
ポリプロピレン製なので
　アルコール消毒アルコール消毒も可能です!

青

ピンク

A5サイズのプリント管理に！

※エメラルドグリーン、スカイブルー、チェリーピンク、ホワイトはウチダスオリジナルカラーです。

ブルーグリーンイエローピンク ロイヤルブルー オレンジ

軽く、耐久性に優れたファイル。 半透明表紙のポリプロピレン製
フラットファイル。

ピンク

黄緑黄緑

ウチダスオリジナルカラー
２色が新登場！！

●寸法／307（縦）×230（横）mm　●背幅／18mm　

●表紙厚／0.5mm　●材質／ポリプロピレン　

●穴数／2穴（80mm間隔）　●適正収容／160枚

8-632-4071 ●ピンク 型式／FF-A4S-CP

8-632-4072 ●イエロー 型式／FF-A4S-CY

8-632-4073 ●グリーン 型式／FF-A4S-CG

8-632-4074 ●ブルー 型式／FF-A4S-CB

8-632-4075 ●オレンジ 型式／FF-A4S-COR

8-632-4076 ◎クリヤー 型式／FF-A4S-C

［ビュートンジャパン］

PPフラットファイル（半透明）

とじた書類がわかり
やすい半透明タイプ。

ピンク

イエロー

グリーン

ブルー

オレンジ

クリヤー

お得なまとめ
購入はコチラ

Look Look 
P.930

B5 10冊入 B5 10冊入 
1冊あたり1冊あたりまとめ

買い

パック
なら

税抜税抜

¥¥9966.1.1
税込¥105.7
まとめ買い パック！

B5タテ 型式／FF-B5S 1冊 1組（10冊入）

●ピンク 8-632-1637 8-632-1794
●●イエロー 8-632-1638 8-632-1795
●グリーン 8-632-1639 8-632-1796
●ブルー 8-632-1640 8-632-1797

M価税抜 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格

オープン ￥99 ￥108 ￥961 ￥1,057

●寸法／A4タテ：307（縦）×230（横）mm、B5タテ：267（縦）×196（横）mm　●背幅／18mm　●表紙厚／0.5mm　●材質／ポリプロピレン　●穴数／2穴（80mm間隔）　●適正収容／160枚　

注：�まとめ買い�パックは「数量1」のご注文で「10冊入、または100冊入」が届く商品です。ご注文ミスにお気をつけください。

［ビュートンジャパン］

PPフラットファイル

B5判
タテ

Look Look 
P.930

A4判
タテ

グリーン購入グリーン購入

GPNGPN

A4 100冊入 A4 100冊入 
1冊あたり1冊あたりまとめ

買い

パック
なら

チラシ
限定

税抜税抜

¥¥9988
税込¥107.8

A4 10冊入 A4 10冊入 
1冊あたり1冊あたりまとめ

買い

パック
なら

税抜税抜

¥¥110505
税込¥115.5

まとめ買い パック！

A4タテ 型式／FF-A4S 1冊 1組（10冊入） 1組（100冊入）

●ピンク 8-632-1633 8-632-1790 8-632-4028
●●イエロー 8-632-1634 8-632-1791 8-632-4029
●グリーン 8-632-1635 8-632-1792 8-632-4030
●ブルー 8-632-1636 8-632-1793 8-632-4031
●ロイヤルブルー 8-632-2897 8-632-2947 8-632-4032
●オレンジ 8-632-2898 8-632-2948 8-632-4033
●エメラルドグリーン 8-632-3206 8-632-3218 8-632-4034
●スカイブルー 8-632-3207 8-632-3219 8-632-4035
●チェリーピンク 8-632-4260 8-632-4266 8-632-4274
●●ホワイト 8-632-4261 8-632-4267 8-632-4275

