
担当販売店回
覧
印

2022年2月28日（月）PM5:00まで
チラシ有効期限

※�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。
※　　　　につきましてはUCHIDASVol.15カタログをご参照ください。Look
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教科毎に
管理できる！

プリントを
  なくさない！

提出物を
忘れない！

1箱
（12本入）

M価税抜 M価税抜 ￥720￥720

（（税込 税込 ¥¥594594））
¥¥540540

●外装をすべて金属で製作。
●�チェーンに対応できるリング付。HACCP対応商品。
●�金属探知機で検知可能で、異物混入のリスクを低減します。

ウチダオリジナルなまえペンウチダオリジナルなまえペン！！  
なまえを書いて、新学期、スタートなまえを書いて、新学期、スタート!!

にじみにくく、にじみにくく、
洗濯でも落ちにくい。洗濯でも落ちにくい。

丸つけ用の丸つけ用の
赤赤青青えんぴつえんぴつ。。
転がりにくい転がりにくい
六角軸六角軸！！

個人学習・オンライン学習に適したA4サイズの紙製発表シートです個人学習・オンライン学習に適したA4サイズの紙製発表シートです！！

片手でラクラク、片手でラクラク、
キャップもなくさないキャップもなくさない！！ HACCP対応ボールペン。HACCP対応ボールペン。

布製品に
ピッタリ。

（（税込 税込 ¥¥2,0902,090））

M価税抜 オープンM価税抜 オープン
1組

（10枚入）

¥¥1,9001,900

ノック式！

［ウチダ］ 

なまえペン 1本

●線幅／極細：0.5mm、細：1.0mm　
●寸法／143（長）×約10（最大径）mm　
●インク／油性

型式／UE-NW8-631-4015
●線幅／極細0.4mm、細0.8mm　
●寸法／137mm　●インク／油性

●線幅／0.9mm　●寸法／150（長）×18（最大径）mm
●質量／10g　●材質／PP、アクリル繊維　
●インク／油性　●インク色／黒

●黒 型式／YKR-S#498-631-4652
マイネームノック 細字 黒

［サクラクレパス］

書類の出し入れが書類の出し入れが
簡単なタテ型タイプ簡単なタテ型タイプ！！

中身が見えて使いやすい。中身が見えて使いやすい。

（（税込 税込 ¥¥9494））

M価税抜 オープンM価税抜 オープン1本

¥¥8686

［トンボ鉛筆］

ippo丸つけ用赤青鉛筆 1ダース
型式／CV-KIVP8-631-4539

［トンボ鉛筆］

ippo丸つけ用青鉛筆 1ダース
型式／CV-KIP8-631-4588

（（税込 税込 ¥¥165165））

M価税抜 M価税抜 ¥200¥2001本

¥¥150150

本体に名前を書ける
ので、持ち物管理が
しやすく便利です。

■ なまえペンの特長
お申込番号 単位 価格

8-631-2037 1組（10本入） ￥1,027 （（税込 税込 ¥¥1,1291,129））

［サクラクレパス］ マイネームツイン#49 黒（細／極細）1組（10本入）

※�1組単位で
　お申し込みください。まとめ買いパックお得

¥102102.7.7

1本 
あたり

税
抜

（（税込 税込 ¥¥112.9112.9））

お得 握りやすく
スムーズに
書ける！

油性染料

ノック式

ボール径
0.7mm

●ボール径／0.7mm　●寸法／137（長）×9（最大径）mm　●質量／14.5g
●材質／胴軸：ステンレス、テーパー・天リング、ノックバー：黄銅にクロームメッキ、クリップ：バネ胴にクロームメッキ　●インク色／黒　●ノック式

●黒 型式／BSL-500D#98-631-4654
HACCP対応ステンレスボールペン

［プラチナ万年筆］

●黒 型式／BSL-DWR#98-631-4653

HACCP対応ステンレスボールペン 
紐通し用Wリング

［プラチナ万年筆］

（（税込 税込 ¥¥473473））

M価税抜 M価税抜 ¥500¥5001本

¥¥430430
（（税込 税込 ¥¥756756））

M価税抜 オープンM価税抜 オープン1本

¥¥688688

●寸法／210（縦）×297（横）×
0.52(厚)mm　●質量（1枚）／約31g
●材質／紙、両面硬質パルプフィルム
処理　●表裏使用可　●付属品／名前
シール×10枚

