
◎スイムセンターファミリープールＳオレンジ
◎スイムセンターファミリープール M
◎パタパタプール ＲＢ１０角 41-68
◎ハイパワーポンプ 300SG B2263

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。

消防士気分に
なれる水てっぽう！

直径
61cm

水あそびで
金魚すくい！！

商品コード 色 品番 単位 価格（税抜）（税込）

① 701-415 ● 黄 B264J-YE

1個 ￥895￥984

② 701-416 ● 緑 B264J-GR

③ 701-417 ● 赤 B264J-RE

④ 701-418 ● 青 B264J-BL

⑤ 701-419 ● 橙 B264J-OR

⑥ 701-420 ● ピンク B264J-PK
⑦ 701-421 ● 灰 B264J-GY

スマートバリュー
ショップかご＜30L＞

●質量：660g●材質：PP●網目幅：6mm●出荷/包装単位：1/10

商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 701-442 B3341 1ｾｯﾄ ￥1,780 ￥1,532 ￥1,685

トーエイライト

トーエイライト

マルチサイドダイブボール（10個組）

●セット内容：10個1組（青・緑・赤・ 紫・黄　各2個組）●寸法：直径約
46mm●質量：約60g/個●主材：合成ゴム●出荷/包装単位：1
※ゴム製品につき、特有の臭いはしますが、数日で消えます。

商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

② 701-443 B5350 1ｾｯﾄ ￥2,180 ￥1,901 ￥2,091

水中スティック（6本組）

●セット内容：6本1組（青・緑・ ピンク・赤・紫・黄 各1本）●寸法：太さ
21.5×長さ200mm●質量：85g/本●主材：PVC●出荷/包装単位：1
※カラーデザインは変更になる場合がございます。

耐荷重
20㎏

積み重ね
可能

35.8cm
（32.4cm）

51cm
（47.1cm）

25.2cm
（22.8cm）

（内寸）

①

①

①

②②

③

④

⑦

③

⑥

②

⑤
使用イメージ

10個組

6本組

トーエイライト

カラービートMR30
商品コード 色 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

① 701-436 ●青 B3272B

1枚 ￥1,480 ￥1,280 ￥1,408② 701-437 ●黄 B3272Y

③ 701-438 ●赤 B3272R
●寸法：幅280×奥行430×厚さ30mm●質量：170g●浮力：約3kg●
材質：EVA●出荷/包装単位：1/20

リス

タライ
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

722-028 1個 ￥2,420 ￥1,815￥1,996
●外寸（幅x奥x高）：525×525×170mm●質量：0.945kg
●材質：ポリエチレン●品番：GGKT033●出荷/包装単位：
1/25

トーエイライト

ハイパワーポンプ 300SG
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

765-190 1台 ￥3,300 ￥2,803￥3,083
●寸法：高さ68cm●質量：800g●材質：エンジニアリングプラス
チック●付属品：アダプター4種類付（ボール用、ノズル（青）、ノズル

（赤）、自転車用ノズル）●品番：B2263●出荷/包装単位：1/10

ナショナルマリンプラスチック

パタパタプール 10角（ライトブルー）
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

4138-895 1個 ￥39,000 ￥34,047￥37,451
●寸法：本体使用時：対角158×高37cm●質量：約5.5㎏
●材質：ターポリン（ポリ塩化ビニル）●出荷/包装単位：1

容量
30L

キッズ

スイムセンターファミリープール
商品コード 種別 色 完成時寸法（幅×奥行×高） 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 736-794 S オレンジ/白 229×147×46cm
1台

￥6,900 ￥6,900 ￥7,590

② 765-189 M ブルー/白 262×175×56cm ￥8,900 ￥8,900 ￥9,790

●材質：ポリ塩化ビニル（0.32mm厚）●出荷/包装単位：1※チラシ掲載期間中に完売となる場合がございます。

折りたたみ時

グロッシー

パネルボール
商品コード 品番 単位 価格（税抜） （税込）

⑥138-900 U-59030 1個 ￥300 ￥330
●寸法：直径61cm●質量：108g●材質：ポリ塩化ビニル

（非フタル酸）●出荷/包装単位：1

池田工業社

水ピストルちびっこ消火隊
商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

②138-897 1個 ￥465 ￥511
●寸法：幅120×奥行75×高さ224mm●質量：130g●タンク容量：
約450cc●材質：ABS、PP、PE、PVC●出荷/包装単位：1/12/72

池田工業社

ウォーターガン プッシュdeショット
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

③748-665 1個 ￥300 ￥242 ￥266
● 寸 法：直 径50×高 さ260mm● 質 量：41g● 材 質：EPE・
ABS・PVC●出荷/包装単位：1/12/120
池田工業社

ぷかぷかたまごヒヨコちゃんシャワー
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

④120-550 1個 ￥600 ￥494 ￥543
●寸法：幅85×奥行85×高さ90mm●材質：ABS●STマーク：
あり●出荷/包装単位：1/12/96

池田工業社

うきうき金魚すくい
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

⑤123-644 1セット ￥400 ￥329 ￥361
●セット内容：金魚（赤3匹・黄3匹）、すくい枠（2つ）、トレイ●材質：金魚＝
PS、すくい枠・トレイ＝PP、ネット＝ナイロン●出荷/包装単位：1/12/96

