
NMS

双眼実体顕微鏡20倍（LED）
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

4 135-714 1台 ￥16,000 ￥14,744 ￥ 16,218
●寸法：135×98×230㎜●質量：570ｇ●倍率：総合倍率：20×●接眼レンズ：WF10×（視
野数15）2個●対物レンズ：2×●鏡筒形式：固定式、眼幅調節可能●焦準装置：鏡筒上下動
式●ステージ：アクリル板（白）●光源：LED●電源：単3形アルカリ乾電池2個（別売）●※キ
ャリングケース無●出荷/包装単位：1

20×

WF10×

鏡筒
上下動

LED光源

総合倍率

接眼レンズ

焦点調節

照明装置

観察用品
落射照明装置付きの双眼実体顕微鏡。

こちらの商品は
smartschool for TEACHERS
P.179に掲載しています。

使用イメージ

安全パーツ付きストラップ 四隅ホール付きで
タテ・ヨコで使用可能

文具の出し入れがしやすい
カーブポケット

① ②

プラス
かんさつ学習ボード
商品コード 色 品番 単位 M価（税抜）価格（税抜） （税込）

① 762-327 ●イエロー
FL-195SF 1枚 ￥1,100 ￥890 ￥979

② 762-328 ●グリーン
●寸法：縦356×横271×厚さ24mm●質量：291g●材質：発泡PP●付属品：首掛けひも
（815mm）●本体裏面：ペンケース・プリントポケット付き●出荷/包装単位：1/10/30

軽量
291g！

＜表＞

AT 方位磁石
商品コード 単位 入数 価格（税抜）（税込）

757-128 1組 １０個 ￥450 ￥４９５
●サイズ：φ45×11mm●材質：PP、PMMA、紙、
鉄●出荷/包装単位：1

1個単位でもご注文いただけます。
2022年smartschoolカタログ
学校版P.560をご覧ください。

お得な10個入をご用意！子どもの使いやすさを考えて設計した、野外学習用ボード。

10個組

＜裏＞

レイメイ藤井
先生オススメ!! 超観察ルーペ
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

757-129 EW401 1個 ￥400 ￥310￥341
●寸法：幅55×奥行8×高さ132mm●質量：35g●材質：本
体=PP、レンズ＜3.5倍＞ガラス、＜6倍・13倍＞アクリル、スト
ラップ=ABS・ポリアクリル●レンズ径：＜3.5倍＞45mm、＜
6倍＞18mm、＜13倍＞12.2mm●付属品：名前シール、安全
ネックストラップ●出荷/包装単位：1/5/100

45mm径

ストラップ付
名前シール付

12.2mm径

18mm径
3.5 倍ガラスレンズ

13 倍
アクリルレンズ

６倍アクリルレンズ

KN

双眼実体・生物顕微鏡用撮影クリップ
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

135-711 S77-2553 1個 ￥1,500 ￥1,430 ￥1,573
●寸法：63×39×32mm●対応顕微鏡規格：接眼レンズ外径24～33mm（ハイアイポイ
ント推奨）●付属品：ストラップ●材質：ABS樹脂、ポリカーボネート●出荷/包装単位：1

20倍の見え方イメージ

レイメイ藤井 ハンディ顕微鏡petit
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

135-710 RXT150A 1個 ￥1,500 ￥1,270￥1,397
●色：ブルー●寸法：幅40×奥行24×高さ43mm●倍率：20倍●光源：
LEDライト、UVライト●材質：ABS樹脂、アクリル樹脂●質量：20g（電池
含まず）●電源：アルカリボタン電池（LR43）3個付き●連続点灯時間：約
15時間●出荷/包装単位：1/5/100

スマートフォンやタブレットの背面カメラに
はさむだけで、顕微鏡観察画像を撮影できます。

学校の先生と共同開発！

理科の授業で使う教材も
お任せください！
カタログP.175～をご覧ください。

カタログなら他にもさまざまな実験・観察用品を取り揃えております！
2022年度 smartschool カタログ 学校版P.524～（教材版P.175～）
をご覧ください。

2022年度カタログ発刊！

詳細はこちらのQRから

持ち運びやすく、使いやすく、かわいく
進化したミニサイズの顕微鏡！ 3.5倍、6倍、13倍のレンズで

より大きく、詳しく観察。

いちごの種

食パン

スマホ撮影可能

倍率
20倍

UVライト付 マルチライト付

えんぴつ

枝豆
鉱物ソーダ石

野口さんを
観察してみよう

肉眼

3.5倍

6倍

13倍

すごい！

スマートスクールの教材通販

4 ご注文をいただいてからお取り寄せいたしますので、多少納期をいただく商品です。キャンセル・返品はお受けできません。

顕微鏡撮影装置に

早変わり！

期間限定

税抜

￥14,744
通常価格（税抜）￥15,200 を

（税込￥ 16,218）

（税込￥49.5）￥45税抜

1個
あたり

￥890
通常価格（税抜）￥990 を

（税込￥979）

税抜 期間限定

期間限定

税抜

￥310
通常価格（税抜）￥320 を

（税込￥341）

小学校・中学校の
理科の授業に必要なものが

小学校・中学校の
理科の授業に必要なものが

お買い得価格に！
期間限定

チラシ有効期限
2022年 7月30日までのオススメ！



春夏秋冬の星座がわかる早見盤。 葉のでんぷんを手軽に
検出できます。

空気の重さを実感する実験など
様々に利用できます。

閉じ込めた空気に力を加えると、
空気の体積は小さくなることを

視覚的に確認できます。

結晶の素を50度のお湯に溶かして液を作ります。

円筒型の風船。

空気の体積の変化を視覚的にとらえる実験に。

ひんやり冷たい「つまめる水」を作ってみましょう！
付属のモールや和紙に結晶を作ることができるキットです。

組み立て式の水ロケット！

切り花などに吸わせることで花の
色を変えることができる染色液。

ビクセン 星座早見盤
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

135-717 3597-07 1枚 ￥400 ￥368 ￥404
●寸法：高さ227×幅224×厚さ1mm●質量：約40g●材質：白板紙●出荷/包装単位：1/10/100

