
※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。

※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。

沖縄・離島は 
サービス対象外

※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。

※�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

容量10L 容量18L

抗菌抗菌

抗菌

人気商品！人気商品！
ボードとブイの併用タイプ。ボードとブイの併用タイプ。

［トーエイライト］カラービート
8-617-41208-617-4120 ●黄 型式／B3272Y

8-617-41218-617-4121 ●青 型式／B3272B

8-617-41228-617-4122 ●赤 型式／B3272R

●寸法／280（幅）×430（長）×30（厚）mm
●質量／170g　●材質／EVA　●浮力／3kg

青

青

黄

今年は多めの準備が今年は多めの準備が
安心です！安心です！

浮力
3kg

浮力
2.8kg

赤 8-617-46708-617-4670 ●赤 型式／EHA012

8-617-46718-617-4671 ●青 型式／EHA012

●寸法／280（幅）×230（奥）×60（高）mm　●質量／159g　●材質／ポリエチレン　●浮力／2.8kg 
●発泡倍率25倍

［エバニュー］スイムボード

赤

腰を浮かせることで泳ぎやすい腰を浮かせることで泳ぎやすい
フォームを補助します。フォームを補助します。

8-617-46728-617-4672 ●赤 型式／EHA031

8-617-46738-617-4673 ●黄 型式／EHA031

8-617-46748-617-4674 ●緑 型式／EHA031

8-617-46758-617-4675 ●青 型式／EHA031

●寸法／全体：135（径）×240（幅）mm、1個あたり：135（径）×
80（厚）mm　●質量／99.8g　●材質／ポリエチレンフォーム 
●浮力／2.7kg　●発泡倍率30倍

［エバニュー］SUNヘルパー

浮力
2.7kg

プールの底面をプールの底面を
傷付けずに傷付けずに
楽しく遊べる楽しく遊べる！！ 6本組

●寸法／21.5（径）×200（長）mm　●質量／85g（1本）　●材質／
PVC　●色／6色（青、緑、ピンク、赤、紫、黄）各1本

［トーエイライト］

水中スティック  （6色1組）

※カラー、デザインは変わることがございます。

輪っかをくぐって輪っかをくぐって
水に慣れる。水に慣れる。

沖縄・離島は 
サービス対象外

●寸法／700（径）mm、太さ18mm　●質量／おもり：330g、1組：
4.25kg（おもり含む）　●材質／ポリエチレン　●おもり5ヶ付（赤、青、
黄、白、緑、各色1本1組）

［エバニュー］

パーパスリング（5色組）

Look 
P.517

Look 
P.517

8-617-4845 型式／EHA111

Look 
P.517

Look 
P.517

8-617-41198-617-4119 型式／B5350

おもりの扱いで
2通りの使い方が

できます。

1 ～ 3個で浮力
調整可能です。

更衣室やプール周りの3密対策！更衣室やプール周りの3密対策！
ソーシャルディスタンスを意識する足形マークプレート。ソーシャルディスタンスを意識する足形マークプレート。

8-620-7835 ●赤 型式／I-034

8-620-7836 ●黃 型式／I-036
8-620-7837●青 型式／I-035

8-620-7838 ●緑 型式／I-037

●寸法／250（幅）×250（奥）×2（高）mm　●直径／250mm ●質量／約130g（1枚）　●材
質／ABS樹脂（すべり止め付き）

［アカバネ］足形マークプレート  5枚組

※�足形は使用している間に色が薄くなることがあります。

［積水テクノ成型］抗菌角カゴ 深型
抗菌

仕切ることで密を予防！仕切ることで密を予防！
布をかぶせる簡単仕様。布をかぶせる簡単仕様。

沖縄・離島は 
サービス対象外

 〈共通仕様〉●材質／本体:スチール、スクリーン:
ポリエステル

〈W800〉●寸法／800（幅）×350（奥）×1600
（高）mm　●質量／3.5kg
〈W1200〉●寸法／1200（幅）×350（奥）×
1600（高）mm　●質量／4kg

 〈共通仕様〉●材質／ポリプロピレン
〈10L 中〉●寸法／295（幅）×390（奥）×130（高）mm　●底面内寸／225（幅）×320（奥）mm　●質量／336g
〈18L 大〉●寸法／360（幅）×480（奥）×165（高）mm　●底面内寸／275（幅）×395（奥）mm　●質量／600g

