
おすすめ商品

（税込￥6,402）

税抜税抜5,8205,820￥￥

期間限定！
今だけ×ココだけ今だけ×ココだけ

 2023年
7月20日午後5時まで

ちょっと体験できるなら
〇〇をやってみたいな。

「△△って
おもしろそう」と、
やわらかな

雰囲気を大切に。

テッテレー!  授業を楽しく演出する、
効果音ボックスが誕生!

コミュニケーションコミュニケーション

授業サポート授業サポート

カームダウン・アンガーマネジメントカームダウン・アンガーマネジメント

聴覚過敏聴覚過敏

カードに描かれたさまざまな職業や活動、行事などを「自己選
択・自己決定・意思の表明」を大事にしながら2択の選択肢から
選んでいくゲームです。

やってみたい！ という
前向きな自己選択を支援。

［tobiraco］
トライゲーム やってみたいのはどっち？

●寸法／パッケージ:133（幅）×94（奥）×20（高）mm、カード：89（縦）×
126（横）mm

〈セット内容〉カード×40枚、説明書
〈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〉

8-617-5652 型式／22021

［MindWare］
ストレッチ ストリング

●寸法／12（径）×310（長）mm（1本あたり）　
●質量／28g（1本あたり）　●材質／TPE　

8-617-5669 型式／13791397

［ラーニング・リソーシズ］にこにこパイナップル

●寸法／本体：100（幅）×80（奥）×155（高）mm、ケース：135（幅）×94（奥）
×193（高）mm　●質量／217g　●材質／プラスチック　

〈セット内容〉パイナップル×1個、顔ピース×26個、腕×2個

8-617-5667 型式／LER 6373 ［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

8-617-5526 型式／1410

［合同出版］
今すぐ使える！
特別支援アイデア教材50

●B5判　●160ページ
8-617-5525 型式／1409

［鈴木楽器製作所］
スクールサウンドボックス

●寸法／150（幅）×161（奥）×59（高）mm　　　
●電源／単三乾電池×4個（別売）　●コント
ロール／ボリューム、電源ON/OFF

8-617-5647 型式／SSB-1

［合同出版］
7歳からできる 
みんなのハローワークゲーム

●寸法／180（幅）×123（奥）×40（高）mm　　
〈セット内容〉お仕事カード×105枚、とくちょう
カード×42枚、順位カード×3枚、説明書

8-617-5641 型式／5501

［tobiraco］
トーキングゲーム

●寸法／外箱：87（幅）×108（奥）×19（高）mm、カード：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〉

8-617-5390 型式／16004

［すごろくや］
キャプテン・リノ（日英独語版）

●寸法／パッケージ：115（幅）×40（奥）×180（高）
mm、カード：90×60mm ●材質／紙、天然木

〈セット内容〉屋根カード×31枚、壁カード×28枚、
土台×1枚、キャプテン・リノのコマ×1個、説明書

8-617-5614 型式／SG0071

［すごろくや］音速飯店

●寸法／パッケージ：100（幅）×100（奥）×25（高）mm　　
8-617-5684

名前をつけて、
覚えて、早く言おう！！

「ミドリ」の12種類

ゲームを通じて身に付く力
記憶力、瞬発力、発想力

4歳以上2～6人15分

［すごろくや］ナンジャモンジャ

●寸法／パッケージ：72（幅）×100（奥）×25
（高）mm、カード：88×63mm　●材質／紙
〈セット内容〉12種類のカード×60枚、説明書

8-617-5620 ミドリ

カードの早出しで中華料理を作るゲーム。
「タン」「メン」「チャー」などの具材カードを、中華料理名を 
作るようにスピード勝負で中央のトレイに重ねて、いち早く 
手札をなくすカードゲームです。

使用例

1メートル級の立体積み重ねカードゲーム!
ビルを崩さないように、屋根カードと折り曲げたカードを 
重ねていきながら、手札をいち早くなくすことを目指します。  カウンセリングの手法『傾聴』と『自己開示』をゲーム

に。心ひらいたコミュニケーションの心地よさを体験
できます。

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。

ゲームではじめる進路選択はじめのいっぽ!
● ゲームを通して世の中にどんな

仕事があるのかがわかります。
● 自分の得意・苦手・興味から、どんな

仕事に向いているかを知ろう!

