
のオススメ！

新発売のミニキーボードや
感染対策のリコーダーカバーも

教材通販 smartschool for TEACHERS には、
他にも「音楽」教材を多数取り揃えています。

＝2022年smartschoolカタログの掲載ページです。P.000 ＝2022年smartschool for TEACHERSカタログの掲載ページです。P.000 ＝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

https://www.smartschool.jp
Webでラクラクご注文！

さらにカタログなら

表示価格は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。

5,800
（税込 ￥6,380）

 ● ホコリによるキズを防ぎます。

鍵盤楽器対応の
鍵盤クリーナー。

●内容量：80mL●主成分：界面活性剤・除菌剤・水●使用方法：やわらか
な綿布に"キークリン"液を浸して拭きます。その後、カラ拭きして下さい。●
楽器の鍵盤洗浄目的以外には、用いないで下さい。幼児の手の届かぬ所に保
管して下さい。 ●出荷/包装単位：1 

●本体サイズ：幅446×奥行208×高さ51㎜●質量（電池含まず）：1.0㎏●ペダル：無●スピ－
カ－：8cm×2個●アンプ出力：0.5W＋0.5W●入出力端子：ヘッドホン（ステレオミニジャック/
アウトプット端子兼用）maru ●電源：AC電源（商品コード：724-206）または、単３形アルカリ乾
電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）●消費電力：3.2W●出荷/包装単位：1

カシオ計算機
カシオミニキーボード
商品コード 種別 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 ① 140-121 ホワイト SA-50
 1台 ￥7,000￥5,800  ￥6,380 

 ② 140-122 ブラック SA-51

バロック
式

アルト

指掛け
・
運指表
・
掃除棒
・

クリーム

ソプラノ

ジャーマン
式

指掛け
・
運指表

 ● ABS樹脂製のアルトリコーダー。

表現力豊かな音色で、
アンサンブルも思いのまま。

●形式：ダブルホール、3本継ぎ管、ストレートウィンドウェイ●材質：ABS
樹脂●付属品：布製ケース、指掛け、運指表、掃除棒、クリーム●寸法：最大
径41×全長466.5mm ●出荷/包装単位：1/10 

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 806-439  1本  ￥2,200 ￥2,139  ￥2,352 

ヤマハ
アルトリコーダー 
YRA-28BⅢ バロック式

 ● アンサンブルにも合う柔らかく
澄んだ音色が特長です。

豊かな音色を備えた
ヤマハABS樹脂製リコーダー。

P.618

●形式：ダブルホール、3本継ぎ管、ストレートウィンドウェイ●材質：ABS樹脂
●付属品：布製ケース、指掛け、運指表●寸法：最大径30.6×全長326.8mm
●品番：442-075 ●出荷/包装単位：1/20 

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 806-438  1本  ￥1,200 ￥1,120  ￥1,232 

ヤマハ
ソプラノリコーダー 
YRS-27Ⅲ ジャーマン式 P.618

ボードの指をスライドして
指導できます。 マグネット

付

マーカー用〈使用例〉
各指をスライドして
指導できます。

●寸法：幅900×奥行300×厚さ8mm●質量：1kg●材質：表面＝アル
ミ、芯材＝ポリエチレン、フレーム＝ゴム、磁石●付属品：イレーザー付き黒
マーカー ●出荷/包装単位：1 

ゼンオン
リコーダー指づかいカラーボード

商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 724-555  ZCB-50  1枚  ￥11,000 ￥9,900  ￥10,890 取

9,900
（税込     ￥10,890    ）

532
（税込     ￥585    ）

2,700
（税込     ￥2,970    ）

1,350
（税込     ￥1,485    ）

教育楽器
鍵盤用クリーナー　
キークリン
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 125-295  3100450  1本  ￥560  ￥532  ￥585 

P.621

先生方の声を反映し、
音楽の授業でより
役立つ楽器に。

※8月下旬お届け開始

チラシ限定品！

チラシ限定品！

音楽授業で飛沫を気にせず
授業が出来るように開発された
リコーダー用カバー。

●寸法：480×280×80mm●質量：約270g●材質：ポリエス
テル●片面にクッションあり●ファスナー付 ●出荷/包装単位：1 

ゼンオン
ミニ鍵盤用キーボードバッグ
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 125-294  MKB-32P  1枚  ￥1,500 ￥1,350  ￥1,485 