［ハピラ］

スクリーンパーティション
●寸法／490（幅）×310（奥）×1110～1300（高）
mm　●首振角度／左右80°（自動）、上下15°（手動）　
●風力調整／3段階（強・中・弱）　●羽／450（径）
mm　●コード長／約2.4m　●質量／6.2kg　●消費
電力／114/123W（50/60Hz）

［鯛勝産業］

大型扇風機（工場扇）

●寸法／210（幅）×210（奥）×290（高）mm　●質量／2kg　●羽／約150（径）mｍ　●コード長／
約1.4m　●風量調整／5段階　●風向調整／横方向：約90°（自動）、縦方向：約72°（自動）

更衣室の換気に最適な更衣室の換気に最適な
人気モデル！人気モデル！

サーキュレーター
［アイリスオーヤマ］

適応床面積
〜18畳

上下左右
首振り

●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。）

［シンコー］遮光ネット （5m×3m）

1台

税抜税抜

¥¥ 6,5506,550
M価税抜 オープン

(税込 ￥7,205)

1台

税抜税抜

¥¥ 7,3907,390
M価税抜 オープン

(税込 ￥8,129)

1個

税抜税抜

¥¥ 1,0041,004
M価税抜 オープン

(税込 ￥1,104)

1個

税抜税抜

¥¥ 1,5691,569
M価税抜 オープン

(税込 ￥1,725)
8-636-4723
●●白 10L 中（A4サイズ用）
型式／KK545N

8-636-4724
●●白 18L 大（角2・角3・宅配袋用）
型式／KK5442N

●ブルー
型式／HPF0704-80WBL

8-617-7083
W800

●ブルー
型式／HPF0704-12WBL

8-617-7087
W1200

1台

税抜税抜

¥¥ 8,2008,200
M価税抜 オープン

(税込 ￥9,020)8-636-2408 型式／PCF-SC15T

付属の連結用脚を使えば直角連結が可能。

1枚

税抜税抜

¥¥ 13,33413,334
M価税抜 オープン

(税込 ￥ 14,667)

8-617-4556

Look P.1059

8-636-2285 型式／HX-450

1台

税抜税抜

¥¥ 10,40010,400
M価税抜 オープン

(税込 ￥ 11,440)

Look P.345

Look 
P.836

税抜税抜

¥¥ 2,8002,800
(税込 ￥3,080)

1組（5枚入） M価税抜
¥3,300

仕様で安心！脱衣カゴ・用具入れに最適。仕様で安心！脱衣カゴ・用具入れに最適。

税抜税抜

¥¥ 1,4001,400
(税込 ￥1,540)

1個
M価税抜 ¥1,650

税抜税抜

¥¥ 1,5701,570
(税込 ￥1,727)

1セット
（6本組） M価税抜

¥1,750 税抜税抜

¥¥ 12,96012,960 (税込 ￥14,256)

1組
（5本組） M価税抜

¥14,400

Look P.518

税抜税抜

¥¥ 1,1391,139
(税込 ￥1,252)

1枚
M価税抜 ¥1,280

税抜税抜

¥¥ 1,5901,590 (税込 ￥1,749)

1枚
M価税抜 ¥1,890

Look 
P.1043

Look 
P.739

Look 
P.1044

生地は風が通り
やすくなっています。

強い日差しを柔らかくします。強い日差しを柔らかくします。

使用例

遊泳・競技用品

更衣室更衣室のの

安全対策安全対策
熱中症熱中症

対策対策
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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!