学校生活のさまざまなシーンごとに
使いやすい効果音を9種類搭載。

■9種の効果音
・ジャジャン   → 出題・何かを出す、見せる・注目を集める 等
・ピンポーン  → 正解・クイズの回答権 等
・キラリーン  → ひらめいた・場面転換・いいね 等
・テッテレー！ → 秘密道具を出す・成功した 等
・ダラララ・・・ジャン！   
　　　　      → 順位発表・重大発表・結果発表 等
 ・ワァァァヒューヒュー → 盛り上げる・賞賛する 等
・ファンファーレ → たたえる・開始の合図・達成した 等
・♫♪～ → シンキングタイム・瞑想・BGM 等 
※30秒毎に鐘の音(合図)が鳴り、3分で終了します。

・Happy Birthday！ → 誕生日のお祝い

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。
大塚特別支援学校の実践からうまれた材料・ 
作り方・活用の流れやアドバイスを見開きで紹介。

 日常でよくある怒りのできごとについて、どのくらい怒
りを感じ、どう考え、どう行動すればいいかを考え話し
合うカードゲーム!

子どもと一緒に
怒りをコントロールしよう！

低音から高音まで騒音をカット！！

X4A●❷

X1A●❶

X1A X4A
遮音値 22dB 27dB
質量 184ｇ 234ｇ

カップ厚さ 46mm 46mm

バンド調整幅（Xシリーズ共通）

最長
35mm
調整可能

うれしい

はずかしい

にこにこ

こわい

パイン君に顔や腕を取り付け、表情や振る舞いから
様々な感情（気持ち）を表しましょう。

陽気で明るいトロピカルなお友達と、
楽しく学ぶ自己表現!

使用例

パイン君は
どんな気持ち？

使用例

思いっきり伸ばして、ねじって、
ストレス解消!  集中力アップ!

