
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、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
チラシ有効期限：2023 年 3月31日

FAX

TEL

0120-597-459

0120-598-721 スマートスクールWebなら1,110万アイテム以上の豊富な品揃え!
お得な情報をいち早く受け取れるメルマガ登録もお忘れなく!

プログラミングロボット特別支援

https://www.smartschool.jp

＝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。取

＝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。取

アイコンは2022年度smartschool for TEACHERSカタログの掲載ページです。P.000

基本的な言語訓練の学習から
それぞれの物の形や
機能・名称についての
認識を高めることができます。

天板にはめて使える
落下防止ストッパー。

落下防止シールドで
物が落ちにくい！

タブレットや教科書立てとして
使用できるスタンドです。

天板が一回り大きい（700×500mm）学生机。

写真カードと文字カードを
あわせて使うと
訓練の幅が広がります。

使わないときは邪魔にならないよう
背面板を収納することができ、
通路や教室のスペースを狭くしません。

資料の多い授業、PC・タブレットを
使用する授業に便利なツールです。

PC・タブレットを置いても新JIS規格の天板より
余裕をもってご使用いただけます。 工具・ネジ止め不要で組み立てが簡単です。

お届けのみの
商品です。

学校用品
約5,800
アイテムから抜粋

今の地球が見える地球儀で
飛び出す世界を体験。

ボール型のプログラミング教材。

●寸法：幅150×高150×奥150mm●球径：15cm●質量：145g●対応OS：
iOS11.0以上、Android6.0以上●材質：非フタル酸 PVC、ポリスチレン●付属品：
台座(ポリカーボネート)●出荷/包装単位：1

ほぼ日
ほぼ日のアースボール（セカンドモデル） P.123
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

133-875 1個 ￥3,600 ￥3,600 ￥3,960

※画面は使用の一例であり、ご使用の環境やバージョンで内容が異なる場合がございます。

学習机・天板 GIGAスクールに対応した用品も充実

画面上に描いた線のとおり
にSpheroが走ります。プ
ログラミングに慣れていな
い子供たちの導入として活
用できます。

指示が書かれたブロックを
組み合わせてプログラミン
グを行います。Javascript
のテキスト式プログラミン
グにも対応しています。

●質量：200g●仕様：通信方式＝Bluetooth、プログラミング＝ブロック式Javascript、搭載センサ＝赤外線、角度、ジャイロ、加速
度●対応OS：iOS9.0以降、Android5.0以上、Windows10最新バージョン（Bluetooth搭載）、ChromeOS最新版（要インス
トール）●電源：充電池（連続使用時間約2時間）●出荷/包装単位：1

sphero
プログラミングボール　Sphero BOLT P.29

商品コード 寸法 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

4133-703 直径73mm 11090882 1個 ￥21,800 ￥21,800 ￥23,980

教 材 通 販 カ タ ロ グ

チ ラ シ 有 効 期 限
2023年3月31日まで

20種類以上のコンテンツ
アースボール専用コンテンツは、すべて無料でご利用いただけます。
学びのあるものから親子で遊べるものまで、現在23種類用意されています。
さまざまな地球の姿をおたのしみください。コンテンツは改廃がございます。�

クラシック地球儀地球図鑑

ISS 滞在記

SDG Maps

世界の朝ごはん

世界の国々

すいきんちかもく

いまの地球

でこぼこ地球

一週間の地球
月
夜の地球
ポプラディア恐竜図鑑
ポプラディア動物図鑑
ポプラディア世界遺産
こっきっき
まわるデカモジ
おしえてゾウさん
ぼくの地球
昼夜の移り変わり
地球アルバム
でこぼこコーヒー
ぐるぐる一年生！

動画で
詳しく!

╲ 全教科の教材を掲載! ╱

アイコンは2022年度smartschool for TEACHERSカタログの掲載ページです。P.000

773
（税込 ￥850）

伊藤産業

学生机用ストッパー  10本組

●外寸（幅x奥x高）：①600×22×32mm②550×22×32mm●机上のストッパー部高さ：約13mm●質量（1本あたり）：
①0.12kg②0.11kg●色：グレージュ●材質：PVC●天板厚19～20mmの学生机に取付け可●出荷/包装単位：1

2022年度smartschool for TEACHERSカタログで価格に誤りがございました。正しい販
売価格は本チラシ掲載の価格です。ご迷惑お掛けし誠に申し訳ございません。