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

発刊！
Vol.15

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

防滴・抗菌最大出力
4W
到達距離
125m

ハンドルキャップ
（付属品）装着時。

※錠剤は、湿気のない所で切り離さず保管してください。

5pH 6 7 8 9

プール水
許容範囲
pH試薬：

PR
pH試薬：
BTB 6.06.0 7.67.6

6.86.8 8.48.4

5.85.8 8.68.6
次亜塩素酸系
の殺菌剤を使用
時におすすめ。

塩化イソシアヌル
酸系の殺菌剤使
用時におすすめ。

pH試薬比較表

測定器についてはカタログp.519をご覧ください。

抗菌

抗菌抗菌

抗菌抗菌

抗菌抗菌

［テラモト］

抗菌安全スノコ 900×400

●寸法／900×400mm　●厚さ／約48mm　●質量／3.1kg
●材質／本体：硬質塩化ビニル、カバー：ポリエチレン（再生樹
脂）●抗菌・防カビ剤入　●屋内用　●防炎

屋内

抗菌

防炎

使用例

プールサイドの定番品★プールサイドの定番品★
水回りに強いPVCサンダル。水回りに強いPVCサンダル。

加工の定番スノコ！加工の定番スノコ！

子供用ピンク 婦人用ブルー 紳士用ブラウン

裏面裏面裏面

●寸法／18（幅）×51（奥）×21(高）mm ●材質／スチ
ロール、天然コルク玉　●付属品／ナイロンひも

［エバニュー］プラエコー笛
8-613-7736 ●赤 型式／EKB211R

8-613-7734 ●黒 型式／EKB211A

8-613-7737 ●●白 型式／EKB211W

8-613-7735 ●青 型式／EKB211B

8-613-8275 ●●黄 型式／EKB211Y

8-613-8276 ●●ピンク 型式／EKB211P

［ニッポンスリッパ］成型サンダル

●寸法／全長：200mm（内寸：195mm）、幅：75mm、
ヒール高：約20mm　●質量／260g　●材質／PVC

子供用

●ピンク 型式／400869 8-611-2033
●ブルー 型式／400870 8-611-2034

 〈共通仕様〉●材質／PVC　 
〈紳士〉●寸法／M-全長：255mm（内寸：250mm）、幅：95mm、L-全長：265mm（内寸：
260mm）、幅：100mm、ヒール高：約30mm　●質量／M-470g、L-500g　 

〈婦人〉●寸法／全長：M-225mm（内寸：220mm）、L-全長：235mm（内寸：230mm）、幅：
85mm、ヒール高：約25mm　●質量／M-360g、L-390g

紳士Mサイズ 紳士Lサイズ

●ブラウン 型式／400878 8-611-2043 型式／400879 8-611-2045
婦人Mサイズ 婦人Lサイズ

●ピンク 型式／400871 8-611-20388-611-2038 型式／400872 8-611-20408-611-2040
●ブルー 型式／400873 8-611-20398-611-2039 型式／400874 8-611-20418-611-2041

税抜税抜

¥¥ 505505
M価税抜
オープン

(税込 ￥ 555)

1足

税抜税抜

¥¥ 580580
M価税抜
オープン

(税込 ￥ 638)

1足

子供用 紳士・婦人用Look 
P.251

1枚

税抜税抜

¥¥ 4,9704,970
M価税抜 ¥7,100

(税込 ￥5,467)

8-611-2003 ●青 型式／MR-910-011-3

1台

税抜税抜

¥¥ 7,3507,350
M価税抜 ¥8,800

(税込 ￥8,085)

●寸法／137（口径）×210（長）×257.8（高）mm　●質量／
0.61kg　●材質／ASA樹脂　●到達距離／125m　●最大出力／
4W　●使用電池／単三乾電池×4個　●電池持続時間／約10時間
●防滴（IPX5）・抗菌　●付属品／ハンドルキャップ

8-612-8284 型式／ER-1103

［TOA］携帯用拡声器（ハンド型） 4W

※�電池は付属していません。

Look 
P.362

防滴！小型軽量！防滴！小型軽量！処理の清潔な笛です。処理の清潔な笛です。

税抜税抜

¥¥ 189189
M価税抜
¥230

(税込 ￥207)

1個

Look 
P.351 赤

●寸法／130（長）×36（幅）×36（高）mm　●質量／80g　●材質／ABS樹脂 
●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、テスト用単四乾電池（2個）

8-613-8625 ●赤 型式／EKB130R

8-613-8626 ●青 型式／EKB130B

［エバニュー］ピットナル3

1個

税抜税抜

¥¥ 2,4602,460
M価税抜 ¥2,800

(税込 ￥2,706)