M価税抜 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格

オープン ￥110 ￥121 ￥1,050 ￥1,155 ￥9,800 ￥10,780

A4判
タテ

グリーン購入グリーン購入

GPNGPN

●寸法／220（縦）×164（横）mm　●背幅／
18mm　●材質／再生ポリプロピレン　●表
紙厚／0.4mm　●穴数／2穴（80mm間隔）　  

●適正収容／150枚

［コクヨ］

フラットファイル（PP）A5S
8-632-3388 ●青 型式／ﾌ-P12B

8-632-3389 ●ピンク 型式／ﾌ-P12P

8-632-3390 ●黄緑 型式／ﾌ-P12YG

●寸法／158（縦）×226（横）mm　●背幅／
18mm　●材質／再生ポリプロピレン　●表
紙厚／0.4mm　●穴数／2穴（80mm間隔）　 

●適正収容／150枚

［コクヨ］

フラットファイル（PP）A5E
8-632-3391 ●青 型式／ﾌ-P17B

8-632-3392 ●ピンク 型式／ﾌ-P17P

8-632-3393 ●黄緑 型式／ﾌ-P17YG

A5判
ヨコ

グリーン購入グリーン購入

GPNGPN

税抜税抜

¥¥ 110505
1冊

税込¥115

M価税抜 ¥140
税抜税抜

¥¥ 110505
1冊

税込¥115

M価税抜 ¥140

Look Look 
P.932

A5判
タテ

グリーン購入グリーン購入 GPNGPN 青

（ポリプロピレン）（ポリプロピレン）
PPフラットファイル

ウチダスでしか買えないウチダスでしか買えない
オリジナルカラーオリジナルカラー

スカイ
ブルー

エメラルド
グリーン

チェリー
ピンク

ホワイト

青

緑

ピンク

黄

黄緑

オレンジ

●寸法／307(縦)×231(横)mm　●背幅／20mm　 

●表紙厚／0.8mm　●材質／再生発泡ポリプロピレン　 

●穴数／2穴(80mm間隔)　●適正収容／150枚

8-632-3718 ●青 型式／フ-H10B

8-632-3719 ●緑 型式／フ-H10G

8-632-3720 ●ピンク 型式／フ-H10P

8-632-3721 ●黄 型式／フ-H10Y

8-632-3722 ●黄緑 型式／フ-H10YG

8-632-3723 ●オレンジ 型式／フ-H10YR

［コクヨ］

フラットファイル＜PP＞A4S

お得なまとめ
購入はコチラ

Look Look 
P.931

A4判
タテ

グリーン購入グリーン購入

GPNGPN

ポリプロピレン製なので
水をはじき、汚れも拭き
取れます。

税抜税抜

¥¥ 114848
税込¥162

1
冊

M価税抜 ¥210

1
冊

税抜税抜

¥¥ 112020
税込¥132

M価税抜 オープン

ウ
チ
ダ
ス
オ
リ
ジ
ナ
ル

紙製フラットファイルは
次ページに掲載！

通販カ
タ
ロ
グ

教 育 用 品
回
覧
印

ファイルファイル大集合!!大集合!!おすすめファイルファイル大集合!!大集合!!おすすめ

チラシ有効期限
2月28日（火）PM5:00まで
2023年

※ご注文は、インターネットショップまたはUCHIDAS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.16カタログをご参照ください。



ライト
グリーン

スカイブルーブルー オレンジ グリーン ピンク イエロー

背見出し部分に年組・氏名の記入欄付き。

児童・生徒のプリント管理はもちろん、
先生用にもオススメ！

個人情報など知られたくない
情報の保護に最適です。

綴じた書類が見えにくい！ 
綴じた書類が落ちにくい！

職員名簿、緊急連絡網、進路相
談表などの個人情報保護に最適
です。3色のレールで分類保管
できます。

タイトル記入スペースにタイト
ルを記入しておけば、ちょっと
引き出すだけで必要な資料を
探せます。

6mm

1
3
m
m

レール上部は差し込みしやすい
ようにカドをカットしています。

スライドして
ホルダーを
綴じます。

●寸法／308（縦）×228（横）mm　●背幅／20ポケット：10mm、40ポケット：20mm　●表紙厚／20ポケット：0.5mm、40ポケット：0.6mm　●ポケットシート厚／0.04mm　●材質／表紙・ポケット：ポリプロピレン　●中紙なし　●背見出し差替可能
注：まとめ買い パックは「数量1」のご注文で「10冊入」が届く商品です。ご注文ミスにお気をつけください。

