
担当販売店教 育 用 品 通 販 C A T A L O G ご注文は、
理科UCHIDAS2022
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
理科UCHIDAS 2022カタログをご参照ください。

Look

特別号 2022

小学校におすすめ

あったら楽しい・ちょっと便利な商品Pick up!

使用例

31E-2POINTPOINT 10mL吸引できる採取器で使えます。

GV-50P 使えません
50mL吸引用

50-2S 使えます
10mL・50mL兼用

※別売のハンドル50P-9を取り付けると使えます。

スマートフォンやタブレットでのスマートフォンやタブレットでの
撮影におすすめ撮影におすすめ!!

●寸法／20（幅）×20（奥）×11（高）mm　●画角／120°（広角
120°レンズ使用時）　●接写レンズの倍率／6倍（面積で計算
した場合）、3倍（一辺の倍率で計算した場合）　●接写＋広角
120°は取り外し可能な2枚のレンズから構成されています。 ※本製品のクリップは、厚さ15mm以下、機器の端からカメラレンズの中心ま

で30mm以下のデバイスに対応します。

●寸法／25（幅）×25（奥）×21（高）mm　●倍率／6倍●寸法／25（幅）×25（奥）×15.2（高）mm　
●画角／180°
※本製品のクリップは、厚さ30mm以下、機器の端からカメラレンズの中心まで25mm以下のデバイスに対応します。

タブレットをかざすと地球や世界のタブレットをかざすと地球や世界の
さまざまな情報を見ることができるAR地球儀。さまざまな情報を見ることができるAR地球儀。

￥￥
税抜税抜3,6003,600

（税込￥3,960）

M価税抜 ¥3,600

超接写6倍
8-628-67638-628-6763 KRP-SM6

接写＋広角120°
8-628-67628-628-6762 KRP-065wm魚眼180°

8-628-67618-628-6761 KRP-180fy

リアルプロクリップレンズ［ケンコー・トキナー］

ARコンテンツ例
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全世界の雪、雨、気温の分布をほぼリアルタイムで見ることができま
す（１時間ごとに更新。）。その他、昼夜の移り変わりや国旗、図鑑など
20以上のコンテンツが見られます。 魚眼180°はグループセルフィー、風景やスナッ

プにオススメです。タブレットに装着して全天の
写真撮影も可能です。

全天写真が撮れる!

接写+広角120°は食べ物や小さなものを撮影する
ときや、グループでのセルフィー、風景やスナップ
にオススメです。

マクロの世界を撮影したいユーザーのために新た
に開発された、6倍（面積比24倍）の超接写レンズ
です。アートとしての写真だけではなく、教育、美容
や産業など、役立つ分野が広がります。

ほぼ日のアースボール
8-615-39208-615-3920
※仕様や動作環境はメーカーHPをご覧ください。https://earthball.1101.com/top.html
※�ご利用いただくには、アプリのダウンロードが必要です。

●付属品／プラスチック製台座　●対応OS／iOS、Android

径
150mm

●寸法（1個）／44.5（直径）×11（厚）mm　●材質／プラスチック
8-615-43218-615-4321 P-3598×5

［ウチダテクノ］

オイルコンパス 5個組

8-615-21188-615-2118 NUD-1 145332

［ウチダ］

手回し発電機（はつでんD
ディー

）

8-615-34948-615-3494

8-615-11638-615-1163

8-615-41468-615-4146

R5030

［ウチダテクノ］

だ液実験用
溶けやすいデンプン 20g

ヨウ素溶液（水溶）
500mL、1％

マイクロチューブ ￥￥
税抜税抜319319
（税込￥350）

M価税抜 ¥330

￥￥
税抜税抜900900
（税込￥990）

M価税抜 ¥950

8-615-36418-615-3641 S2917

スポイトびん 角型 茶
シリコン帽 ￥￥

税抜税抜484484
（税込￥532）

M価税抜 ¥510

￥￥
税抜税抜2,8502,850
（税込￥3,135）

M価税抜 ¥3,000

手回し発電機（手回し発電機（8-615-21158-615-2115）が）が
商品そのままで価格が安くなりました。商品そのままで価格が安くなりました。

デンプンに反応してデンプンに反応して
青紫色に青紫色に！！

大きくて見やすい大きくて見やすい！！
針がふらつきにくい
オイルコンパスです。
文字が手に持って
方向がわかりやすい
外向きになっています。

10mL
吸引用。

●寸法／13（上部径）×41（高）mm　●容量／1.5mL
●バージンポリプロピレンを使用し、−190〜＋121℃の 
範囲で使用可能。30000Gまでの遠心力にも耐えられます。
●オートクレーブ可（121℃、20分）