第一工業

大型天板学生机
商品コード 品番 単位 価格（税抜） （税込）

4 128-337 KS-0150-IDV1 1台 ￥20,500 ￥22,550

●外寸（幅x奥x高）：700×500×520～760mm●質量：10kg●天板色：メープル柄●本体色：ミストグレー●材質：天
板＝高圧メラミン樹脂化粧板、芯材＝複合合板、エッジ=ルーター加工、脚部＝スチールパイプ(粉体塗装)●出荷/包装単位：1
※家具専門のスタッフが開梱・設置いたします。商品の梱包材（残材）の引取りも行います。

MSD

学習机用タブレット・教科書スタンド
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

133-706 1個 ￥2,900 ￥2,760 ￥3,036

●材質：スチール（取付部）、木製（MDFボード）（背面板）●取付条件：取付幅20mm以上、机の
厚み16～30mm、対応重量2kg　※タブレットや教科書を立てることを想定した値です。過度
に大きいものを立てかけたり、背面板に力をかけたりしないでください。●出荷/包装単位：1

DLM

言語訓練用カード（日本語）
商品コード 種別 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 766-552 「写真」カード　Ⅱ．食物と家具
1セット

￥35,000 ￥31,500 ￥34,650

② 766-566 「文字」カード　Ⅱ．食物と家具 ￥15,000 ￥13,500 ￥14,850

●セット内容：カード192枚、保管箱、説明書●カード（縦x横）：104×147mm●材質：紙●出荷/包装単位：1

192枚組

取り付けの様子

取付面

背面

250mm

新JIS規格対応

520
mm〜

760
mm

500mm700mm

P.314

P.11

P.11

P.11P.63

!イチオシ
教材

15cm

JIS天板サイズ：幅650×奥450mm
旧JIS天板サイズ：幅600×奥400mm

転がる方向、スピードやLEDを
プログラミングによって制御することができます。
赤外線・角度・ジャイロ・加速度の
４種類のセンサを内蔵。

2022
年度

アプリを
ダウンロードして
ご活用ください。

AR地球儀 ARとは「Augmented Reality」の略で、訳すと「拡張現実」と
なります。ほぼ日のアースボールにタブレットやスマートフォ
ンを重ねることで、アプリ上で世界を仮想的に体験できます。

AT

学校机用落下防止ギガシールド
商品コード 品番 単位 価格（税抜） （税込）

133-096 91746 1個 ￥773 ￥850

●材質：ポリプロピレン●仕様：本体650×550×120ｍｍ●厚さ：1.1mm●対応天板サイズ：650×450mm（厚さ
20mmまで対応）●耐荷重：5kg　※すべての学校机に対応しているわけではありません。※天板と触れていないところの
みに荷重がかかるような物の置き方はしないでください。●出荷/包装単位：1

PCや
タブレットの

落下リスク軽減にも
つながります。

防水で、
傷がつきにくい
頑丈な設計。

アプリを
ダウンロードして
ご活用ください。

2,760
（税込 ￥3,036）

20,500
（税込 ￥22,550）

450
mm

通常サイズ（新JIS）

500
mm

700mm

大型天板学生机

650mm

商品コード 種別 品番 単位 入数 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 4128-452 JIS天板用 GTB-ST01L
1セット 10本

￥13,000 ￥12,400 ￥13,640

② 4128-451 旧JIS天板用 GTB-ST01S ￥12,000 ￥11,400 ￥12,540

Bluetooth®
対応

Windows
Mac OS
Android

Chromebook
iOS対応

① ②

31,500
（税込 ￥34,650）

①「写真」カード

1,240
（税込 ￥1,364）

①1本あたり

収納時



122枚組

外国語（英語）／リアクションプレートデジタル教材（小学校）

ジョグダイヤルでスムーズな操作。
アバーズームとの組合せで、
光学17倍相当のズームが得られます。

算数・数学／図形構成説明教具

書画カメラ

指導者用デジタル教科書 国語／漢字指導用白板社会／カード教材

図形の学習で使用できる
磁石付き演示用カードセット。

SDGsや領土、
環境学習に必要な
用語をまとめた
便利なカード集。

文字の配置をしっかり学習。
文字指導の必需品。

ポップなデザインで
英語のリアクションが
表現できるプレート！

＝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。取

●材質：本体＝発泡PP、磁石●寸法：幅250×高70mm●厚さ：3mm（磁石含む）●質量：300g●セット内容：本体16枚（16単語各1枚）●監修：
白畑 知彦（静岡大学教育学部教授　博士（文学））●付属品：取扱説明書●出荷/包装単位：1

TUK
リアクションプレート 16枚組

商品コード 種別 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

4133-685 16枚セット 1セット ￥15,600 ￥13,260 ￥14,586

P.97

●セット内容：122枚組（うちブランク2枚）、掲示用マグネットテープ付属（同梱）、まとめ用リング、収納ケース●材質：カ
ード紙●マグネットテープは同梱になります。各カードには貼付されていません。●出荷/包装単位：1

