
学習サポート／時間管理 　
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使用例

時間管理の定番タイムタイマー！
全商品が透明カバー付きタイプにリニューアル！！

優しいカラーで読むサポートをする読書グッズ。 光の波長をコントロールして読字の問題をサポート！

Look P.532

［タイムタイマー社］

タイムタイマー ポケットサイズ

●寸法／75（幅）×35（奥）×75（高）mm ●質量／83ｇ（乾電池別）  
●電源／単三乾電池×1個（別売） ●アラームON/OFF切替スイッチ付  
●付属品／ホワイトボードカード（75×75mm）×1、収納袋

8-617-5567 型式／TT03B-W

［タイムタイマー社］

タイムタイマー マグネット付 Mサイズ
8-617-5568 型式／TT08B-W

●寸法／Mサイズ：190（幅）×35（奥）×190（高）mm、Lサイズ：300（幅）×40（奥）×300（高）mm ●質量／Mサイズ：360g、Lサイズ：870g
●電源／単三乾電池×1個（別売）　●アラームON/OFF切替スイッチ付　●付属品／ホワイトボードカード（75×75mm）×1

［タイムタイマー社］

タイムタイマー マグネット付 Lサイズ
8-617-5569 型式／TT12B-W

［タイムタイマー社］

タイムタイマーMOD グリーン
8-617-5275
●寸法／90（幅）×50（奥）×90（高）mm ●質量／140g ●電源／ 
単三乾電池×1個（別売） ●アラームON/OFF切替スイッチ付

型式／TTM9-GR-W
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黒板に貼り付けて
使用できます。