40ポケット 40ポケット 
1冊あたり1冊あたりまとめ

買い

パック
なら

税抜税抜

¥¥227171
税込¥298.1

20ポケット 20ポケット 
1冊あたり1冊あたりまとめ

買い

パック
なら

税抜税抜

¥¥114040.1.1
税込¥154.1

まとめ買い パック！

40ポケット 1冊 1組（10冊入）

●ブルー 型式／UG-40B 8-632-3408 8-632-3469
●オレンジ 型式／UG-40M 8-632-3409 8-632-3470
●グリーン 型式／UG-40G 8-632-3410 8-632-3471
●ピンク 型式／UG-40P 8-632-3411 8-632-3472
●●イエロー 型式／UG-40Y 8-632-3412 8-632-3473
●ライトグリーン 型式／UG-40LG 8-632-3413 8-632-3474
●スカイブルー 型式／UG-40S 8-632-3414 8-632-3475

M価税抜 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格

オープン ￥283 ￥311 ￥2,710 ￥2,981

まとめ買い パック！

20ポケット 1冊 1組（10冊入）

●ブルー 型式／UG-20B 8-632-3401 8-632-3462
●オレンジ 型式／UG-20M 8-632-3402 8-632-3463
●グリーン 型式／UG-20G 8-632-3403 8-632-3464
●ピンク 型式／UG-20P 8-632-3404 8-632-3465
●●イエロー 型式／UG-20Y 8-632-3405 8-632-3466
●ライトグリーン 型式／UG-20LG 8-632-3406 8-632-3467
●スカイブルー 型式／UG-20S 8-632-3407 8-632-3468

M価税抜 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格

オープン ￥155 ￥170 ￥1,401 ￥1,541

［ウチダ］学校用クリアーブック
タテ
入れ

グリーン購入グリーン購入

Look Look 
P.945

A4判
タテ

使用例
生活科・
観察日記

背見出裏面は記入欄のない仕様
になっています。

■  学年・組・氏名の記入欄付

20
ポケット

40
ポケット

ライト
グリーン

スカイブルーブルー オレンジ グリーン ピンク イエロー

品質確かで、お買い得！
全6色で学年別に
色分けできます。
［ウチダ］

学校用リングファイルA4

1冊あたり1冊あたりまとめ
買い

パック
なら

税抜税抜

¥¥118282.6.6
税込¥200.8

●寸法／307（縦）×244（横）mm　●背幅／28mm　●材質／表紙：ポリプロピレン　

●穴数／2穴（80mm間隔）　●リング内径／19mm　●適正収容／140枚　●背見出し差替可能
注： まとめ買い パックは「数量1」のご注文で「10冊入」が届く商品です。ご注文ミスにお気をつけください。

まとめ買い パック！

A4タテ 1冊 1組（10冊入）

●ブルー 型式／UR-28B 8-632-2973 8-632-2980
●オレンジ 型式／UR-28O 8-632-2974 8-632-2981
●グリーン 型式／UR-28G 8-632-2975 8-632-2982
●ピンク 型式／UR-28P 8-632-2976 8-632-2983
●●イエロー 型式／UR-28Y 8-632-2977 8-632-2984
●バイオレット 型式／UR-28V 8-632-2978 8-632-2985