全教図
持続可能な社会と国際問題を考える P.135

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

4133-161 1セット ￥14,000 ￥14,000 ￥15,400 ●寸法：300×300mm、厚さ0.5mm●質量：160g/枚●クロス点線入●材質：PETフィルム、塩ビマグシート●表面ホ
ワイトボードマーカー対応●出荷/包装単位：1

全教図
文字練習短冊白板シート １０枚組 P.115
商品コード 単位 入数 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

133-162 1組 10枚 ￥10,000 ￥10,000 ￥11,000

片面
マーカー用

300×300

裏面
マグネット

シート
タイプ 10枚組

取り外す
時に
便利な
ベロ付き。

両端の磁石を連結して、
簡単に図形を
作ることができます。
各バーの表面には、
1、√2、√3、
2、√6、2√2の
表記があります。

●内容：図形の学習で使用できる磁石付き演示用カードセット●セット内容：バー6種×12本（計72本）、ケース付●寸法：ケース＝幅333×高さ242
×厚さ71mm●質量：約800g●材質：バー＝発泡PP・磁石、ケース＝PP●出荷/包装単位：1

TUK
図形構成説明セット　黒板用 P.157

商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

4133-179 108379 1セット ￥27,000 ￥22,950 ￥25,245

マグネット
付

丈夫な
発泡PP製。
（板厚2mm）

磁石が埋め込まれているので、
そのまま黒板に貼り付けることができます。

▼黒板タイプ（766-824）もご用意しています。　　　 P.115 をご覧ください。

▼ P.121 国語、 P.137〜 社会、 P.173〜 算数・数学、 P.198 理科の指導者用デジタル教科書をご用意しています。ぜひカタログをご覧ください!

▼中学校用デジタル教材は P.28 をご覧ください。

▼書画カメラを比較した早見表をご用意しています。 P.1〜2 をご覧ください。

アバー・インフォメーション

フレキシブルタイプ書画カメラ
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

766-593 F50-8M 1台 ￥64,800 ￥55,080 ￥60,588

●外寸（幅x奥x高）：200×380×545mm●質量：2.8kg●材質：ABS樹脂●付属品：RGBケーブル、Mini 
USBケーブル、RS-232Yケーブル、操作リモコン、電源アダプタ（12V、2A）&ケーブル、A+Suiteソフトウ
ェアCD、クイックガイド、保証書、ユーザーガイド（CD-ROM日本語版）●電源：AC100V●消費電力：13.3W

（ランプ消灯時）、14W（ランプ点灯時）●出荷/包装単位：1

アイコンは2022年度smartschool for TEACHERSカタログの掲載ページです。P.000

電子黒板等を活用した指導に適した
指導用のデジタル教科書です。

ランドセルRシリーズ 小学1年〜6年

教科書の素材やデジタルコンテンツを自由に
組み合わせてオリジナル教材を作成できる「MY 教科書エディタ」機能を搭載。

「ランドセル」シリーズは、学習ソフトのロングセラー。
販売総数102万本以上、3,800校以上の小学校に導入されています。

主要教科1年分＋英語＋プログラミングを全学年に収録!

東京書籍

令和３年指導者用デジタル教科書（教材） 中学校国語
商品コード 規格 種別 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

4 110-298 全学年 PCソフト 55964 1個 ￥200,000 ￥200,000 ￥220,000

● 対 応 ブ ラ ウ ザ：Internet Explorer 11※2, Microsoft Edge, Safari, Google Chrome● 対 応OS：
Windows 8.1/10, iOS 12※1,iPadOS 13※1, Chrome OS●ライセンスの内容：学校内フリーライセン
ス●利用形態：ローカルインストール ※3,校内・自治体サーバ配信，クラウド配信　※1　iOS，iPadOSでは，一
部機能が利用できません。※2　Internet Explorer 11では，一部機能が利用できない場合があります。
Windows端末をご利用の場合は，Google Chromeを推奨します。※3　iPad端末およびChromebook端末
には，ローカルインストールはできません。●出荷/包装単位：1