約120dB 1色2音
Look P.350

ピィーッピィーッ
（ホイッスル音）（ホイッスル音）

ビーッビーッ
（ブザー音）（ブザー音）

センサーで水温も計れる温度計。
日常点検におすすめ！ 簡単に検査でき、廃棄も楽な検査紙です！

項目 測定範囲 主な用途
低濃度遊離残留塩素 0/0.2/0.4/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0/10.0 mg/L

水泳プールの低濃度遊離
残留塩素、pHなどの測定pH 5.8/6.5/7.0/7.5/8.0/8.6

Mアルカリ度 0/20/40/80/120/180 mg/L

100枚入

公益財団法人 日本学校保健会推薦

※PR（フェノールレッド）用pH値測定器で使えます。

●残留塩素測定試薬　●呈色範囲／0.1～2.0mg/L

●残留塩素測定試薬　●呈色範囲／0.1～2.0mg/L

※ACシリーズ・AIシリーズ共通で使えます。 ※BTB用pH値測定器で使えます。

●pH測定ディスク（BTB）用試薬　●呈色範囲／
pH6.0～7.6

●pH測定ディスク（PR）用フェノールレッド試薬
●呈色範囲／pH6.8～8.4

1台で残留塩素とpHが測れる。

Look 
P.519

Look 
P.519

Look 
P.519

8-637-40078-637-4007
100錠

8-620-70108-620-7010
100錠

8-637-41038-637-4103
100錠

1箱
（100錠入）

税抜税抜

¥¥ 1,5801,580
M価税抜
¥1,800

(税込 ￥1,738)

1箱
（100錠入）

税抜税抜

¥¥ 1,5801,580
M価税抜
¥1,800

(税込 ￥1,738)

1箱
（100錠入）

税抜税抜

¥¥ 2,1852,185
M価税抜
¥2,300

(税込 ￥2,403)

［日産化学］

簡易水質検査紙
アクアチェック
100枚入
8-620-70028-620-7002
3 プール　低濃度遊離 残留塩素測定、pH

●測定範囲／残留塩素：0.1・0.2・0.4・0.8・1.0・1.5mg/L、 
pH値PR：pH6.8・7.0・7.2・7.6・8.0・8.4

〈セット内容〉残留塩素測定試薬DPD錠剤×20錠、pH値測
定試薬PR×20錠、残留塩素濃度+pH値測定用PR比色カード

（1枚で表・裏を使用）、試験管（ふた付）、かくはん棒、スタン
ド、携行ケース

［あけぼの化学］

ポータブルキットプールテスター
8-637-51718-637-5171 型式／POOL TESTER

［エバニュー］デジタルIN-OUT温度計
8-617-4843 型式／EHB268

Look 
P.518

Look 
P.519

Look 
P.518

お得な
250錠入り
もあります。

お得な
250錠入り
もあります。

お得な
250錠入り
もあります。

［Palintest］
［Palintest］ ［Palintest］

DPD錠剤 1R pH錠剤PR pH錠剤BTB

残留塩素
測定試薬です。

pH測定用
BTB試薬。

pH測定用
フェノールレッド

試薬。

1個
（100枚入）

税抜税抜

¥¥ 3,4183,418
M価税抜
¥3,500

(税込 ￥3,759)

税抜税抜

¥¥ 7,9007,900
(税込 ￥8,690)

1セット M価税抜
オープン

●寸法／80（幅）×122（高）×19（奥）mm　●センサーコード／3（長）m
●質量／115g　●材質／本体：ABS、外部センサー：ステンレススチー
ル　●電源／単四電池1個　●測定範囲／外部温度−20℃～70℃、本体
温度−10℃～50℃　●温度計精度／外部温度＝±1℃（−5℃～45℃）そ
れ以外は±2℃　●表示／0.1℃単位　●時計、カレンダー表示付　●本体
は防滴（IPX4）、外部温度センサー部は完全防水（IPX7）

1個

税抜税抜

¥¥ 2,5802,580
M価税抜 ¥3,000

(税込 ￥2,838)

Look P.262

口を付けないので衛生的、口を付けないので衛生的、
便利な2音式の便利な2音式の
電子ホイッスル！電子ホイッスル！

プール用試薬

プール管理用品
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