Look P.532

●ボード盤面寸法：200（縦）×200（横）mm 
●質量／166g（タイマー含まず）

［タイムタイマー社］

タイムタイマー
DryEraseBoard

型式／TTM9-DEB-W8-617-5486

●寸法／50（幅）×75（奥）×1（高）mm　●リングサイズ／フリー（内径約14mm、切れ目入り）
〈セット内容〉ガイドバー黄、青、紫、透明×1、リング×1　

［hand2mind］

フィンガーフォーカス ハイライター
型式／912448-617-5544

タイムタイマーMODとセットで
使えるホワイトボホワイトボーード。ド。

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥6,0506,050））

1台

¥¥5,5005,500税抜税抜  

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥5,6105,610））

1台

¥¥5,1005,100税抜税抜  

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥6,0506,050））

1台

¥¥5,5005,500税抜税抜  

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥5,9405,940））

1台

¥¥5,4005,400税抜税抜  

使用例

※この商品は輸入品です。在庫切れの場合は、
納期がかかる場合がございます。 白い紙はまぶしい、罫線が気になるという

視覚過敏の特性に配慮。

コントラストがはっきり! !
見やすく楽しみながら使うことができます。

●�反射を抑えつつも白に近いラベンダー色。
●��罫線を省き、各行は色の濃淡で識別できます。
●文字だけではなく、図やイラストなどを描くのにも最適。

●�リングにガイドバーを通し、指
を通して読みたい文字の上に
被せるだけ！リングは指の形
に自然にフィットします。

活字が苦手、読むのが苦痛、読書が辛い、字を読むと疲れやすい子に。

全ページ黒い紙を使用したノートです。

●�反射を抑えたレモン色。
●行の識別がしやすいよう交互に配した太罫と細罫。
●書いているうちに、いつの間にか違う行へ移るのを防止。

●セミB5判 ●30枚 ●材質／色上質紙　●行数：25行　●罫線：あみ
かけ横罫（罫幅8.5mm） 

型式／OGN-M20028-617-5560

［大栗紙工］

目にやさしい mahoraノート・ラベンダー

●セミB5判　●30枚 ●材質／色上質紙　●行数：44行 ●罫線：太・細
交互横罫（罫幅5mm）

型式／OGN-M100018-617-5561

［大栗紙工］

目にやさしい mahoraノート・レモン

セミB5

Look P.522

Look P.541

Look P.541

Look P.521

（（税込 税込 ¥¥280280））

1冊 M価税抜 M価税抜 ￥255￥255

¥¥255255税抜税抜  

（（税込 税込 ¥¥280280））

1冊 M価税抜 M価税抜 ￥255￥255

¥¥255255税抜税抜  

（（税込 税込 ¥¥9191））

1本 M価税抜 M価税抜 ￥100￥100

¥¥8383税抜税抜  ホワイト

ゴールド

Look P.522

B5

●B5サイズ ●24枚　●材質／色上質（黒）

［パイロット］

ブラックノート B5
8-617-5549
無地　パッドタイプ 型式／NFB01-35

8-617-5550
ドット罫線　ノートタイプ 型式／NFB02-40

●❶

●❷

黒い紙にも書けて発色のいいボールペン。

かたさレベルが3種類のボールが
セットになっています。

感情のコントロールができない時に！ その子、その子に合うボールをお選びください。

Look P.898

［パイロット］ボールペン ジュース
8-631-4641 ●●ホワイト 型式／LJU-10EF-W

8-631-4644 ●ゴールド 型式／LJU-10EF-GD

●ボール径／0.5mm　●インク種類／水性顔料
ゲルインキ ●ノック式

どれを選ぶ？

握ってストレス解消！
どのかたさが良いかな？

■スクーズ（Sqwooz）
触感はモチモチ、すべすべ。
握った後は丸く戻る。

■ワンダースクイーズ！
触感はしっとり、グニュ。
握った後はほぼ変形したまま。

硬
め

や
わ
ら
か
め

（※UCHIDAS調べ）

●寸法／50（径）mm　●質量／223g（ピンク：66g、黄色：
66g、緑：65g）　●材質／TPE

型式／137850098-617-5540

［Mindware］

ストレスボール  3色セット
使用例 使用例

ピンク＝硬い

黄色＝柔らかい

緑＝とても柔らかい

Look P.541

M価税抜 M価税抜 オープンオープン
1セット
（3個入）

（（税込 税込 ¥¥1,6941,694））
¥¥1,5401,540税抜税抜  

■ストレスボール（緑）
触感はデコボコ、ベタベタ。
握った後は丸く戻る。

●寸法／60（径）mm　●質量／37g ●材質／表面：TPR、
ジェル：ミリコン水

型式／VR-0018-617-5433
［カワダ］ワンダースクイーズ！

※色は4色のいずれかに
なります。

使用例

M価税抜 M価税抜 オープンオープン1個

（（税込 税込 ¥¥753753））
¥¥685685税抜税抜  

M価税抜 M価税抜 オープンオープン1個

（（税込 税込 ¥¥715715））
¥¥650650税抜税抜  

M価税抜 M価税抜 オープンオープン1個

（（税込 税込 ¥¥715715））
¥¥650650税抜税抜  

●寸法／65（径）mm　●質量／61g　
●材質／TPE、EVAフォーム

［Mindware］

スクーズ（Sqwooz）
8-617-5541 ●ピンク 型式／13785010

➡1個 M価税抜 M価税抜 ￥350￥350

（（税込 税込 ¥¥346346））

¥¥315315税抜税抜  

Look P.541

使用例

ブルー

ピンク グリーン イエロー

●寸法／55（径）mm　●質量／85g　
●材質／表面：ナイロン、ジェル：ポリウレタン

［ナカバヤシ］グラスプジェル
8-617-5500 ●ブルー 型式／WR-708BL

8-617-5501 ●ピンク 型式／WR-708P

8-617-5502 ●グリーン 型式／WR-708GN

8-617-5503 ●イエロー 型式／WR-708Y

M価税抜 M価税抜 ￥500￥500

（（税込 税込 ¥¥495495））

1個

¥¥450450税抜税抜  

■グラスプジェル
触感はサラサラ、ずっしり。
握った後は丸く戻る。

※タイムタイマー
MODは別売です。

50mm

75m
m使用例

●寸法／205（横）×80（縦）mm

［魔法の定規］

リーディングルーラー デュオ 1個
8-617-5361 ●●イエロー

グラスグリーン205mm
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10mm

使用例使用例

※カタログには他色も掲載しております。

●寸法／205（横）×80（縦）mm

［魔法の定規］

リーディングルーラー ワイド 1個
8-617-5365 ●グラスグリーン

※カタログには他色も
掲載しております。

※文具類は付属しません。

ホワイトボード
マーカーで

書き消しができます。

背面に収納BOX付きで、
マーカーや鉛筆も
しまえてスッキリ。

表面

裏面

（（税込 税込 ¥¥3,2343,234））

M価税抜 M価税抜 オープンオープン1台

¥¥2,9402,940税抜税抜  

M価税抜 M価税抜 ￥350

（（税込 税込 ¥¥308308））

1冊

¥¥280280税抜税抜  

M価税抜 M価税抜 ￥400￥400

（（税込 税込 ¥¥352352））

1冊

¥¥320320税抜税抜  

❶無地パッドタイプ ❷ドット罫線ノートタイプ

M価税抜 オープンM価税抜 オープン

（（税込 税込 ¥¥924924））

1セット

¥¥840840税抜税抜  
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イエロー

ホワイトボードカードは
ボードマーカーで
書き消しができます。

14mm

Look P.521

※�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。

2022年2月28日（月）PM5:00までチラシ有効期限 担当販売店

すすすすめめ
商商品品

おお

特別特別支支援援
学習サポート／書く

学習サポート／読む
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DS・5282-1・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!