PCソフト 電子黒板
対応

体育社会理科英語国語算数 プログラ
ミング

朗読音声、本文・図版の拡大、
ペンツールなど、
安心の基本機能で
生徒の学習をサポート。

基本機能で
授業をサポート1

「漢字小テスト」「言葉を広げよう」など、
言葉の力を育てるコンテンツが充実。
「話す・聞く」では、
活動の実例とポイントを、
映像で分かりやすく表示。

「言葉の力」が
しっかり身につく2

文学・古典・説明文では、
教材への理解を助け、
自然と思考を深めていけるコンテンツを用意。
また、作品・作家紹介、説明文資料など、
映像資料も多数収録。

想像を広げ、
思考を深めるデジタル教材3

P.121

新学習指導要領に準拠! 学校の授業に合わせた学習が可能
学校でお使いの教科書を選択することにより、授業に沿った学習が可能です。

算数（1〜6年） 東京書籍／学校図書／教育出版／大日本図書／啓林館／日本文教出版

漢字（1〜6年） 東京書籍／学校図書／教育出版／光村図書

理科（3〜6年） 東京書籍／学校図書／教育出版／大日本図書／啓林館／信州教育出版社

英語（5〜6年） 東京書籍／啓林館／学校図書／教育出版／三省堂／光村図書／開隆堂

印刷して使えるプリント教材が充実

英語・プログラミングを全学年に収録

充実した内容のドリル（算数・国語・理科・社会）や、全国学力・学習状況調査模試（5・6年）などプリント
教材を多数収録しています。便利なPDF指導案集＋ワークシートも付属。

新学習指導要領で必修となった英語・プログラミングが学べるコーナーを全学年に追加収録。学年に合わ
せた難易度で、英語・プログラミング教育をサポートします。

【対応教科書】下記の教科では教科書を選択することができます。

▼3年  算数  ぼうグラフを作ろう

▼5年  英語  listen and play

▼6年  理科  ものの燃え方

▼5年  社会  日本の地形 ▼6年  算数  並べ方

▼1年  国語  どうさをあらわそう

▼3年  理科  からだパズル

▼1年〜6年  プログラミング

P.1

国語

55,080
（税込 ￥60,588）

●寸法：幅85×奥行130×高さ150～254cm●質量：15.8kg●材質：スチール（粉体塗装）、
スライドパイプ＝ステンレス●仕様：リング径65cm（25.4丸)、タイヤ径5cm/2個付き、リング角
度4段階調節、屋内外兼用●付属品：リングネット●ご使用の際はサンドウエイトなどの重しを乗せ
て下さい。●出荷/包装単位：1

エバニュー
セストボールゴール P.260

商品コード 品番 単位 入数 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

4133-506 EKU056 1組 2台 ￥57,600 ￥54,700 ￥60,170

キャスター付きで
先生が一人で
移動できます。

ゴールの高さは
約150～254㎝に
調節できます。

13,260
（税込 ￥14,586）

●直径：約21cm●質量：約240g●材質：EVA●出荷/包装単位：1/12

ミカサ
セストボール P.260
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

724-607 SC-YPLG 1個 ￥2,200 ￥1,750 ￥1,925

直径約21cm

EVA

約240ｇ

1,750
（税込 ￥1,925）

22,950
（税込 ￥25,245）

会話でよく使う
表現を選定し収録。

黒板上で目立つ
カラフルな色で、
気持ちを
表現しやすい
楽しい形。

P.28

●対応OS：Windows 11／10／8.1、MacOS 12／11／10.13～10.15●収録内容：算数・国語・英語・理科・社会・体育・プログラミング●準
拠内容：新学習指導要領●契約年数：なし●出荷/包装単位：1

がくげい
ランドセルシリーズ 個別PCインストール版

商品コード 種別 規格 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 4135-365 ランドセル 小学1年 シングルライセンス GMDV-261A(1)

1枚 ￥4,700 ￥4,465 ￥4,911

② 4135-366 ランドセル 小学2年 シングルライセンス GMDV-262A(1)

③ 4135-367 ランドセル 小学3年 シングルライセンス GMDV-263A(1)

④ 4135-368 ランドセル 小学4年 シングルライセンス GMDV-264A(1)

⑤ 4135-369 ランドセル 小学5年 シングルライセンス GMDV-265A(1)

⑥ 4135-370 ランドセル 小学6年 シングルライセンス GMDV-266A(1)

画素数
800万

ズーム
デジタル12倍

ズーム
光学10倍

リモコン付

スムーズな
拡大縮小操作が
簡単に出来る
本体ジョグ

ダイヤルも搭載。

残像が残らない、
なめらかな

動画再生が可能。

PCレスで
静止画書き込みが

出来る
「USBマウス
注釈機能」。

新学習
指導要領に
対応。

4,465
（税込 ￥4,911）

保健体育／セストボール用品 セストボールは、バスケットボールとポートボールを合わせたような競技。「ボールを持たな
い時の動きの習得」にもおすすめで、小学校低学年用のボールゲームとして注目されています。


