（公財）全日本柔道連盟 畳の公認用具指定業者と公認商品一覧
令和元年5月27日現在
№

団体名称

所

在

地

電話番号

◆「軽量発砲体入 柔道畳 フワットＲ ｣
｢K－５０｣（密着式）
☆｢K－５０｣（密着式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付）
☆｢K－５０｣（カバー式）
☆「K－５０」（カバー式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付）
◆｢K－７０｣（密着式）
☆｢K－７０｣（カバー式）
◆｢K－９０｣(密着式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付）
☆「K－９０」（カバー式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付）

〒283－0823
千葉県東金市山田1152－17

0475-52-8828

〒520－2133
滋賀県大津市野郷原１－８－８

077-543-3307

日本被服工業株式会社
滋賀営業所

◆｢ＴＨＥ豪快ＤＳﾀｲﾌﾟ(密着式)｣（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工）
☆同タイプ（密着式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工無し）
☆同タイプ（カバー式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工）
☆同タイプ（カバー式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工無し）
（上記３点、平成22年7月26日届け出）
◆｢ＴＨＥ豪快Ａﾀｲﾌﾟ｣(カバー式）
☆同タイプ（カバー式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工）
☆同タイプ（密着式）
☆同タイプ（密着式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工）
（上記３点、平成23年6月6日届け出）

丸信化工株式会社

◆｢MK1001（密着式）｣

〒111-0053
東京都台東区浅草橋4-15-4
第15シグマビル秋葉原5F

03-3866-2831

◆｢ﾊﾟｰﾑ柔道畳”ともえ”AJM(密着式)｣

〒130－0005
東京都墨田区東駒形１－４－10

03-3622-2836

〒332－0004
埼玉県川口市領家１－１０－８

048-223-5148

◆｢優勝 (密着式)｣
｢２７ＴＴ－２１００１｣ ※旧称「優勝Ⅲ（密着式）」
☆｢２７ＴＴ－３１００１｣抗菌仕様畳表
☆｢２７ＴＴ－３２００１｣抗菌仕様畳表＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付
◆｢優勝｣ （平成22年11月10日付新規）
「２７ＴＴ－５０００４」抗菌仕様畳表
「２７ＴＴ－５２００４」抗菌仕様畳表＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付

〒559-8510
大阪府大阪市住之江区南港北1-12-35

06-6614-8162

◆｢SV２７ 豪快｣（密着式） ノンスリップ付き
製造番号「SV27」
（平成22年11月10日付仕様変更承認）
☆同ノンスリップ無し（平成22年11月11日届け出）
◆｢SV２３０ 豪快｣（カバー式） 製造番号「SV230」
☆同カバー式・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付き（平成22年7月9日届け出）
☆同密着式（平成22年7月10日届け出）
☆同密着式・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付き（平成22年7月11日届け出）
◆「SV２３０I」（平成27年2月12日届け出）

〒131-0045
東京都墨田区押上１－４３－10

03-3626-5081

1 株式会社 ウエノシステック

2

◆公認商品名と製品番号

3 （三井物産プラスチック株式会社

より事業移管 平成29年7月1日付）
｢F－０００１(ﾜｻﾋﾞ色)、｢F－０００２｣(赤色)