※湿気を避け、冷暗所に保存してください。
※だ液実験用溶けやすいデンプンには、若干の糖類が含まれるためベネジクト液に
反応します。中学校での実験には不向きです。

単品のみ掲載

単品のみ掲載

単品のみ掲載単品のみ掲載

●容量／20g　●成分／代用デンプン

●容量／30mL　●寸法／36.3（幅）×36.3（奥）×100（高）mm

小学校
実験向き。

＜ヨウ素溶液＞
薄い黄色の液体
で、デンプンにつ
けると青紫色にな
る。保管は遮光性
のある容器を使
用。口に入れない
ように注意。

ケースも
付いてます！

ハンドル部を反転させ
ることで、10mL吸引と
50mL吸引が選べます。

［ガステック］

気体採取器
（10mL・50mL兼用）
8-615-39018-615-3901 5０-２Ｓ

●チップホルダー、シールオイル、カバーゴム（20個）、ケース付

［ガステック］

気体採取器ハンドル
8-615-39058-615-3905 50P-9

●寸法／185（長）×50（幅）×35（高）mm

有効期限 2023年2月28日（火） PM5:00まで

酸素・二酸化炭素の濃度を測定できます。酸素・二酸化炭素の濃度を測定できます。

期間限定特価 2022年7月20日（水） PM5:00まで

旧気体採取器に旧気体採取器に
取り付ければ取り付ければ
10mLと50mL10mLと50mL
兼用にできます兼用にできます!!

M価税抜 ¥13,000

￥￥
税抜税抜1212,,220220

（税込￥13,442）

M価税抜 ¥3,000

￥￥
税抜税抜22,,910910

（税込￥3,201）

10mL用

50mL用

50mL吸引の場合10mL吸引の場合

￥￥
税抜税抜22,,580580

（税込￥2,838）
2箱
セット

お得

［ガステック］

気体検知管 50mL用

8-615-39078-615-3907 酸素31E-2×2

［ガステック］

気体検知管 10mL用

●測定対象気体・濃度範囲／酸素・7〜23%

8-615-37708-615-3770 二酸化炭素2EL×2 8-615-37718-615-3771 二酸化炭素2EH×2 8-615-37728-615-3772 酸素31E×2

￥￥
税抜税抜4,1304,130
（税込￥4,543）

2箱
セット

お得
￥￥
税抜税抜3,0603,060
（税込￥3,366）

2箱
セット

お得
￥￥
税抜税抜3,0603,060
（税込￥3,366）

2箱
セット

お得

●測定対象気体・濃度範囲／二酸化炭素・0.03
〜1％

●測定対象気体・濃度範囲／二酸化炭素・0.5
〜8％

●測定対象気体・濃度範囲／酸素・6〜24％

燃焼後や
吐く息の
CO2測定に
おすすめ。

燃焼前の
CO2測定に
おすすめ。

M価税抜 オープン

￥￥
税抜税抜33,,800800

（税込￥4,180）

リード線は、
⊕⊖の極性が決まる
逆差し防止機構付き。

●寸法／ケース：180×50×100mm（ハンドル部含む）　●材質／ケース：透明樹脂　●手動式回転、出力約12V-300mA
●付属品／みの虫付分岐リード線1m×1本