コンセル

スタッキングカップ（6セット組）
商品コード 単位 入数 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

⑦4 120-665 1組 6セット ￥9,800 ￥8,555￥9,410
●セット内容：レインボースタッキング（9カップ）×3セット、カラフルスタッキング（9カ
ップ）×3セット●寸法：カップ大＝直径9×8.3cm、カップ小＝直径4.8×3.9cm●質量：
1.32kg●材質：PP●品番：CC1790●出荷/包装単位：1

マスセット

どうぶつ水でっぽう（16個組）
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

①138-898 60570 1セット ￥4,000 ￥3,492￥3,841
●寸法：クジラ＝60×65×60mm●質量：379g(セット合計)●材質：非
フタル酸系PVC●出荷/包装単位：1/5

①
②

①

②

④

③

①～⑤⑦

⑥

⑦

⑤

セット内容

3歳～

3歳～

3歳～

3歳～

9ヶ月～

1歳半～

※色はブルーかイエロー（お選びいただけません）

44.5
cm

37
cm

直径 158cm

262cm175cm229cm

56
cm

46
cm

147cm

色分けして使える7色展開！

水に慣れ、水中動作の習得に！
丈夫で長持ち。肌触りの良いビート板です。

プール用品特集用品特集プールプール用品特集

のオススメ情報！ 有効期限　2022年8月31日まで

プールの必需品も

お買い得価格！

指導用品

水あそび用品

容量
26L

丈夫なタライ。

ボールや自転車の
空気入れとしても！

プールの
空気入れに！

使いやすい大きさのビニールプール。

①容量
519L

満水時
約700L

使用時
約400L

②容量
749L

10角型のパタパタと組立が簡単なプールです。

使用後に水を
抜く排水キャップ
付で、収納作業も

ラクラク！

飛距離約8mの
水てっぽう！

かわいい
水てっぽう！

ビーチバレーや
スイカ割ゲームに！

シンプルな重ねコップ。

￥895
通常価格（税抜）￥923を

（税込￥984）

￥1,280
通常価格（税抜）￥1,320 を

（税込￥1,408）

￥1,532
①通常価格（税抜）￥1,580 を

（税込￥1,685）
￥1,901
②通常価格（税抜）￥1,960 を

（税込￥2,091）

￥34,047
通常価格（税抜）￥35,100 を

（税込￥37,451）



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8 月31 日

連結可能

三和製作所

簡易式DPD残留塩素測定器
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

701-455 1ｾｯﾄ ￥8,500 ￥7,469￥8,215
●測定範囲：0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、
2.0ppm●錠剤付属：有●ケース：有●出荷/包装単位：
1●品質保証期限は箱に記載しております。

パリンテスト社

残留塩素DPD試薬〈錠剤〉
商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

701-456 1箱 ￥970 ￥1,067
●内容：DPD錠剤100錠入●出荷/包装単位：1/10
●品質保証期限は箱に記載しております。

100錠

オーヤラックス

ピューラックス-S
商品コード 内容量 単位 価格（税抜） （税込）

① 709-867 1.8L
1本 ￥1,220 ￥1,317

② 709-868 5L ￥2,553 ￥2,757
●仕様：②そそぎ口付●成分：次亜塩素酸ナトリウム6％●食品添加物●希
釈してご使用ください。酸性の製品や、その他の製品と併用・混合しないで
ください。●出荷/包装単位：①1/6②1/2

②①
①内容量
1.8L

②内容量
5L

テラモト

軽量パタパタマット
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

120-551 MR-075-020-1 1枚 ￥24,000 ￥19,206 ￥21,126
●色：グリーン●1枚寸法：約90×200×厚1.3cm(凹凸面含む)●質量：3.2kg
●材質：本体＝EVA樹脂・ポリエチレン、ジョイント＝SPVC、ベルト＝ポリエステ
ル・POM樹脂●付属品：ジョイント、ベルト各2個付※ジョイントできるのは縦方
向もしくは横方向のどちらか一方向のみ●出荷/包装単位：1

使用イメージ

JSP

ポリホットスノコ
商品コード 品番 単位 価格（税抜） （税込）

701-475 20P 1枚 ￥2,395￥2,634
●寸法：幅58×奥90×高3.2cm●質量：600g●材質：
発泡ポリプロピレン●出荷/包装単位：1

テラモト

ハンドブラシ
商品コード 品番 単位 価格（税抜）（税込）

748-658 CE-865-030-0 1個 ￥450 ￥495
●寸法：6.5×15×10cm●質量：約160g●材質：本体
＝ポリプロピレン、ブラシ＝ポリプロピレン、グリップ＝
TPE樹脂●出荷/包装単位：1/40

