD/M/36 昼光色 2610 8-636-2482

3波長形
FLR40SEX-N/M36-HG 昼白色 3450 8-636-2479 52,500 ￥16,100 ￥17,710
FLR40SEX-D/M/36-HG 昼光色 3100 8-636-2480

●定格ランプ電力／36W　●定格寿命／12000時間　●ラピッドスタート形　●サイズ／1198mm ※メーカー直送品です。 返品はご容赦ください。

Hf32WHf32W（高周波点灯専用形）（高周波点灯専用形）
点灯管不要タイプ グリーン購入グリーン購入10本入

※�Hf表示のされている専用器具でご使用ください。●定格ランプ電力／36W　●定格寿命／12000時間　●ラピッドスタート形　●サイズ／1198mm

波長形 メーカー M品番 商品種別 ルーメン 単位 お申込番号 M価税抜 税抜価格 税込価格

Hf専用 パナソニック FHF32EXNH210K 昼白色 3520（32W）
/4950（45W） 1箱（10本入）8-636-2390 オープン ￥17,800 ￥19,580

New
Hf専用 NEC

FHF32EX-N-HX-S 昼白色 3450
1箱（25本入）

8-636-2484 52,500
￥19,180 ￥21,098

FHF32EX-D-HX 昼光色 3270 8-636-2485 ￥23,240 ￥25,564
●Hfランプ専用　●32形　●定格ランプ電力／32W　●入数／25本　●定格寿命／約15000時間　●サイズ／1198mm ※メーカー直送品です。 返品はご容赦ください。

DS・5277-1・2012Pn400HT

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

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
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