4 株式会社 郁栄商会

5 石井化成工業株式会社

◆柔道マット「かすみ」密着式（平成22年10月1日付）
｢M－０２０１(ﾜｻﾋﾞ色)、｢M－０２０２｣(赤色)
｢M－０２０３(新グリーン)、｢M－０２０４｣(新イエロー)
☆柔道マット「かすみ」カバー式
｢M－０１０１(ﾜｻﾋﾞ色)、｢M－０１０２｣(赤色)
｢M－０１０３(新グリーン)、｢M－０１０４｣(新イエロー)
◆｢クラッセ ３２K｣
｢KL－３２K｣
｢KL－３２KNS｣（ノンスリップ型）
☆「ｸﾗｯｾ32Ｋﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ」ＨＫＬ－32Ｋ（平成26年７月１日付）
◆｢クラッセ KL-JPN｣カバー式（平成23年9月7日付承認）
☆「KL-JPN」カバー式ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ（平成23年9月7日付）
☆「KL-JPN」密着式（平成23年9月7日付）
☆「KL-JPN」密着式ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ（平成23年9月7日付）
☆「KL-JPNﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ」ＨＫＬ－JPN（平成26年７月１日付）
◆｢クラッセ国際基準ﾒｰﾀｰ柔道畳｣（平成25年１月10日付新規承認）
「KL-INT」（平成25年１月10日付）
→仕様変更（平成28年7月1日承認）
☆「ｸﾗｯｾ国際基準ﾒｰﾀｰ柔道畳ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ」ＨＫＬ－ＩＮＴ（平成26年７月１日付）
→仕様変更（平成28年7月1日承認）
◆｢クラッセ ３２K-５０｣
☆「Kl-32K-50NS、WT、WT＋NS」 カバー式、ﾉﾝスリップ無、密着式、ﾉﾝスリップ付（国際サイズ含む）

◆｢クラッセ ＪＰＮ-５０｣
☆「ＫＬ－ＪＰＮ－５０、ＮＳ、ＷＴ、ＷＴ＋ＮＳ」 カバー式、ﾉﾝスリップ無、密着式、ﾉﾝスリップ付（国際サイズ含む）

◆｢クラッセ ＩＮＴ-５０｣
☆「ＫＬ－ＩＮＴ－５０、ＮＳ、ＷＴ、ＷＴ＋ＮＳ」 カバー式、ﾉﾝスリップ無、密着式、ﾉﾝスリップ付（国際サイズ含む）

→「KL-INT-５０」仕様変更（平成28年7月1日承認）

6

ミズノ株式会社
コンペティションスポーツ事業部

7 株式会社 九櫻

☆：届け出による同一公認品としての追認（全柔連内規に基づく）

◆｢ＴＨＥ 豪快(Ｐ) ノンスリップ型 密着式｣
｢Ｊ－01085｣～｢Ｊ－01088｣緑・赤(平成24年11月９日届け出）
｢Ｊ－03023｣～｢Ｊ－03026｣ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ･ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ（平成24年11月９日届け出）

〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町２－１１
外濠スカイビル9階

03-6457-5601

☆同 密着式
｢Ｊ－01067｣～｢Ｊ－01070｣緑・赤（平成22年９月16日届け出）（平成24年11月９日届け出）
｢Ｊ－03019｣～｢Ｊ－03022｣ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ･ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ（平成24年11月９日届け出）

8 株式会社 ミツボシ

☆同 カバー式
｢Ｊ－０１０１６｣～｢Ｊ－０１０１９｣緑・赤（平成22年９月16日届け出）
☆同 ノンスリップ型 カバー式
｢Ｊ－０１０２０｣～｢Ｊ－０１０２３｣緑・赤（平成22年９月16日届け出）
☆同 密着式 国際型（平成24年11月９日届け出）
｢Ｊ－03009｣～｢Ｊ－03010｣ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ･ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ
☆同 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型 密着式 国際型（平成24年11月９日届け出）
｢Ｊ－03027｣～｢Ｊ－03028｣ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ･ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ
☆同 ｶﾊﾞｰ式 国際型（平成24年11月９日届け出）
｢Ｊ－03005｣～｢Ｊ－03006｣緑･赤
☆同 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型 ｶﾊﾞｰ式 国際型（平成24年11月９日届け出）
｢Ｊ－03007｣～｢Ｊ－03008｣緑･赤
☆同 密着式 国際型（平成24年11月９日届け出）
｢Ｊ－03001｣～｢Ｊ－03002｣緑･赤
☆同 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型 密着式 国際型（平成24年11月９日届け出）
｢Ｊ－03003｣～｢Ｊ－03004｣緑･赤
☆同 ｶﾊﾞｰ式 国際型（平成25年12月16日届け出）
｢Ｊ－03029｣～｢Ｊ－03030｣ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ･ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ
☆同 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型 ｶﾊﾞｰ式 国際型（平成25年12月16日届け出）
｢Ｊ－03031｣～｢Ｊ－03032｣ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ･ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ
THE豪快（P）カバー式 （平成26年8月1日届け出）
「J－03033」～「J－03034」 ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ関東間・ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ関東間
「J－03035」～「J－03036」 ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ関西間・ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ関西間
THE豪快（P）カバー式 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型
「J－03037」～「J－03038」 ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ関東間・ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ関東間
「J－03039」～「J－03040」 ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ関西間・ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ関西間