アルカリ乾電池

1.5V

●使用推奨期限：  10年間（※保存条件＝温度：20℃±2℃、相対 湿度＝55%±20%） ●出荷
/包装単位：     ①   1/100 ②   1/20③  1/10  ④ 1/4 

Panasonic
アルカリ乾電池
<エボルタNEO> P.989

P.621

商品コード 規格 品番 単位 入数（内訳） 価格（税抜） （税込）

 ①  719-390 
 単3形 

 LR6NJ/4SE  1パック  4本 ￥580  ￥638 

 ②  719-392  LR6NJ/20SW  1箱  20本 ￥1,980  ￥2,178 

③ 726-440  LR6NJN/40S  1箱  40本  （4本×10パック） ￥3,516  ￥3,867 

④ 726-442  LR6NJN/100S  1箱  100本  （4本×25パック） ￥8,380  ￥9,218 

まとめ買い

まとめ買い

① ②

③ ④

①①

②

P.205 ボードの
指は
可動式

10ソング・
100音色、
50リズム
搭載

教科書も
一緒に
入ります

1,120
（税込     ￥1,232    ）

2,139
（税込     ￥2,352    ）

ミニキーボード

●素材：ナイロン、ポリウレタン、超撥水加工素材●サイズ：①頭部管用
カバー：8×6cm、足部管用カバー：6×4cm、ひも：37cm②頭部管用
カバー：12×8cm、足部管用カバー：8×5.5cm、ひも：47cm●色：紺
●洗濯可●出荷/包装単位：1/20

フットマーク
リコーダーカバー
商品コード 種別 単位 M価（税抜）価格（税抜）（税込）

 ① 147-812 ソプラノ用
1個

￥800 ￥720  ￥792 

 ② 147-813 アルト用 ￥900 ￥810  ￥891 

リコーダー

720
（税込 ￥792）

①

ミニキーボード対応
ACアダプター。

ワンタッチ選択できる音色ダイレクトボタン。

1Hz単位
でのピッチ調整
が可能な
チュ－ニング
機能

32ミニ鍵盤や鍵盤ハーモニカが
すっぽり入るキーボードバッグ。

 ● 演奏や練習に役立つ
メトロノーム機能。

机の上に置けるコンパクトボディ。

●品番：AD-E95100LJ●9.5V用ACアダプター●EIAJ規格●
出荷/包装単位：1

カシオ計算機
ACアダプター
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

724-206 1個  ￥3,000 ￥2,700  ￥2,970 

チラシ限定品！

新発売のミニキーボードや 掲載商品は
こちらから
ご覧いただけます。

チ ラ シ 有 効 期 限

2023年3月31日まで



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
チラシ有効期限：2023 年 3月31日

FAX

TEL

0120-597-459

0120-598-721

少人数のグループ
発表の際、
発表者の資料台
としても
大変便利です。

巻癖がつきにくく、
持ち運びに
便利です。

ト音記号・ヘ音記号の
マグネット付。

スタイリッシュ
ボディの
振り子メトロノーム。

ギターなど楽器に
クリップで
つけられる
チューナー。

チューナーと
メトロノーム
機能を1台で！

●寸法：譜面板＝縦330×横450mm、高さ＝約830～1250mm（譜面台角度調節
ネジまで）●材質：脚部＝スチールパイプ●質量：3kg ●出荷/包装単位： ① 1/5 ② 1 

商品コード 品番 単位入数 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 801-362  MS-114N  1台  ￥9,000 ￥7,830  ￥8,613 

 ②  132-595  1組  5台 ￥38,250  ￥42,075 

オオハシ
譜面台

●寸法：縦200×横900×厚0.4mm●質量：1.58kg●材質：ポリプロピレン●付
属品：ト音記号8枚、ヘ音記号4枚、イレーザー1個、黒ペン1本 ●出荷/包装単位：1 

商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 766-990  4890060  1組  ￥29,000 ￥26,100  ￥28,710 

ゼンオン
五線譜マグネットシート（８枚組） ●寸法：縦250×横700mm

●質量：852g●セット内容：
メロディオンシート、五線譜シ
ート、色玉マグネット32個、タ
グ2枚●材質：等方性ラバー
マグネット、PPフィルム、
EVA ●出荷/包装単位：1 

