
●記載価格はすべて消費税込みの価格です。（2012年2月現在） ●印刷の関係上、商品の色が実物と多少異なって見える場合があります。 

●商品の記載価格・仕様・色・素材等、余儀なく変更する場合があります。ご了承ください。

柔道畳用スベリ止め特殊ゴム

激しい動きにも対応する充分な固定力と、
床や畳を破損しない適度な粘着力で、
多くの実績を頂いています。
水洗いができ、長期の使用が可能です。

100m
m

100mm

¥129,600
サイズ／5×100×100mm
入　数／100枚入（1ケース）

本体価格
消 費 税

¥120,000
¥9,600

［配置例］98畳の場合

ハイテクストッパー(端部1列のみ貼付)（この表の数量は目安であり、床面の仕上り具合により異なります）

畳　数 周囲の畳数
×使用枚数 使用枚数 箱単位

ハイテクストッパー貼り付け数量

50畳 18×6 108枚 2ケース

72畳 22×6 132枚 2ケース

 98畳 26×6 156枚 2ケース

128畳 30×6 180枚 2ケース

256畳 46×8 368枚 4ケース

450畳 58×8 464枚 5ケース

512畳 62×8 496枚 5ケース

660畳 72×8 576枚 6ケース

ハイテク ストッパー

http: //www.j -mat.com/
詳しくは、ホームページをご覧下さい。柔道マット・柔道畳・防護パット・関連品総合メーカー

〒283-0823 千葉県東金市山田1152-17

TEL.0475-52-8828  FAX.0475-52-8829
E-mail:info@j-mat.com

［スポーツ事業部］

株式
会社ウエノシステック

モバイルサイト

〒110-0016  東京都台東区台東4-20-12 
［本 社］

TEL.03-3834-1131 FAX.03-3835-0057

軽量発泡体入柔道畳



軽量発泡体入柔道畳 K-28
¥30,240

サイズ／60×910×1,820mm
重　量／ハードボード仕様　約13kg
　　　　ハニカムプラ板仕様　約11kg

1枚
本体価格
消 費 税

¥28,000
¥2,240

¥34,5601枚
本体価格
消 費 税

¥32,000
¥2,560

※工事費用・運賃・既設畳廃棄処分費 別途

品　番 定　価

（密着式）
K-30

（カバー・ノンスリップ付）
K-32

（密着・ノンスリップ付）
K-34

¥32,400
本体価格 ¥30,000

¥34,560
本体価格 ¥32,000

¥36,720
本体価格 ¥34,000

品　番 定　価

（密着式）
K-70M ¥36,720

本体価格 ¥34,000

品　番 定　価

（密着式）
K-90M ¥41,040

本体価格 ¥38,000

抗菌畳表（カバー式）

ポリプロピレンフォーム

ハードボード（ハニカムプラ板）

インシュレーションボード

スチレンフォーム

ポリプロピレンフォーム

裏シート

K-70
サイズ／60×910×1,820mm
重　量／約13.2kg

抗菌畳表（カバー式）

ポリプロピレンフォーム

ハードボード

インシュレーションボード

硬質スチレンフォーム

ポリプロピレンフォーム

裏シート

抗菌畳表（密着式）

ポリプロピレンフォーム

ハードボード

インシュレーションボード

硬質スチレンフォーム

ポリプロピレンフォーム

ノンスリップシート

K-90
¥38,880

サイズ／60×910×1,820mm
重　量／約14.5kg

1枚
本体価格
消 費 税

¥36,000
¥2,880

選手を足元からサポート
　スポーツ少年団から大学、成人と幅広い層に
ご使用いただいております。上層部・基層部に弾
性クッション材を厚く採用し、大きな衝撃もソフトに
優しく吸収。選手の疲労が少なく長時間の練習
が可能になりました。芯材にはハードボード（荷重
分散板）とインシュレーションボードを採用。畳の
縮みがなく、もっとも危険な隙間の発生を防いで
います。
 多層化することにより耐久性を高めた理想的な
柔道畳です。

FUWATT
クッション性・耐久性を追求し、柔道畳の理想形を実現。
選手の疲労が少なく、授業や練習の効率アップに最適。

柔道畳の金メダリスト

（財）全日本柔道連盟公認畳

（財）全日本柔道連盟公認畳

※工事費用・運賃・既設畳廃棄処分費 別途

※工事費用・運賃・既設畳廃棄処分費 別途

A4仕上り二つ折パンフレット　中面
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