エー・アンド・デイ

みはりん坊プロ ［熱中症指数モニター］
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

749-870 AD-5698 1台 ￥5,000 ￥4,365￥4,801
● サイズ：幅67.5×奥47.5×高114.5mm、黒 球 部 直 径40mｍ● 質 量：約90g●
WBGT指数アラーム設定範囲＝設定モード 20 ～ 50℃（0.1℃刻みで設定可能）、上限
値アラーム設定のみ、アラームブザー音量＝大約70dB、小約60dB（距離10cm）、ブザ
ーオフ（設定可能）●電源：単4形アルカリ乾電池2個●JIS B7922 クラス2　準拠●付
属品：取扱説明書、電池（モニタ用）、ベルト、アタッチメント●出荷/包装単位：1/10/40

シンコー

遮光ネット
商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

748-664 1枚 ￥13,968 ￥15,364
●寸法：300×500cm●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●出荷/包装単位：1/7

縦に連結可能

58
cm

300
cm

500cm

90cm

測定機能
熱中症指数（WBGT）・

温度・相対湿度・黒球温度
屋外・屋内兼用

使用イメージ

拡大
拡大

佐藤計量器製作所

ポケットタイプpH計　SK-630PH
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

①701-457 6416-00 1台 ￥6,800 ￥5,936￥6,529
●測定範囲：2.0～12.0pH●測定精度：±0.6pH●最小表示：
0.1pH●センサ：ガラス電極●内部液：無補充型●使用電池：
アルカリボタン電池LR44×4個（付属）●本体寸法：幅36mm×
長さ150mm×厚さ25mm●質量：65g●プール測定：可
●出荷/包装単位：1/10/30

トーエイライト

水温計
商品コード 種別 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

② 765-191 本体 1個 ￥9,650 ￥8,429 ￥9,271

③ 765-192 替芯 1本 ￥4,320 ￥3,773 ￥4,150

●質量：①280g②30g●測定範囲：－10 ～ 50℃（0.5℃目盛）
●②ニッケルメッキ仕上げ③目盛板が消えない2重管構造。水温計の
中身は白灯油です。●出荷/包装単位：1

トーエイライト

メッシュクリーナー
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 701-463 B7921
1本

￥9,800 ￥8,570 ￥9,427

② 765-193 B2689 ￥12,700 ￥11,087 ￥12,195
●寸法：ネット＝①30×32cm②22×48cm、ネット深さ＝②40cm
●質量：約1.1kg●材質：ネット＝ポリエチレン、フレーム＝①ポリプロ
ピレン②アルミ・PVC、柄＝アルミ●柄寸法：アルミ2段パイプ(直径
30mm×長さ166.5 ～ 280cm)●出荷/包装単位：①1/5②1

直射日光が当たらない常温の環境で温度計を
立てて保管して下さい。

35
cm直径 5.5cm 直径 1.6cm

28
cm

①

①

②

②

③

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 701-462 1本 ￥1,600 ￥922 ￥1,014

テラモト
デッキブラシ 

●全長：132cm●毛の長さ：4.5cm●材質：頭＝天然木・スチールに
クロームメッキ、柄＝φ2.22cmスチールパイプにポリエチレン接着被膜、
毛＝ポリエステル●出荷/包装単位：1/10

テラモト

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

② 701-461 1本 ￥6,800 ￥4,324 ￥4,756

ドライヤー90cm

●全長：151cm●質量：約2.2kg●材質：頭＝スチールにユニクロ
メッキ、先ゴム＝クロロプレンゴム、柄＝スチールパイプにポリエチレ
ン接着被膜（φ26.1mm）●出荷/包装単位：1/5

166.5 ～ 
280cm

32cm 22cm

30cm
48cm

40cm

18cm

90cm

使い方は
こちら！

①

②

外周にハトメ穴付
（50cm間隔）

水質管理用品

清掃用品

設備用品

比色板に近い色で数値を簡易測定します。
水質管理などが手軽にできるポケットタイプのpH

ペッテンコーヘル式（採水器式）水温計です。

食品添加物の次亜塩素酸ナトリウム。

折りたたみ式のクッションマット。
水に濡れてもすべりにくいので
更衣室等におすすめ！

プールサイドの安全管理に。

強い日差しから子どもたちを守ります！

プール内の
殺菌・衛生管理に
幅広く使えます！

転倒時の
衝撃軽減・炎天下
での足裏保護に。

水面の
ゴミ取りに。

プールサイドの
水処理に

頑固な汚れに

タイルや
コンクリートの

汚れに

水中の
清掃に!!

￥970
通常価格（税抜）￥1,000 を

（税込￥1,067） ￥8,429
②通常価格（税抜）￥8,690 を

（税込￥9,271）

￥11,087
②通常価格（税抜）￥11,430 を

（税込￥12,195）

￥5,936
①通常価格（税抜）￥6,120 を

（税込￥6,529）

￥7,469
通常価格（税抜）￥7,700 を

（税込￥8,215）

￥19,206
通常価格（税抜）￥19,800 を

（税込￥21,126） ￥2,395
通常価格（税抜）￥2,470 を

（税込￥2,634）

￥4,365
通常価格（税抜）￥4,500 を

（税込￥4,801）

￥13,968
通常価格（税抜）￥14,400 を

（税込￥15,364）