発表シートA4  10枚入
型式／UHSP-4A8-612-1835

［ウチダ］

※紙製のため折り曲げや水漏れにご注意ください。　
※材質の特性上、丸みを帯びる場合があります。
※マグネット加工はありません。黒板に貼る場合は別途マグネットボタンやマグネットバー等をご使用ください。
※マーカーインクは色移りする場合があります。持ち帰り時は板面をきれいに拭いてください。

68mm

34mm

A4

暗線は点線34ｍｍ角、実線
68ｍｍ角で、シーンに合った
文字の大きさで書けます。

セミB5

A罫
7mm

六角軸

赤

（（税込 税込 ¥¥418418））

M価税抜 M価税抜 ￥460￥4601冊

¥¥380380

A4

B5

●寸法／192（縦）×138（横）mm　
●シート厚／0.18mm　●材質／ポリプロピレン
●色／乳白色（透明）

型式／CHB6L8-632-3796
クリアホルダー B6［ハピラ］

B6判

裏面が
名前カードに
なっています。

●質量／A4:85g、B5:65g　●材質／EVA

［キョクトウ］れんらく袋
お申込番号 商品種別

8-632-4116 B5 寸法／310（横）×225（縦）×4（厚）mm、
型式／SEB5LB

8-632-4117 A4 寸法／345（横）×250（縦）×4（厚）mm、
型式／SEA4LB●対応サイズ／A4判（5仕切り6ポケット）　●寸法／314.5

（縦）×220（横）×3（厚）mm　●適正収納／80枚　●質量／
83g　●シート厚／0.2mm　●材質／ポリプロピレン

お申込番号 商品種別

8-632-3617 ●ブルー 型式／ACT-915-10

8-632-3618 ●コバルトブルー 型式／ACT-915-14

8-632-3619 ●ピンク 型式／ACT-915-21

8-632-3620 ●ライトグリーン 型式／ACT-915-33

8-632-3621 ◎クリア 型式／ACT-915-90

8-632-3622 ●ローズ 型式／ACT-915-23

［セキセイ］

アクティフ 5インデックスホルダー
A4タテ

使用例

●六角軸　
●パッケージ寸法／1ダース：48（縦）×
198（横）×17（厚）mm、2本入：28（縦）
×210（横）×8（厚）mm
●パッケージ／1ダース：紙箱入、2本入：
透明ポリプロピレン袋入
●材質／本体軸：木材