M価税抜 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格

オープン ￥190 ￥209 ￥1,826 ￥2,008
年組、名前の記入ができます。
また、背見出し裏面は記入欄の
ない仕様になっています。

バイオレットイエローグリーンオレンジ ピンクブルー

A4判
タテ

Look Look 
P.938

ボックスファイルとの組み合わせで
班やグループごとにファイルを整理。
名前が見えるので取りやすい。

使用例�

8-632-3315 ●ブルー 型式／PD-B

8-632-3316 ●ライトグリーン 型式／PD-LG

8-632-3318 ●イエロー 型式／PD-Y

［ウチダ］

パーソナルデータ・ホルダー 
A4 5冊入

●寸法／307（縦）×220（横）×6（厚）mm　●表紙厚／
0.2mm　●材質／ポリプロピレン、レール：ABS　●適正
収容／約20枚 ※表紙のデザイン・カラーは共通です。

表表紙・裏表紙共に中身を
見えにくくするパターンが
印刷されています。
（ベースは半透明）

ブルー ライトグリーン イエロー

A4判
タテ

Look Look 
P.952

背見出しは
差し替え可能。
名前記入欄付き！

1冊あたり1冊あたり
税抜税抜

¥¥5544..88
税込税込¥¥6060.2 .2 

お得

税抜税抜

¥¥ 227474
M価税抜
オープン

5冊入

税込¥301

ウチダオリジナルファイル



税抜税抜

¥¥ 112828
1冊

税込¥140

M価税抜 ¥180

［コクヨ］

フラットファイル
（ダブルとじ具タイプ）

8-632-3398 ●●青 型式／フ-VD10B

8-632-3399 ●●ピンク 型式／フ-VD10P

●寸法／307（縦）×231（横）mm　●背幅／18mm　 

●表紙厚／0.45mm　●材質／色板紙　 

●穴数／2穴（80mm間隔）　●適正収容／150枚

1冊のファイルで
2サイズの書類を
分けて保存できる。

学校での不特定多数の接触には
衛生面に配慮した抗菌仕様を。

●寸法／307（縦）×230（横）mm　●背幅／18mm　●材質／表紙：ファイルカード紙（古紙パルプ配合率95％再生紙）※抗菌ニス塗工、
とじ具：再生ポリプロピレン（PP）※抗菌剤配合　●穴数／2穴（80mm間隔）　●適正収容／180枚　

［プラス］抗菌フラットファイル
8-632-4227 ●●ブルー 型式／No.021AB BL

8-632-4228 ●●ピンク 型式／No.021AB PK

 A3とA4の2サイズの書類を
一緒にとじることができます。

年、組、番、
氏名の

記入欄付き

ひらがな
表記なので

小学校
低学年向き

表に
漢字の氏名
記入欄付き

表に
ひらがなのなまえ
記入欄付き

左から、
ブルー、グリーン、イエロー、
ピンク、オレンジ、
ロイヤルブルー、バイオレット、
アイボリー、リーフグリーン

左から、
ブルー、グリーン、
イエロー、ピンク、
バイオレット背表紙に

漢字の氏名
記入欄付き

背表紙に
ひらがなのなまえ
記入欄付き

B5 10冊入 B5 10冊入 
1冊あたり1冊あたりまとめ

買い

パック
なら

税抜税抜

¥¥3333
税込¥36.3
まとめ買い パック！

B5タテ 1冊 1組（10冊入）

●ブルー 8-632-1589 8-632-1603
●グリーン 8-632-1590 8-632-1604
●イエロー 8-632-1591 8-632-1605
●ピンク 8-632-1592 8-632-1606
●スカイブルー 8-632-1593 8-632-1607
●バイオレット 8-632-1594 8-632-1608
●グレー 8-632-1595 8-632-1609

M価税抜 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格

￥￥9090 ￥42 ￥46 ￥330 ￥363

A4 100冊入 A4 100冊入 
1冊あたり1冊あたりまとめ

買い

パック
なら

チラシ
限定

税抜税抜

¥¥2277.3.3
税込¥30.1

A4 10冊入 A4 10冊入 
1冊あたり1冊あたりまとめ

買い

パック
なら

税抜税抜

¥¥2299
税込¥31.9

まとめ買い パック！

A4タテ 1冊 1組（10冊入） 1組（100冊入）

●ブルー 8-632-1582 8-632-1596 8-632-4019
●グリーン 8-632-1583 8-632-1597 8-632-4020
●イエロー 8-632-1584 8-632-1598 8-632-4021
●ピンク 8-632-1585 8-632-1599 8-632-4022
●スカイブルー 8-632-1586 8-632-1600 8-632-4023
●バイオレット 8-632-1587 8-632-1601 8-632-4024
●グレー 8-632-1588 8-632-1602 8-632-4025
●ライトグリーン 8-632-3169 8-632-3171 8-632-4026
●オレンジ 8-632-3170 8-632-3172 8-632-4027