●寸法／130（幅）×215（奥）×98（高）mm

❶ 8-617-5450 型式／X1A

❷ 8-617-5451 型式／X4A

［スリーエム ジャパン］3MTM PELTORTM イヤーマフ

気持ちを落ち着かせ、
感情のコントロールを
サポート。

使用例

●❹●❸ポコポコ押したらやみつきに！
いつでも、どこでもストレス発散！

使用例

［hand2mind］
リラックスキラキラボトル  4個セット

●寸法／45（幅）×45（奥）×203（高）mm　●質量／162g
8-617-5596 型式／92419

いつでもどこでもムニュムニュ！

かたさのレベルは3種類。
触ってにぎって集中力アップ！

かたい やわらかい とてもやわらかい

※�内容物を絶対に取り出さないでください。万が一、中身
が漏れた時は、目や口に入らないようにご注意ください。

使用例

対象年齢
5歳以上 

［MindWare］ストレスボール  3色セット

●寸法／50（径）mm　●質量／ピンク、黄色：66g、緑：65g　●材質／TPE
8-617-5540 型式／13785009

［MindWare］
ウェイトブランケット

●寸法／601（幅）×495（奥）×15（高）mm　●質量／
2.3kg　●材質／表地:ポリエステル、詰め物:充填材

8-617-5668 型式／14093628

重みによる圧迫感で落ち着きと集中力アップをサポート。

➡

型式／SG0100

3歳以上2人～

Look P.543

ゲームを通じて身に付く力
身体能力、運の楽しさ、集中力

5～10分 2～5人 5歳以上

Look P.535

Look P.519

6歳以上2～6人15分

ゲームを通じて身に付く力
瞬発力、発想力

Look P.534

Look P.534

6歳以上2～6人

Look P.542

Look P.516
Look P.520

Look P.522

Look P.540

Look P.541
Look P.543

Look P.544

Look P.541

Look P.540

Look P.540

Look P.540

税抜税抜

¥¥ 1,6001,600
税込¥1,760

M価税抜 ¥1,600
1セット

税抜税抜

¥¥ 1,2001,200
税込¥1,320

M価税抜 ¥1,200
1セット

税抜税抜

¥¥ 2,5002,500
税込¥2,750

M価税抜 オープン
1セット

税抜税抜

¥¥ 4,6004,600
税込¥5,060

M価税抜 ¥4,600
1セット

1セット

税抜税抜

¥¥ 2,5002,500
税込¥2,750

M価税抜 オープン

税抜税抜

¥¥ 1,3001,300
税込¥1,430

M価税抜 ¥1,300
1セット

税抜税抜

¥¥ 5,1755,175
税込¥5,692

M価税抜 オープン
1個

税抜税抜

¥¥ 6,5606,560
税込¥7,216

M価税抜 オープン
1個

税抜税抜

¥¥ 6,1006,100
税込¥6,710

M価税抜 ¥6,800
1台

税抜税抜

¥¥ 2,0002,000
税込¥2,200

M価税抜 p¥2,000
1冊Movie

税抜税抜

¥¥ 1,6201,620
税込¥1,782

M価税抜 オープン
1セット

税抜税抜

¥¥ 3,6003,600
税込¥3,960

M価税抜 p¥3,600
1セット

90cmまで
伸びる！

ボトルの1つは
中身を動かせる
ボタン付き！

税抜税抜

¥¥ 1,1151,115
税込¥1,226

M価税抜 オープン

1セット
（2本入）

税抜税抜

¥¥ 1,6001,600
税込¥1,760

M価税抜 オープン

1セット
（3個入）

●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

税抜税抜

¥¥ 920920
税込¥1,012

M価税抜 オープン
1個

税抜税抜

¥¥ 7,7307,730
税込¥8,503

M価税抜 オープン
1個

税抜税抜

¥¥ 5,1505,150
税込¥5,665

M価税抜 オープン

1セット
（4個入）

●寸法／125（幅）×16（奥）×125（高）mm　●質量／60g　

❸ 8-617-5582 ティール
❹ 8-617-5583 タイダイ

［FoxMind］Go Pop! 税抜税抜

¥¥ 880880
税込¥968

M価税抜 オープン
1個

使用例

2023年7月20日午後5時〜
通常価格

※ 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.17カタログをご参照ください。　チラシ掲載の商品情報（仕様・価格など）は変更になる場合がございます。

2023年 3月1日（水）〜2024年 2月29日（木）PM5:00までチラシ有効期限 担当販売店

UCHIDASVol.17カタログ（特別支援 P.510〜）もぜひご覧ください。
特別支援特別支援特別支援特別支援



DS・5454-1・2302Ns795HT

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21,000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.17

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!

●シール／�：直径18mm（1片）、�：直径14mm（1片）、
�：直径9mm（1片）　●材質／紙　●内容／�：1袋700
片（6色28片×25枚）入、�：1袋1125片（6色45片×25
枚）入、�：1袋2100片（6色84片×25枚）入

� 8-617-5696 大 型式／F-IIZZ018-17

� 8-617-5697 中 型式／F-IIZZ018-18

� 8-617-5698 小 型式／F-IIZZ018-19

［MONOKO］丸シール

●B6　●材質／上質紙　

〈セット内容〉�20種×各5枚　計100枚

� 8-617-5699 1（2片〜5片） 型式／F-IIZZ018-132

� 8-617-5700 2（3片〜10片） 型式／F-IIZZ018-142

� 8-617-5701 レベル3（6片〜） 型式／F-IIZZ018-151

［MONOKO］シールはり台紙

●材質／�：色画用紙、�：色上質紙　
〈セット内容〉���：1回切り・2回切り�（線あり・線なし／各色6パターン�計150枚）、波線・直線

（太線／各色8パターン�計40枚）、�
�：直線・波・うずまき（細線／11パターン5色�計55枚）、重ね切り（基本～応
用図形13パターン5色�計65枚）

� 8-617-5702 はじめてのはさみきり 寸法／15×175mm、30×175mm、
125×85mm、型式／F-IIZZ008-51

� 8-617-5703 もっとはさみきり 寸法／140×140mm、
型式／F-IIZZ008-61

［MONOKO］はさみきり

�
38
m
m

あか むらさき

もも

うすだいだい

ちゃ

くろ

だいだい

き

みどり

あお

制作例

学習サポート学習サポート

細かな運動細かな運動 指先でつまめるようになったらシールはり。
�シールはり台紙に描かれた絵に沿ってシールを貼ります。指先でつまんで台紙からシールを
はがし、枠を意識して狙った場所に貼ることで、「指先の調整力」が洗練されていきます。