算数セットなどの
小さいものに
ピッタリ。

ステンレス
ボディで
高い耐食性。

小さめサイズの小さめサイズの
クリアホルダクリアホルダ！！
マスクの一時的なマスクの一時的な
保管にも保管にも！！

藍

六角軸
ippo丸つけ用赤鉛筆 1ダース

型式／CV-KIV8-631-4058

［トンボ鉛筆］

●�

●❾

お申込番号 単位 価格

8-631-3156 1組（2本入×5パック）￥454 （（税込 税込 ¥¥499499））

［トンボ鉛筆］丸つけ用赤鉛筆　1組（2本入×5パック）

※�1組単位で
　お申し込みください。まとめ買いパックお得

お申込番号 単位 価格

8-631-3157 1組（2本入×5パック）￥454 （（税込 税込 ¥¥499499））

［トンボ鉛筆］丸つけ用赤青鉛筆　1組（2本入×5パック）

※�1組単位で
　お申し込みください。まとめ買いパックお得

お申込番号 単位 価格

8-631-4689 1組（2本入×5パック）￥454 （（税込 税込 ¥¥499499））

［トンボ鉛筆］丸つけ用青鉛筆　1組（2本入×5パック）

※�1組単位で
　お申し込みください。まとめ買いパックお得

断面 本体軸：木材

●寸法／203（横）×268（縦）mm　●材質／カバー：ポリプロピレン
●1ポケット適正収容枚数／15枚　●ノート枚数30枚

［コクヨ］

キャンパスカバーノート
〈プリント収容ポケット付〉

お申込番号 商品種別

8-603-2308 ●ブルー 型式／
ノ-623A-B

8-603-2310 ●ピンク 型式／
ノ-623A-P●❷

●❶

●❷●❶

軽く薄いので
持ち帰りでの

負担が少ないです。

M価税抜 M価税抜 ￥600￥600

（（税込 税込 ¥¥499499））

1枚

¥¥454454

M価税抜 M価税抜 ￥350￥350

（（税込 税込 ¥¥281281））

1冊

¥¥256256

1袋
（9枚入）

M価税抜 M価税抜 オープンオープン

（（税込 税込 ¥¥159159））
¥¥145145

1箱
（12本入）

M価税抜 M価税抜 ￥720￥720

（（税込 税込 ¥¥594594））
¥¥540540

1箱
（12本入）

M価税抜 M価税抜 ￥720￥720

（（税込 税込 ¥¥594594））
¥¥540540

M価税抜 M価税抜 ￥370￥370

（（税込 税込 ¥¥346346））

1袋

¥¥315315 M価税抜 M価税抜 ￥440￥440

（（税込 税込 ¥¥358358））

1袋

¥¥326326M価税抜 M価税抜 ￥400￥400

（（税込 税込 ¥¥352352））

1枚

¥¥320320

A4

B6

ワイドに開くワイドに開く
Ｌ字型のＬ字型の
WファスナーでWファスナーで
出し入れ簡単出し入れ簡単！！

●❹

●❸

●❹
●❸

●❻

●❺

●❻

●❺

●❽

●❼
●❽

●❼
●�

●�

●�

●�

個個人人 品品用用 特特集集児童児童
・・
生徒生徒 向け向け！！

極細0.5mm
線幅

細1.0mm
油性インク

極細0.4mm
線幅

細0.8mm

油性インク

線幅
細0.9mm

筆記用具

ノート発表シート

ホルダー れんらく袋
グリーン購入グリーン購入
GPNGPN

A4判
タテ

Look

P.380

Look

P.99

●材質／オレフィン系シート

メッシュケース［マグエックス］

●�

●❾ 寸法／345（横）×260（縦）×5（厚）mm、
型式／MMC-A4-BA48-632-3070
寸法／210（横）×170（縦）×5（厚）mm、
型式／MMC-B6-BB68-632-3068

メッシュケース Look

P960 Look

P.954
Look

P.961

ノートとプリントをノートとプリントを
教科別に一緒に教科別に一緒に
収容できます。収容できます。

六角軸

藍

赤

Look

P.917
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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21,700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

ベージュ

スポンジ
ヘッド 50mL

［トンボ鉛筆］ 

缶入色鉛筆  1缶

12色 型式／CB-NQ12C
8-605-1781

●色／12色入（黄色、黄緑、緑、水色、
青、紫、桃色、赤、橙色、薄橙色、茶色、黒） 
●寸法／ケース：186（縦）×102（横）×
12（厚）mm ●質量／157g

［ウチダ］ 

キッズおりがみ 1冊
8-602-1760
●紙寸法／15×15cm　
●紙厚／0.07mm　
●色／16色入（赤、緑、青、黄緑、
黄、黄橙、薄桃、薄橙、茶、黒、藤、
水、灰、白、金、銀）　
●なまえシール1枚　
●ST取得

［トンボ鉛筆］ 

ロールケース入色鉛筆  24色NQ
24色 型式／CR-NQ24C8-605-2356

●色／24色入（黄、黄緑、緑、水色、青、紫、桃、赤、橙、薄橙、茶、
黒、白、山吹、黄土、深緑、群青、すみれ、赤紫、朱色、焦げ茶、 
ねずみ色、銀、金）　●寸法／ケース：291（幅）×250（長）mm　
●質量／165g　●材質／本体軸：木材、ケース：布