● 構造の全体がわかるように透明樹脂材を使用しています。
● 12Vの直流電流を発生することができます。

8-615-21358-615-2135

￥￥
税抜税抜10,80010,800

（税込￥11,880）

M価税抜 ¥2,000

￥￥
税抜税抜11,,900900

（税込￥2,090）

5個セット M価税抜 オープン

￥￥
税抜税抜1,3501,350

（税込￥1,485）

M価税抜 オープン

￥￥
税抜税抜6,6376,637

（税込￥7,300）

机に押しつけて支えられるの
で安定した発電ができます。

容量50mL8-615-19048-615-1904
●寸法（1個）／約90（幅）×約85（奥）×約22（高）mm、内径約80mm　●質量（1個）／約80g　●陶器製
※使用後はスポンジを使用し、きれいに洗ってください。

［ウチダテクノ］

色付き蒸発皿 つや消し 10個組

色付き蒸発皿のつや消しタイプ。色付き蒸発皿のつや消しタイプ。
●つや消しなので蒸発までの様子や結晶が見やすい。
● 試料（液）が中央に集まるように中央部を少し湾曲させてあります。
●加熱時に気泡が細かく出るのではねにくい。

真ん中に集まる様子。 加熱後すぐにぬれタオルを置いても割れません。

使用例

6台組
セット

お得

5個組
お得

10個組
お得

1箱（10本入）×2セット 1箱（10本入）×2セット 1箱（5本入）×2セット

1組（50本入）

1組（50本入）

1本

1セット

1個 1箱（5本入）×2セット

1個

10個

1台
6台組セット

各1個

1個

NEW Look

P.217
Look

P.207

Look

P.135

Look

P.120

Look

P.50  
Look

P.148  
Look

P.148  

Look

P.148  Look

P.148  

Look

P.203  

Look

P.154  

Look

P.63

容量
20g

容量
500mL

ガラス製

角型

30mL

2EL 2EH 31E

Look

P.79
NEW

50mL

1台あたり1台あたり

＋税＋税

お得

¥¥1,8001,800
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おすすめ（定番）

中学校におすすめ

38mm 38
mm
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m
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※�試薬・実験材料につきましては、外装が変更になる場合があります。ご了承ください。

ウチダのコンロは安全で使いやすいウチダのコンロは安全で使いやすい！！
つまみが“消”に戻ってないときにはカセットボンベをセットできない構造になっています。

250g8-615-04418-615-0441
●ガス成分／（ノルマル）ブタンガス ※�10℃以下では気化しづらく、火力が弱い場合があります。

安全メガネUTS-100Cと安全メガネUTS-100Cと
めがね袋のセットです。めがね袋のセットです。

気体の性質を調べてみよう気体の性質を調べてみよう！！

春〜秋の使用におすすめ、ノーマルタイプです。春〜秋の使用におすすめ、ノーマルタイプです。

●寸法（安全メガネ）／159（幅）×162（奥）×61（高）mm　
●材質／メガネ：ポリカーボネート、袋：ポリエステル100%

8-615-44458-615-4445 R6534

安全メガネ（保護めがね）
袋付き ￥￥

税抜税抜982982
（税込￥1,080）

M価税抜 ¥1,030

￥￥
税抜税抜1,1921,192
（税込￥1,311）

M価税抜 オープン

8-615-42308-615-4230 TU-5

●寸法／280（幅）×226（奥）×114（高）mm　●圧電点火方式　●安全装置／圧力感知安全機構　
●使用カセットガス／トーホーカセットボンベ（液化ブタン）250gまたは120g　●付属品／円形専用五徳　
※カセットガスボンベは別売

［ウチダ］

理科実験用ミニコンロ

［トーホー］

カセットガスボンベ 3本入

￥￥
税抜税抜6,5556,555

（税込￥7,210）

M価税抜 ¥6,900

￥￥
税抜税抜880880

（税込￥968）

M価税抜 オープン

￥￥
税抜税抜11,26411,264

（税込￥12,390）

M価税抜 オープン

￥￥
税抜税抜11,26411,264

（税込￥12,390）

M価税抜 オープン

￥￥
税抜税抜13,80013,800

（税込￥15,180）

M価税抜 オープン

￥￥
税抜税抜9,8009,800

（税込￥10,780）

M価税抜 オープン

●�スプレー缶に入った実験用気体です。

［ウチダ］実験用気体  20本
●容量（1本）／580mL、使用可能量4.5L　
●純度／95％以上　
●付属品／ノズル（長さ：150mm、直径：5mm、内径：3mm）