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

カード教材 ゲーム

※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5営業日以内のお届けになります。

ユニバーサルスポーツ 書籍

■ゲームの進め方
①イラスト面を覚えよう

③�正解したら問題カードをゲット！ 10分後、カードが最も多い人が勝ち！！

②裏面の問題に答える
問題は
サイコロで
決まるよ！
思い出せるかな？
質問に答えよう！

制限時間は
10秒！
砂時計の
砂が落ちるまで
イラストを
覚えよう！

沖縄・離島は 
サービス対象外

子どもと一緒に怒りを
コントロールしよう！

人の話を聴けない子、
自分の気持ちを
話すのが苦手な子に。

傾聴の手立てを
可視化。

ゲームを楽しみながら
自己選択と意思表明
の支援を。

100種の擬音語、擬態語で言葉を学ぶ!

Look P.544

Look P.538

Look P.527

［合同出版］

みんなの怒りスイッチをさがせ！

●寸法／カード寸法：115×175mm
〈セット内容〉怒りのできごとカード×60枚、
怒りの温度計カード×22枚等

型式／14108-617-5526

［合同出版］

話し言葉・書き言葉が豊かになる
オノマトペ絵カード

●カード寸法：8.9（縦）×6.3（横）mm
〈セット内容〉ことば＆絵カード×100枚、ことば＆意味カード×100枚、白紙カード×8枚、説明書

型式／14078-617-5527

［tobiraco］

トーキングゲーム

●カード寸法／50（縦）×80（横）mm　
〈セット内容〉質問カード64枚、ブランク
カード10枚、パスカード12枚、説明書

〈元筑波大学附属大塚特別支援学校 支援部長 安部博志先生ご考案〉

型式／160048-617-5390

［tobiraco］

きもち・つたえる・ボード

●ボード寸法／230（縦）×130（横）mm　●材質／紙
〈セット内容〉ボード4枚（イラストとコトバは8種類）、収納ケース（解説書付）1個
〈筑波大学附属大塚特別支援学校教諭　佐藤義竹先生ご考案〉