12色入

（（税込 税込 ¥¥1,6501,650））

M価税抜 M価税抜 ￥2,000￥2,0001個

¥¥1,5001,500

スタンダードな色鉛筆がスタンダードな色鉛筆が
この価格この価格！！

名前シール＋ジッパー付き袋で個人持ち名前シール＋ジッパー付き袋で個人持ち
にオススメ。にオススメ。

コンパクト＆軽量コンパクト＆軽量！！
持ち運びに便利な持ち運びに便利な
布製ロールケース入り布製ロールケース入り！！

児童個人持ち用小巻カッター付き。児童個人持ち用小巻カッター付き。 児童・生徒の児童・生徒の
番号シール番号シール！！

個人・グループの識別に。個人・グループの識別に。

色鉛筆の
定番品！

お申込番号 単位 税抜価格 税込価格

8-602-1761 1組（30冊入） ￥1,944 ￥2,138

［ウチダ］キッズおりがみ  1組（30冊入）
※�1組単位でお申し込みください。まとめ買いパックお得

16色／
32枚入 15cm

使用例 ジッパー付き袋 なまえシールが付属
しています。

左右非対称
リング

刃渡り
55mm

● 全 長 ／138mm ● 刃 渡り／
46mm ●寸法／138（縦）×58

（横）×10（厚）mm ●材質／刃：
ステンレス鋼、ハンドル・キャップ：
ABS樹脂 ●先丸刃 ●キャップ付 
●名前シール付 ●マグネット加工

［ウカイ利器］

工作はさみ
型式／UK-1408-606-2050

キャップ
付き

親指と、人差し指または
中指で適切にグリップ
でき、安定して保持する
ことができます。

はさみの持ち方と使い方を考えた、はさみの持ち方と使い方を考えた、
子供用はさみ。子供用はさみ。

刃渡り
46mm

マグネット
加工

キャップ
付き

左右対称
リング

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥7373））
1冊

（32枚入） ¥¥6767

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥261261））

1本

¥¥238238

M価税抜 M価税抜 ￥400￥400

（（税込 税込 ¥¥299299））

1本

¥¥272272

子供の小さい力でも軽く切れる子供の小さい力でも軽く切れる！！
シールを切ってもベタつかない。シールを切ってもベタつかない。

学習はさみ
（エアロフィットサクサ・キッズ）
右手用

［コクヨ］

●ブルー 型式／ハサ-P270B8-606-2535
●ピンク 型式／ハサ-P270P8-606-2536

左手用
●●イエロー 型式／ハサ-PL270Y8-606-2537

●全長／142mm（キャップのぞく）　●刃渡り／55mm　●材質／刃部：ステンレス、ハンドル部：R-ABS、 
リング部：エラストマー、キャップ：R-ABS　●質量／39g　●グルーレス刃　●キャップ付　●名前シール付　