対象年齢
2歳以上�

�
18mm �

14mm �
9mm

「丸シール（●�：大）」（直径18mm）に対応した�
シールはり専用の台紙です。

「丸シール（●�：中）」（直径14mm）に対応した
シールはり専用の台紙です。

「丸シール（●�：大）（●�：中）（●�：小）」に対応
したシールはり専用の台紙です。

丸シール中
（直径14mm）に

対応。

丸シール大・中・小
（直径18・14・9mm）

に対応。

丸シール大
（直径18mm）に

対応。

台紙1枚にシールは2～5片 台紙1枚にシールは3～10片 台紙1枚にシールは6片以上

2023年4月
発売予定

対象年齢
2歳以上�

2023年4月
発売予定

にぎれるようになったらはさみきり。 2023年4月
発売予定

※�はさみは付属していません。

使用例

小さな文字を大きくはっきり！！（※倍率2倍）
画期的な読みやすさ！�カラーのラインが一行一行を読みやすくします。

※太陽を直接見ないでください。
※日光の当たる場所、火の近くに放置しないでください。
※シンナーなどでレンズを拭かないでください。

グリーン／A4サイズ長辺と同じ長さ●❸

4mm

210mm

ピンク／A4サイズ短辺と同じ長さ●❷

ライトグリーン●❶

105mm

25mm

300mm

4mm

●寸法／105（幅）×25（奥）×12（高）mm　●質量／28g　

●材質／アクリル樹脂

❶ 8-617-5651 ●ライトグリーン 10.5cm 型式／
CBL-500-LG

［共栄プラスチック］カラーバールーペ

●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×2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

❹ 8-617-5568 Mサイズ 型式／TT08B-W

❺ 8-617-5569 Lサイズ 型式／TT12B-W

［タイムタイマー社］タイムタイマー マグネット付

※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。

●❹●❺ 裏面
マグネット かべ掛け

折りたたみ式
スタンド

残り時間がひと目でわかる! !
時間管理の定番タイムタイマー!

190mm

19
0m
m

●❹

●

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。

使用例

つまみを回して
時間の設定を行います。

30
0m
m

❺ 300mm
使用例

時間を意識して
やる気・集中力を高められる。

8-617-5592 30分計 型式／
LV-5328-SV

［ソニック］
トキ・サポ 時っ感タイマー 19cm

●寸法／190（径）×40（厚）mm　●質量／400g　●アラー
ム鳴動時間／約3秒　●最大設定時間／30分　●音量／約
65～75dB(2段階調節・消音設定可能)　●電源／単三乾
電池×2個　●材質／ABS　●付属品／テスト用電池、ガイド
ブック、取扱説明書

スタンド裏面

壁掛け用穴
音量設定
スイッチ

ホワイトボード
黒板用磁石

ザラザラタッチでイメージ通りの文字が書ける。

マネしやすい音で
楽しく発語を促します。
擬態語、擬音語、擬声語をオノマトペといいます。
マネしやすいので言葉の育ちに課題のある子の
発語に有効。ゲーム感覚で楽しく使えます。

あいうえお編 ぱぴぷぺぽ編

8-617-5663あいうえお編 型式／card_aiu

8-617-5733ぱぴぷぺぽ編 型式／card_papa

［合同会社まちとこ］
ことばを育てるオノマトペカード

●カード寸法／145（縦）×100（横）mm　

〈セット内容〉絵カード×45枚､オノマトペ一覧カード×1枚、説明書　
〈言語聴覚士・石上志保先生�企画・監修〉

鉛筆持ちができない子でも
握って描きやすいリング型のクレヨン。
やわらかいので、力を入れなくても紙に色が移ります。

文字の書き始めの位置がわからず鉛筆が止まったり、
文字のバランスが極端に崩れたりする子におすすめ。

マスの色を頼りに、
お手本通りに書けるようになります。

●A4　●1マス／40×40mm（❻　～❽）、26×26mm（❾）　●22ページ　 

〈高知大学医学部附属病院小児科・脇口明子先生�監修〉

❻ 8-617-5653 ひらがなれんしゅう 型式／clmnt_hira

❼ 8-617-5654 カタカナれんしゅう 型式／clmnt_kata

❽ 8-617-5655 いちねんせいのかんじ 型式／clmnt_01kan

❾ 8-617-5661 練習帳 型式／clmnt_ren

カラーマスノート
［一般社団法人日本医療福祉教育コミュニケーション協会］

使用例

読む読む

※筆記以外の目的に使用しないでください。折り曲げたり強い
　衝撃をあたえると破損につながり大変危険です。

●寸法／A4：300（縦）×210（横）mm、B5：257（縦）×
182（横）mm　●厚さ／0.55（厚）mm　●材質／再生
PET樹脂　●表／ザラザラ、裹／ツルツル