型式／190208-617-5499

［tobiraco］

すきなのどっち？

●カード寸法／86（縦）×108（横）mm　
〈セット内容〉カード47枚、解説書
〈筑波大学附属大塚特別支援学校教諭　佐藤義竹先生ご考案〉

型式／180188-617-5421

（（税込 税込 ¥¥3,9603,960））

M価税抜 M価税抜   p  ￥3,600￥3,6001セット

¥¥3,6003,600

（（税込 税込 ¥¥3,7403,740））

M価税抜 M価税抜   p ￥3,400￥3,4001セット

¥¥3,4003,400
日本語教育にも

最適。

Look P.542

Look P.542

Look P.542

（（税込 税込 ¥¥2,7502,750））

M価税抜 M価税抜 オープンオープン1セット

¥¥2,5002,500税抜税抜  

（（税込 税込 ¥¥2,7502,750））

M価税抜 M価税抜 オープンオープン1セット

¥¥2,5002,500税抜税抜  

（（税込 税込 ¥¥2,4202,420））

M価税抜 M価税抜 オープンオープン1セット

¥¥2,2002,200税抜税抜  

ボッチャボールの
体験版セット。

直径2mの大きな的で
楽しく練習ができる
ボッチャボール用的。

日本ボッチャ
協会公認。

お求めやすい価格で、
はじめてのボッチャに
オススメ！

●寸法／ボール：約80（径）mm、収納バッグ：350（幅）×100（奥）
×320（高）mm

〈セット内容〉赤6個、青6個、ジャック（白）1個、収納バッグ
〈日本ボッチャ協会公認・国際公式適合球〉

型式／ETE0308-617-5504

［エバニュー］

ボッチャボール

●寸法／約80（径）mm　●質量／約270g（1球あたり）　
●材質／ボール：塩化ビニル、芯材：ペレット

〈セット内容〉赤6個、青6個、ジャック（白）１個、収納袋

型式／ETE0278-617-5412

［エバニュー］

ボッチャボールEV

Look P.540

Look P.540

Look P.540Look P.540

M価税抜 M価税抜  ¥20,000 ¥20,000

（（税込 税込 ¥¥22,00022,000））

1セット

¥¥20,00020,000税抜税抜  M価税抜 M価税抜  ¥22,000 ¥22,000

（（税込 税込 ¥¥21,53821,538））

1セット

¥¥19,58019,580税抜税抜  

M価税抜 M価税抜  ¥12,900 ¥12,900

（（税込 税込 ¥¥12,62812,628））

1枚

¥¥11,48011,480税抜税抜  

M価税抜 M価税抜   ¥75,000¥75,000

（（税込 税込 ¥¥73,42573,425））

1セット

¥¥66,75066,750税抜税抜  

●寸法／ボール：75（径）mm　　
〈セット内容〉ボール13個（白×1、赤×6、青×6）、審判道具（コン
パス、赤青表示板）、収納ケース、マニュアルブック

型式／ETE0398-617-5467

［エバニュー］

ボッチャボール3

ゴールボールなどのブラインドスポーツの体験ができる
鈴入りのやわらかいボール。

●質量／300〜320g　●材質／ゴム　●要空気入れ ●専用
メジャー付 ●鈴3個入

［モルテン］すず入りボール
型式／G2C2000-SK8-617-5470

Look P.540

（（税込 税込 ¥¥2,3982,398））

M価税抜 M価税抜  ¥2,500 ¥2,5001個

¥¥2,1802,180税抜税抜  

●寸法／2000（径）×0.4（厚）mm
型式／ETE0338-617-5468

［エバニュー］

ボッチャボール用ターゲットマット

Look P.538

Look P.538

使用例

ピースを交互に
置いていく
陣取りゲーム。

プレイヤー全員で話し合いながらゴールを目指す
「協力型ボードゲーム」。

脳を刺激！ 10秒記憶カードゲーム！

●寸法／260（幅）×260（奥）×35（高）mm ●人数／2〜4名
〈セット内容〉ボード、84ピース（21×4色）

［マテル・インターナショナル］

ブロックス
型式／BJV448-617-5495

カードの例 カードの例

●パッケージ寸法／120（幅）×120（奥）×120（高）mm
●質量／450g

〈セット内容〉カード×55枚、ルールカード×1枚、砂時計
×1個、サイコロ×1個

［Green Board Games］

ブレインボックス
8-617-5488 ピクチャーズ 型式／98101

8-617-5489 いろいろな仕事 型式／98123

ブレインボックスは観察力や記憶力を身に付けることができるカードゲームです。

●寸法／ゲームボードサイズ：305（縦）×425（横）mm
〈セット内容〉2つ折りゲームボード×1枚、フクロウ×6枚、たいようコマ
×1枚、たいようカード×14枚、色カード×36枚、日本語取扱説明書

型式／GM1068-617-5542

［Mindware］

フクロウと太陽

●B5判　●136ページ
型式／13938-617-5534

［合同出版］

イラストでわかる
子どもの吃音
サポートガイド

●B5判　●160ページ
型式／13748-617-5533

［合同出版］

イラストでわかる
子どもの場面緘黙
サポートガイド

●B5判　●160ページ
型式／14098-617-5525

［合同出版］

今すぐ使える！
特別支援
アイデア教材50

●B5判　●216ページ
型式／12268-617-5532

［合同出版］

イラストでわかる
特別支援教育
サポート事典

●寸法／ゲームボードサイズ：305（縦）×425（横）mm
〈セット内容〉2つ折りゲームボード×1枚、サイコロ（アルファベット×1
個、数字×1個）、道カード×27枚、鬼カード×10枚、カギのコマ×4枚、
鬼のお菓子×1枚、日本語取扱説明書

型式／GMC28-617-5543
［Mindware］レース トゥー ザ トレジャー

（（税込 税込 ¥¥2,9702,970））

1セット

¥¥2,7002,700
M価税抜 M価税抜 オープンオープン

（（税込 税込 ¥¥2,9262,926））

1セット

¥¥2,6602,660
M価税抜 M価税抜 ￥2,800￥2,800

（（税込 税込 ¥¥2,1782,178））

1セット

¥¥1,9801,980
M価税抜 M価税抜 オープンオープン

（（税込 税込 ¥¥2,9702,970））

1セット

¥¥2,7002,700
M価税抜 M価税抜 オープンオープン

鬼より早く、
宝物を手に入れて
先にゴールに着いたら

勝ち！

朝がくる前に、
フクロウをみんな
お家に帰すことが
できたら成功！

吃音の子どもの困り感をまるごとサポートする
具体的な事例が満載。

場面緘黙は早期からの対応によって改善させる
ことができます。

発達につまずきのある子をサポートする本。

Look P.527 Look P.543

Look P.528 Look P.528

（（税込 税込 ¥¥2,6402,640））

1冊

¥¥2,4002,400
M価税抜 M価税抜   p¥2,400¥2,400

（（税込 税込 ¥¥2,6402,640））

1冊

¥¥2,4002,400
M価税抜 M価税抜   p ¥2,400 ¥2,400

（（税込 税込 ¥¥2,2002,200））

1冊

¥¥2,0002,000
M価税抜 M価税抜   p ¥2,000 ¥2,000

（（税込 税込 ¥¥3,5203,520））

1冊

¥¥3,2003,200
M価税抜 M価税抜   p¥3,200¥3,200

カードに
描かれた絵から
どちらが好きかを
答えるだけ。

トーキングゲーム、
すきなのどっち？と
一緒に使うと効果的！

子どものできることや課題に合わせて、実践の
現場で使える教材集。
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