8-615-14608-615-1460
酸素（O2）

8-615-14628-615-1462
二酸化炭素（CO2）

8-615-14618-615-1461
窒素（N2）

8-615-14638-615-1463
水素（H2）

ビーカーやデリケートなビーカーやデリケートな
実験器具の拭き取りに実験器具の拭き取りに！！

金属片とその金属の塩の水溶液を反応させて、金属片とその金属の塩の水溶液を反応させて、
イオンへのなりやすさをマイクロスケール実験で比較します。イオンへのなりやすさをマイクロスケール実験で比較します。

水槽のふちが水槽のふちが
持ちやすい持ちやすい！！

コンパクトで
使いやすい!

●シート寸法／198×130mm　●材質／パルプ
8-615-17118-615-1711

［大王製紙］

エリエール プロワイプ 
ソフトマイクロワイパーS220×8

703153

使用例

�●寸法／素焼き容器：約φ34×44（高さ）mm
〈セット内容〉50m Lビーカー×1個、素焼き容器×1個、電極� 亜鉛板・銅板×
各1枚、小型低電圧プロペラモーター台×1個、電子メロディ×1個、リード線�
赤・黒×各1本、スポイト×2個、硫酸亜鉛水溶液50mL×1本、硫酸銅水溶液50mL×1本、
紙やすり、ケース×1個

ダニエル電池実験セット
モーター・メロディ版
8-615-42838-615-4283 R-4342

�〈セット内容〉　●金属片（銅：20枚、亜鉛：20枚、マグネシウム：40枚）
●試薬（硫酸銅水溶液、硫酸亜鉛水溶液、硫酸マグネシウム水溶液）10mL：各5
●マイクロプレート：5枚