［レイメイ藤井］
先生おすすめ 魔法のザラザラ下じき
8-603-2676 A4 型式／U613T

8-603-2677 B5 型式／U652T

Look P.510

Look P.524

Look P.525

Look P.518

Look P.97

Look P.719

Look P.527

Look P.527

Look P.529

税抜税抜

¥¥ 1,2001,200
税込¥1,320

M価税抜 ¥1,600
1個

税抜税抜

¥¥ 836836
税込¥919

M価税抜 ¥1,100
1個

税抜税抜

¥¥ 410410
税込¥451

M価税抜 ¥550
1個

●寸法／300（幅）×25（奥）×12（高）mm　●質量／75g　
●材質／アクリル樹脂

❸ 8-617-5411 ●グリーン 30cm 型式／
CBL-1400-G

●寸法／210（幅）×25（奥）×12（高）mm　●質量／53g　

●材質／アクリル樹脂

❷ 8-617-5410 ●ピンク 21cm 型式／
CBL-1000-P

時間時間
管理管理

2倍ルーペ
機能付き！

税抜税抜

¥¥ 5,6005,600
税込¥6,160

M価税抜 オープン
1台

税抜税抜

¥¥ 6,0506,050
税込¥6,655

M価税抜 オープン
1台

税抜税抜

¥¥ 2,6002,600
税込¥2,860

M価税抜 オープン
1個

税抜税抜

¥¥ 3,3303,330
税込¥3,663

M価税抜 ¥3,700
1台

税抜税抜

¥¥ 500500
税込¥550

M価税抜 ￥600
1枚

税抜税抜

¥¥ 350350
税込¥385

M価税抜 ¥350
1冊

Look P.512
二年生～六年生を掲載しております。

税抜税抜

¥¥ 5,7005,700
税込¥6,270

M価税抜 ¥6,000

1セット
（10色×5個入）

税抜税抜

¥¥ 700700
税込¥770

M価税抜 ¥700

1袋
（6色28片×25枚入）

税抜税抜

¥¥ 1,5001,500
税込¥1,650

M価税抜 ¥1,5001
セ
ッ
ト

税抜税抜

¥¥ 850850
税込¥935

M価税抜 ¥850

1冊
（100枚入）

●� ●�

対象年齢
3歳以上�

●�

対象年齢
2歳以上�

●�

�
40mm

40
m
m

�

空色から黄色に向かって横線、
次に空色からピンクへ縦線…
というふうに書いていくから�
文字の形やバランスが掴めて
感覚的に覚えられる！

POINT 1 
「かんじ」と「漢字」のお手本は
1パターンのみです。
各学年の配当漢字の見本が
印刷されています。

POINT 3 
「ひらがな」と「カタカナ」のお手本は1冊に2パターン（横書き・
縦書き）が印刷されており、開き方で変えられます。
目を上下に動かすと
書きやすい子に
オススメ。

目を左右に動かすと
書きやすい子に
オススメ。

一番上のマスに
見本があります。

一番左の
マスに
見本が
あります。

POINT 2 

●❻ ●❼ ●❽ ●❾

お手本は
印刷されて
いません。

●ケース寸法／330（幅）×305（奥）×60（高）mm　●材質／クレヨン本体：
顔料、ワックス、油　

〈セット内容〉あか・だいだい・き・みどり・あお・むらさき・もも・うすだいだい・
ちゃ・くろ�各5個、ぬりえ（594×840mm）×1枚

［コクヨ］リングクレヨン
8-618-1703 たっぷりセット 型式／KE-AC35

みんなで
一緒に描ける
大きな

ぬりえ付き。

話す話す書く書く
・描く・描く

●�

●� ●� ●�

対象年齢
0歳以上�
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