M価税抜 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格

￥￥100100 ￥42 ￥46 ￥290 ￥319 ￥2,730 ￥3,003
●寸法／A4：307（縦）×230（横）mm、B5：267（縦）×197（横）mm　●背幅／18mm　●材質／表紙：特抄ファイル用紙（古紙再生紙70%）、綴じ具：樹脂製（押さえ：ハイインパクトスチロール、ファスナー：ポリエチレン）　
●穴数／2穴（80mm間隔）　●適正収容／150枚
注：まとめ買い パックは「数量1」のご注文で「10冊入、または100冊入」が届く商品です。ご注文ミスにお気をつけください。

綴じ具

A4判
タテ

Look Look 
P.926 B5判

タテ

グリーン購入グリーン購入

ブルー グリーン イエロー ピンク スカイブルー バイオレット ライトグリーングレー オレンジ

全9色！！
カラーバリエーションの充実！ 
学年別・教科別での使用に！！

A4判
タテ

グリーン購入グリーン購入

GPNGPN

エコマークエコマーク A4判
タテ

グリーン購入グリーン購入

GPNGPN

エコマークエコマーク

税抜税抜

¥¥ 4433
税込¥47

1
冊

M価税抜 ¥100

税抜税抜

¥¥ 8811
税込¥89

1
冊

M価税抜 ¥120

税抜税抜

¥¥ 4433
税込¥47

1
冊

M価税抜 ¥100

●寸法／307（縦）×230（横）mm　●背幅／18mm　●材質／表紙：ファイルカード紙（再生紙・ノンステッチ加工）、
とじ具：再生ポリプロピレン　●穴数／2穴（80mm間隔）　●適正収容／180枚　

［プラス］年組氏名フラットファイル

8-632-3660 ●●ブルー
8-632-3661 ●●グリーン
8-632-3662 ●●イエロー
8-632-3663 ●●ピンク
8-632-3664 ●●オレンジ

8-632-3665 ●●ロイヤルブルー
8-632-3666 ●●バイオレット
8-632-3667 ●●アイボリー
8-632-3668 ●●リーフグリーン

とじ具・とじ足に抗菌剤配合
樹脂を使用しております。

ブルー
ピンク

全パーツ抗菌仕様の
紙製フラットファイルです。

A4判
タテ

抗菌

グリーン購入グリーン購入

GPNGPN

Look Look 
P.928

Look Look 
P.928

Look Look 
P.928

青

ピンク

［ウチダ］

フラットファイル NJ型

●寸法／307（縦）×230（横）mm　●背幅／18mm　●材質／表紙：ファイルカード紙（再生紙・ 
ノンステッチ加工）、とじ具：再生ポリプロピレン　●穴数／2穴（80mm間隔）　●適正収容／180枚　

［プラス］ねんくみなまえフラットファイル

8-632-3880 ●●ブルー
8-632-3881 ●●グリーン
8-632-3882 ●●イエロー
8-632-3883 ●●ピンク
8-632-3884 ●●バイオレット

型式／No.021GAH型式／No.021GA

お得なまとめ
購入はコチラ

Look Look 
P.929

グリーン購入グリーン購入

GPNGPN

エコマークエコマーク

A4／A3判

表紙に抗菌ニスを
使用しております。

紙製フラットファイル
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教育用品通信販売「UC H I D A S」
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!