KKS

たたき染めセット TS-2（木づち付）
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

719-475 1ｾｯﾄ ￥3,900 ￥3,482 ￥3,830
●セット内容：ビニール板（200×150×4mm厚・透明）＝1枚、ゴム板（200
×150×5mm厚・黒）＝1枚、専用ろ紙（200×150mm）＝ 10枚●出荷/包
装単位：1

KKS

空気鉄砲 （5本組）
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

135-719 1ｾｯﾄ ￥1,100 ￥979 ￥1,076
●1セット入数：5セット●セット内容：筒（目盛入、φ15.8×
220mm）、押し棒（取っ手付）、玉５個●出荷/包装単位：1

KKS

エアーポール （10枚組）
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

135-718 1ｾｯﾄ ￥1,600 ￥1,427 ￥1,569
●1セット入数：10枚●寸法：直径約10cm×長さ2.5m●色：
赤､青､黄色のいずれか一色●色は選べません。●出荷/包装単
位：1

空気の実験

おもしろ実験キット

星座の学習 植物の学習

KKS

切花染色液 （5色組）
商品コード 単位 入数 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

135-716 1ｾｯﾄ 5色 ￥2,800 ￥2,502 ￥2,752
●色：レッド、ブルー、イエロー、グリーン、オレンジ  各1本●容量：各色
100mL●染まりやすい花：カスミソウ、スイートピー、カーネーション、
ヒマワリ、ガーベラ、バラ、リンドウ など●出荷/包装単位：1

タカギ

ロケット機体セット
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

135-721 1ｾｯﾄ ￥2,000 ￥1,843￥2,027
●セット内容：トップ、平パッキン、噴射口  各1個、ハネ4
枚●出荷/包装単位：1

タカギ

ペットボトルロケット
製作キット A400
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

135-720 1ｾｯﾄ ￥8,000 ￥7,216￥7,937

●セット内容：トップ、平パッキン、噴射口、発射台、発車口、
リモコンなど計16種●発射させる際は別途自転車用空
気入れが必要です。※組立時には、ドライバー、ペンチ、
ホチキス、カッター等が必要です。●出荷/包装単位：1

製作例
セット内容

サンワ

水の実験 つまめる水をつくろう
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

135-722 49074 1ｾｯﾄ ￥376 ￥329 ￥361

●セット内容：アルギン酸ナトリウム（A）1袋、乳酸カルシウム（B）1
袋、グリッター（ラメ）1袋、うごく目2個、プラスチックカップ1個●寸
法：セットサイズ＝約190×150×55mm●出荷/包装単位：1/50

サンワ

時短結晶をつくろう
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

135-723 49075 1ｾｯﾄ ￥276 ￥242 ￥266

●セット内容：結晶の素（尿素）1袋、和紙1枚、モール3枚、プラスチック
カップ1個●寸法：セットサイズ＝約310×210×60mm●材質：結晶の
素＝尿素、モール＝ポリエステル、鉄亜鉛メッキ●出荷/包装単位：1/50

実験例

実験例

各100mL

10枚組

5本組

セット内容 セット内容

補充部品はこちら

拡大

小学4年

小学6年
小学4年

お客様に組立てをしていただく、お届けのみの商品です。

空気入れは学校版P.644をご覧ください。

小学4年

期間限定

期間限定

期間限定

￥242
通常価格（税抜）￥250 を

（税込￥266）

税抜
期間限定

期間限定

期間限定

期間限定

税抜

￥7,216
通常価格（税抜）￥7,440 を

（税込￥7,937）

￥979
通常価格（税抜）￥1,010 を

（税込￥1,076）

税抜

￥329
通常価格（税抜）￥340 を

（税込￥361）

税抜

￥1,427
通常価格（税抜）￥1,472 を

（税込￥1,569）

税抜

期間限定

￥3,482
通常価格（税抜）
￥3,590 を

（税込￥3,830）

税抜期間限定

￥368
通常価格（税抜）
￥380 を

（税込￥404）

税抜

￥2,502
通常価格（税抜）
￥2,580 を

（税込￥2,752）

税抜

受付時間
9:00～18:00（日・祝除く）

Webでラクラクご注文

https://www.smartschool.jp
FAXでご注文

ご注文

時間受付
24
FAXでのご注文は、smartschoolカタログ裏面の専用オーダーシートをご利用ください。

ご不明な点・カタログの請求に関してはお問い合せセンターまでご連絡ください。

お問い合せセンター
※日・祝祭日のお届け（配送）をご希望の際はご注文前に、スマートスクールお問い合せセンターまでご連絡ください。
※M価はメーカー希望小売価格（税抜）です。

担当販売店

プラス株式会社　ジョインテックスカンパニー

FAX

TEL

0120-597-459

0120-598-721
チラシ有効期限：２０２2 年7 月30 日