※�1組単位でお申し込みください。

お申込番号 単位

8-633-1306 1組（30個入）
価格 税込価格

￥3,180 ¥¥3,4983,498

まとめ買いパック
［ヤマト］ 

アラビックヤマトスタンダード
1組（30個入）

お得

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥141141））

1パック
3シート

（72片入）

¥¥129129

「置き勉」「置き勉」やや「GIGAスクール」「GIGAスクール」
など、児童・生徒の荷物整理になど、児童・生徒の荷物整理に
オススメ。オススメ。

年組氏名記入欄付きの年組氏名記入欄付きの
ボックスファイル。ボックスファイル。
高さがハーフサイズで収納物が
確認しやすく取り出しやすい！

●�

●�

●�

1
6
3
m
m

100
mm

底板付き

グリーン購入グリーン購入
GPNGPN

お申込番号 商品種別

8-633-1696 ●黄 テープサイズ／15mm×9m、質量／35g、
型式／CT-15DCY

8-633-1697 ●赤 テープサイズ／18mm×8m、質量／36g、
型式／CT-18DCR

●テープ厚／0.05mm　●材質／巻芯：古紙使用　●巻芯径／25mm　

［ニチバン］

CT小巻カッター付まっすぐ切れるタイプ

�
�

�

径
16mm 

（原寸大）径16mm

●寸法／117（幅）×341（奥）×246（高）mm　●材質／ハイインパク
トポリスチレン　●背見出し差替可能　●ボックス式

［LIHIT LAB.］リクエスト・スタックボックス
お申込番号 商品種別

8-632-2215●●白 型式／G1600-0

8-632-2216●赤 型式／G1600-3

8-632-2217●黄 型式／G1600-5

8-632-2218●黄緑 型式／G1600-6

8-632-2219●水 型式／G1600-14
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117mm
●� ●�

軽量でコンパクトに収納できる軽量でコンパクトに収納できる
安心フィットの防災ずきん。安心フィットの防災ずきん。

A4判
ヨコ

お申込番号 商品種別

8-633-6662 ●蛍光桃 型式／TGK-153

8-633-6663 ●蛍光緑 型式／TGK-154

8-633-6664 ●蛍光黄 型式／TGK-155

8-633-6665 ●蛍光橙 型式／TGK-156

［Tanosee オリジナル］

蛍光カラー丸ラベル 16mm

●材質／上質紙　●アクリル系粘着剤

●�

●�

●�

●�

�

A4判
ヨコ

絵や文字を書いてオリジナルの絵や文字を書いてオリジナルの
南京錠を作ろう南京錠を作ろう！！

シルバー

マスキングテープや
シールも貼れます。

使用例

グリーン

でるキャップ コンパクトタイプ  1枚入［タイカ］

8-620-7841
●寸法／300（幅）×260（奥）×40（高）mm　●頭まわりサイズ／
54cm～62cm　●質量／85g　●材質／本体：PE樹脂、あご紐：PP樹脂

型式／DC-C-01

ワインレッド

お申込番号 商品種別

8-636-4541●シルバー 型式／CL-S

8-636-4542●ワインレッド 型式／CL-R

8-636-4543●グリーン 型式／CL-G

●寸法／35（幅）×16（奥）×59（高）mm、
キーリング内寸：17（幅）×20（高）mm　●質量／80g　
●材質／本体：亜鉛ダイカスト、吊り：鉄（クロームメッキ）
●鍵の組み合わせ数／1000通

［田辺金属工業所］キャンバス ロック

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥286286））

1個

¥¥260260 M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥276276））

1個

¥¥251251

不織布バッグ
（ファスナー付） 横型

［山文］

●ネイビー8-608-1853
●●ベージュ8-608-1855

●底マチ付　●寸法／500（横）×350（縦）×120（マチ）mm　
●材質／ポリプロピレン不織布

不織布バッグ
（ポケット付） 横型

［山文］

●ネイビー8-608-1847
●グリーン8-608-1848
●オレンジ8-608-1849

●底マチ付　●寸法／370（横）×270（縦）×100（マチ）mm　
●材質／ポリプロピレン不織布

●�軽量で子供から高齢者まで安心フィット。
●�防災ずきんの約5倍の高い衝撃緩衝力。
●�炎から頭を守る高い難燃性。

●寸法／260（幅）×230（奥）×
40（高）mm　●頭まわりサイズ／
50cm～54cm　●質量／120g　
●材質／本体：PE樹脂、カバー：PES
生地、あご紐：PES生地