※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※

！

5:00PM

インターネットショップ／
FAX

発刊！
Vol.16

UCHIDASのご用命は、ウチダスお問い合せセンターまで！

www.uchidas.net

FAXでのご注文はカタログ裏表紙のオーダーシートをご利用ください。
FAX 0120-757-959

UCHIDAS
INTERNET SHOP

土・日・祝日を除きます!

ご注文はインターネット・FAXで24時間受付

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
受付時間：午前9時〜午後5時（土・日・祝日を除く）

ウチダス
お問い合せ
センター

TEL 0120-757-969

ブルー

オレンジ

グリーン

ピンク

イエロー

ライトグリーン

樹脂製のとじ具で
異なるサイズの用
紙をしっかり保持。

ポリプロピレン製なので、
水に強く、アルコール消毒
も可能！

B5S/B4E
（285×430mm）

A4S/A3E
（308×480mm）

B5縦 B4横

A4縦 A3横

使用例

B5S/B4E 10冊入 B5S/B4E 10冊入 
1冊あたり1冊あたりまとめ

買い

パック
なら

税抜税抜

¥¥112727
税込¥139.7

A4S/A3E 10冊入 A4S/A3E 10冊入 
1冊あたり1冊あたりまとめ

買い

パック
なら

税抜税抜

¥¥113388.7.7
税込¥152.5

学校と家庭の連絡文書や
大切な資料を一時保管!

1冊で2サイズの用紙を収容できる！

●寸法／A4S/A3E：308（縦）×480（横）mm、B5S/B4E：285（縦）×430（横）mm　●背幅／20mm　●表紙厚／0.5mm　●材質／ポリプロピレン　●穴数／2穴（80mm間隔）　●適正収容／80枚（※表紙2つ折り時）
注：まとめ買い�パックは「数量1」のご注文で「10冊入」が届く商品です。ご注文ミスにお気をつけください。　※�1組単位でお申し込みください。

［ウチダ］学校用プリントファイルPP

まとめ買い パック！

B5S/B4E 1冊 1組（10冊入）

●ブルー 8-632-3309 8-632-3341
●オレンジ 8-632-3310 8-632-3342
●グリーン 8-632-3311 8-632-3343
●ピンク 8-632-3312 8-632-3344
●イエロー 8-632-3313 8-632-3345
●ライトグリーン 8-632-3314 8-632-3346

M価税抜 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格

オープン ￥131 ￥144 ￥1,270 ￥1,397

まとめ買い パック！

A4S/A3E 1冊 1組（10冊入）

●ブルー 8-632-3303 8-632-3335
●オレンジ 8-632-3304 8-632-3336
●グリーン 8-632-3305 8-632-3337
●ピンク 8-632-3306 8-632-3338
●イエロー 8-632-3307 8-632-3339
●ライトグリーン 8-632-3308 8-632-3340

M価税抜 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格

オープン ￥143 ￥157 ￥1,387 ￥1,525

※綴具は左端につきます。

Look Look 
P.962

A4／A3判

A4用紙はもちろん
A3用紙も見開きで収納可能。 連絡用紙が収納しやすい。

Look Look 
P.933

B5／B4判

A4／A3判

ウチダオリジナルファイル

8-632-3104 ●ブルー 型式／URF-2B

8-632-3105 ●ライトグリーン 型式／URF-2LG

8-632-3106 ●オレンジ 型式／URF-2OR

［ウチダ］

学校用連絡ファイル 2ポケット

●寸法／310（縦）×220（横）mm、表紙：0.4（厚）mm、ポケット：0.15（厚）mm、ネームカードサイズ：40（縦）×63（横）mm 
　●材質／ポリプロピレン

8-632-3107 ●ピンク 型式／URF-2P

8-632-3108 ●●イエロー 型式／URF-2Y

8-632-3109 ●●クリアー（乳白色） 型式／URF-2C

クリアー（乳白色）

イエロー

ピンク

オレンジ
ライトグリーン

ブルー

税抜税抜

¥¥ 111010
M価税抜
オープン

1冊

税込¥121

年組、名前が記入できる
カード付き。