●寸法：55(W)×67(H)×50(D)mm●質量：50g（電池含む）●基準音発
振：C4～B4（12音）●基準ピッチ：A4=415、437～444Hz●測定範
囲：A0～ C8●入力：内蔵振動センサー /内蔵マイク●付属品：リチウム
電池CR2032×1個 ●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）

 125-297 STX1N  1台  ￥2,800 ￥2,520  ￥2,772 

セイコー
クロマティッククリップチューナー

 ● カラフルなマグネットと五線譜付でより分かりやすく。
鍵盤ハーモニカの運指指導に！

●サイズ：幅12×高さ74.5（蛇腹含まず）×奥行35mm＋1.5mL型プラグ
●材質：ABS樹脂 ●出荷/包装単位：1 

商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 887-910 STM30W  1個  ￥2,100 ￥1,700  ￥1,870 

セイコー
ピックアップマイク   

4,130
（税込   ￥4,543    ）

3,600
（税込    ￥3,960     ）

P.622

P.622

商品コード 品番 単位 M価（税抜）価格（税抜）（税込）

 767-001  MMG-1  1セット  ￥7,400 ￥6,660  ￥7,326 

鈴木楽器製作所
メロディオンマグネット掛図 P.205

6,660
（税込 ￥7,326）

2,520
（税込  ￥2,772 ）1,700

（税込   ￥1,870  ）

26,100
（税込 ￥28,710）

22,600
（税込  ￥24,860 ）

P.204

●段数：4段●線間隔：30mm●寸法：縦900×横1200×厚0.5(最大8)mm●質
量：2.2kg●材質：PETフィルム、ノンハロゲン樹脂磁石●付属品：イレーザー・黒
ペン・赤ペン各1個 ●出荷/包装単位：1

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 766-991  1個  ￥24,500 ￥22,600  ￥24,860 

オータケ
マグネットシート白板・音楽五線 P.203

取

200
mm

P.216

P.623

管楽器などの楽器に
マイクをつけて
しっかり楽器の
音を拾います。

約
830

～
約
1250
mm

片面
マーカー用

裏面
マグネット

シート
タイプ

片面
マーカー用

8枚組

裏面
マグネット

シート
タイプ

900mm

湿度に強く、軽くて持ちやすいタクト。

●全長＝380mm●材質：グリップ＝天然コルク、シャフト＝グラスファイバー●グリッ
プサイズ：長さ45mm、太さ15mm●質量：6.7g●付属品：プラスチックケース入
り ●出荷/包装単位：1 

商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 801-365  FT-150I  1本  ￥2,000 ￥1,730  ￥1,903 

ナカノ
グラスファイバータクト P.216P.622

1,730
（税込 ￥1,903）

380mm

マーカー
対応

裏面
マグネット

シート
タイプ

3,600

使用例

7,650
（税込  ￥8,415 ）

②1台あたり

メトロノーム・チューナー譜面台・タクト

●寸法：114×119×202mm●質量：358g●テンポ：40～208回／
分●ビート：0、2、3、4、6●本体中央に振り子ストッパー付き、透明フ
タ付き ●出荷/包装単位：1/10 

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 800-704  1台  ￥5,000 ￥4,130  ￥4,543 

セイコー
セイコーメトロノーム
SPM320　ブラック P.622 P.215

●寸法：幅114×奥行17×高さ72mm●質量：96g（電池含む）●機能：チュー
ナー、メトロノーム、基準音発振●基準ピッチ：A4＝415H、438～445Hz●
基準音発振：C3～C6（37音）●テンポ：30～250回／分●ビート：0～7拍子
●リズム：7種類 ●電源：単4形乾電池×1本（1.5V）●出荷/包装単位：1/10 

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 755-276  1台  ￥4,200 ￥3,600  ￥3,960 

セイコー
メトロノーム・チューナー P.622 P.215

五線譜マグネットシート

貼付面から
取り外しやすい
タグ付

教材通販 smartschool for TEACHERS には、
他にも「音楽」教材を多数取り揃えています。

＝2022年smartschoolカタログの掲載ページです。P.000 ＝2022年smartschool for TEACHERSカタログの掲載ページです。P.000 ＝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

さらにカタログなら

まとめ買い

https://www.smartschool.jp
Webでラクラクご注文！

表示価格は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。