でるキャップ for kids［タイカ］

8-620-7843 型式／DCFK-OR-01●オレンジ

8-620-7848 型式／DCFK-GN-01●グリーン

8-620-7844 型式／DCFK-YE-01●イエロー

8-620-7845 型式／DCFK-RD-01●レッド

8-620-7846 型式／DCFK-BU-01●ブルー

8-620-7847 型式／DCFK-NV-01●ネイビー

大きめサイズで大きめサイズで
たっぷり入るたっぷり入る！！
ファスナー・ファスナー・
底マチ付きバッグ。底マチ付きバッグ。

ツートーンでツートーンで
見た目も鮮やか見た目も鮮やか！！
ポケット付きでポケット付きで
便利なサイズ。便利なサイズ。

ファスナー
付 ポケット付

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥1,1001,100））

¥¥1,0001,0001
個

ネイビー

�

�

�

年組氏名スクール 
PPボックスファイルハーフ A4ヨコ

［プラス］

●ネイビー8-632-4085
●レッド8-632-4086
●グリーン8-632-4087

●寸法／100（幅）×319（奥）×163（高）mm　●材質／再生ポ
リプロピレン　●背見出し差替可能　●組立式

型式／79881/FL-197SF

型式／79883/FL-197SF

型式／79886/FL-197SF

防水タイプの防水タイプの
非常用ブザーです。非常用ブザーです。

●寸法／39(幅)×30(奥)×67(高)mm（ストラップ、
チェーン、ベルト除く）　●質量／77g　●アラーム音量 
／90dB　●連続再生時間／120分　●生活防水（IPX3）　
●紐の長さ／160mm　●電池タイプ／単四アルカリ乾
電池×2個　●ベルト付　

お申込番号 商品種別

8-620-7782●ブルー 型式／703548

8-620-7783●ピンク 型式／703549

8-620-7784●イエロー 型式／703550

［デビカ］

防水非常用ブザー 1個

M価税抜M価税抜  ￥￥3,9003,900

（（税込 税込 ¥¥4,2904,290））

¥¥3,9003,9001
枚

M価税抜M価税抜  ￥￥4,5004,500

（（税込 税込 ¥¥4,9504,950））

¥¥4,5004,5001
枚

●材質／光沢コート紙（白）

［エーワン］

特殊ラベル 数字 丸型
8-633-6182
9mm 色／白（黒文字）、型式／08086

使用例

丸穴を利用して、簡単に
引き出すことができます。

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥660660））

1個

¥¥600600

M価税抜 M価税抜 ￥200￥200

（（税込 税込 ¥¥160160））

1個

¥¥146146

1パック
4シート

（数字1～
100各4片入）

M価税抜 M価税抜 ￥330￥330

（（税込 税込 ¥¥301301））

¥¥274274

液状のりの定番。液状のりの定番。
長い間愛され続けている定番品です。

赤黄

テープ幅
18mm 8m

テープ幅
15mm 9m

透明ボトルで
残りがわかります。

M価税抜 M価税抜 ￥800￥800

（（税込 税込 ¥¥656656））

1缶（12色入）

¥¥597597

使用例
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オレンジ

イエロー レッド

ブルー ネイビー グリーン

まとめ買いパックお得

※��1組単位でお申し込みください。

単位 税抜価格 税込価格

1組
（5個入）￥4,600 ￥5,060

お申込番号 商品種別

8-620-7808 ●ブルー
8-620-7809 ●ピンク
8-620-7810 ●イエロー

［デビカ］

防水非常用ブザー  1組（5個入）

M価税抜 M価税抜 ￥1,350￥1,350

（（税込 税込 ¥¥1,0891,089））

1個

¥¥990990
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Look

P.68

Look

P.194

Look
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GPNGPN

Look

P.1006

ネイビー

グリーン
オレンジ

ポケット

M価税抜 M価税抜 ￥420￥420

（（税込 税込 ¥¥272272））

1冊

¥¥248248

Look

P.732

Look

P.1000

［ヤマト］ 
アラビックヤマト
スタンダード  1個

●寸法／35（径）×107（高）mm 
●スポンジヘッド

8-633-0020
型式／NA-15050mL

M価税抜 M価税抜 ￥170￥170

（（税込 税込 ¥¥132132））

1個

¥¥120120

●� ●�

●�

ブルー

右手用

イエロー

左手用

右手用

Look

P.744

24色入

Look

P.750

防滴

単四乾電池
×2個

90dB

連続
120分

ブルー ピンク イエロー

色えんぴつ

おりがみ

のり テープ・シール

ボックスファイル

防災・防犯

バッグ

はさみ
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m
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