8-615-40598-615-4059 R-4234

イオン化傾向実験セット  5セット組
［ウチダテクノ］

打点式用記録紙です。打点式用記録紙です。
カーボン紙と合わせてお使いください。カーボン紙と合わせてお使いください。

お得な3個組お得な3個組！！安心の日本製安心の日本製！！！！

カーボン不要、放電式のカーボン不要、放電式の
記録タイマー用紙です。記録タイマー用紙です。

実験例 実験例

●本体／寸法：38×38×34mm　
●電極：亜鉛板、銅板（50×30mm）各1個　●半透膜付きセパレーター2個

8-615-42478-615-4247
ダニエル電池

DE-40

［ウチダ］

セパレーターを外すとセパレーターを外すと
ボルタ電池として使えます。ボルタ電池として使えます。

モーターを回転させたり、モーターを回転させたり、
電子メロディを鳴らすことが電子メロディを鳴らすことが
できます。できます。

※保管状態により濃度が変化することがあります。�※開封後半年を目安に使い切ってください。�※廃液は処理業者等に委託し、適切に処理してください。

44m
m

φ34mm

につきましては理科UCHIDAS 2022カタログをご参照ください。Look

ビーカー 1組（6個入）
●材質／ほうけい酸ガラス　●日本製 ●材質／ほうけい酸ガラス

［ハリオ］丸底フラスコ

￥￥
税抜税抜2,1652,165
（税込￥2,381） ※�栓No.は参考です。シリコン栓の場合はNo.が異なります。現物でご確認ください。

●寸法（1個）／93（外径）
×180（高）×24（内口
径）mm　●対応栓（目
安）／ゴム栓No.7、コル
ク栓No.9

8-615-37758-615-3775
300mL

●寸法／108（外径）×
210（高）×24（内口径）
mm　●対応栓（目安）
／ゴム栓No.8、コルク
栓No.9

8-615-37768-615-3776
500mL

8-615-12208-615-1220 200mL

●寸法／67（胴外径）×90（高）mm　
●目盛り／25mL

￥￥
税抜税抜1,9011,901
（税込￥2,091）

6個入
セット

お得
6個入
セット

お得

20本入
お得

●寸法／55（胴外径）×73（高）mm　
●目盛り／10mL

8-615-12198-615-1219 100mL

×5

×5
×5

×5

￥￥
税抜税抜9,9759,975

（税込￥10,972）

M価税抜 ¥10,500

￥￥
税抜税抜6,8886,888

（税込￥7,576）

M価税抜 ¥7,250

￥￥
税抜税抜3,1533,153

（税込￥3,468）

M価税抜 ¥3,250

［ハリオ］

￥￥
税抜税抜2,9172,917
（税込￥3,208）

M価税抜 オープン

3個組
お得

￥￥
税抜税抜4,2784,278
（税込￥4,705）

M価税抜 オープン

3個組
お得

お申込番号 M価税抜 税抜価格 税込価格 単位

8-615-44518-615-4451 オープン ￥11,955 ￥13,150 1セット
（10個組）

商品種別 直径300mm 型式／S3236×10

●寸法（1個）／約300×150mm　●材質／ポリスチレン

8-615-44538-615-4453 オープン ￥6,900 ￥7,590 1セット
（10個組）

商品種別 直径240mm 型式／S3235×10

●寸法（1個）／約240×120mm　●材質／ポリスチレン

［ウチダテクノ］スチロール水槽  10個組

10個組
お得

8個組
お得

￥￥
税抜税抜7,1247,124
（税込￥7,836）

M価税抜 ¥7,500

￥￥
税抜税抜2,8502,850
（税込￥3,135）

M価税抜 ¥3,000

￥￥
税抜税抜2,8502,850
（税込￥3,135）

M価税抜 ¥3,000

￥￥
税抜税抜3,0403,040
（税込￥3,344）

M価税抜 ¥3,200

￥￥
税抜税抜2,0122,012
（税込￥2,213）

M価税抜 ¥2,200

￥￥
税抜税抜1,5201,520
（税込￥1,672）

M価税抜 ¥1,600

●容量／500mL

記録タイマー用テープ
PHシリーズ用 （15mm幅）  10巻入

●寸法／15（幅）mm

［ウチダ］

※仕様が変わる場合があります。●寸法／15（幅）mm

記録タイマー用テープ
PDシリーズ用 （15mm幅）  10巻入

［ウチダ］

8-615-29838-615-2983 B158030m（放電式用）8-615-09608-615-0960 B1481

50m
8-615-16658-615-1665 B1483

50m、目盛り入

目盛り入りの
見やすい、
打点式用の
記録紙です。

8-615-44578-615-4457
R8254濃度5％

8-615-44548-615-4454
R8252濃度5％

8-615-44558-615-4455
R8255濃度14％

硫酸亜鉛
［ウチダテクノ］

●容量／500mL
硫酸銅水溶液
［ウチダテクノ］

単品のみ掲載

単品のみ掲載

単品のみ掲載

1台

1本 1本 1本

1セット 1セット

1組（5セット入）

1組（10巻入） 1組（10巻入）

1組（10巻入）

1組（6個入） 1組（6個入）

3個

20本

20本

20本

20本

3個

1セット

1箱（220枚入）×8

1組（3本入）

Look

P.87

NEW

Look

P.194

Look

P.262

NEW

Look

P.228
NEWLook

P.80

Look

P.80

Look

P.47

3本入

250g

Look

P.153

Look

P.192
Look

P.192

NEW

300mL 500mLLook

P.46
100mL

200mL

Look

P.179

30m 10巻入

Look

P.179
Look

P.153 50m

10巻入

NEW

容量
500mL

Look

P.153
NEW

容量
500mL

DS・5395-1・2203Pn100HT

教 育 用 品 通 信 販 売「 U C 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!

www.uchidas.net

UCHIDASのご用命は、ウチダスお問い合せセンターまで！

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

TEL  0120-757-969
※ 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※

送料無料!

PM 5:00
インターネットショップ

／FAX

発刊！
Vol.16

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）

UCHIDAS
INTERNET SHOP

ご注文は
インターネット・FAXで

24時間受付
ウチダス
お問い合せセンター

土・日・祝日を除きます!
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