◆「バンブー（密着型）」
「ＴＡ－１０１」

〒831－0022
福岡県大川市大字下木佐木221－1

0944-86-5539

9 株式会社 竹田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

〒892－0838
鹿児島市新屋敷町７－９

099－224-3520

10 鹿児島県畳工業組合

◆「畳道（たたみどう）」
「ＫＪＴ－ＨＩ」
◆「畳道（たたみどう）」
「ＫＪＴ－ＳＳ」（平成25年６月26日付新規承認）
◆柔道畳「三四郎 Ｐタイプ」
「三四郎 ＢＬ－Ｐ００１」（カバー式）
「三四郎 ＢＬ－Ｐ００２」（密着式）
「三四郎 ＢＬ－Ｐ００３」（カバー式・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工）
「三四郎 ＢＬ－Ｐ００４」（密着式・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工）
使用する柔道畳レザー
名称 ： 三四郎ブレスレザー（マックスガード抗菌加工・フタル酸系可塑剤不使用）

〒652－0816
神戸市兵庫区永沢町３－８－８

078－578-0172

〒772-0003
徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜670

088-686-2083

〒679-4195
兵庫県たつの市龍野町日飼190

0791-62-1771

13 極東産機株式会社

◆「柔道畳”勝”ﾚｷﾞｭﾗｰﾀｲﾌﾟ」（平成23年９月７日付承認）
「TB11010～TB11040」
◆「柔道畳”勝”ﾚｷﾞｭﾗｰＳ２０」（平成2８年７月１日付承認）
「TB11080～TB11088」
◆「けんしん」（平成25年１月10日付新規承認）
「０００１」

〒942-0147
新潟県上越市頚城区西福島662－９

025-545-4280

14 株式会社 山仙

◆「トキ」（平成25年１月10日付新規承認）
「登録5485616号」

〒926-0001
石川県七尾市鵜浦町52－35

0767-58-1621

◆「受け身上手」（平成26年11月20日付新規承認）
「Ｔ1００1」
↓
◆「柔道部物語競技用」（平成27年11月11日変更）
「Ｊ－１０６０」

〒593-8312
堺市西区草部692

072-274-2786

〒434-0043
静岡県浜松市浜北区中条243-1

053-586-2456

17 株式会社高柳喜一商店

◆「THE豪快 Sタイプ」（平成27年4月6日付新規承認）
「MAT010」
↓
◆「山嵐 Sタイプ」（平成28年1月27日製品名変更）
「MAT010」
◆「栄光Ａ」（平成27年8月6日付新規承認）
「ＪＷ」

〒814-0123
福岡市城南区長尾4-7-3

092-864-3300

18 有限会社 下田商店

◆「善（ZEN）」（平成29年1月25日付新規承認）
「TM=Ⅱ」

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南5-5-16

092-431-1224

19 堤商事株式会社

◆「柔道畳（Judo Mats Competition type)」（令和元年5月27日付新規承認）
「TQ-1520」

〒104-0033
東京都中央区新川2-12-13松下ビル5階

11 株式会社 前田畳製作所

12 徳島県畳商業組合

石川県畳連合
15 (旧名：石川県畳事業協同組合)

12月７日付名称変更

日本特殊畳株式会社
16 （旧タバタ株式会社）

10月1日付社名変更

「三四郎 BLーPS001 」 （カバー式）
「三四郎 BLーPS002 」 （密着式）
「三四郎 BLーPS003 」 （カバー式・ノンスリップ加工）
「三四郎 BLーPS004 」 （密着式・ノンスリップ加工）
使用する柔道畳レザー
名称 ： 三四郎ブレスレザー（マックスガード抗菌加工・フタル酸系可塑剤不使用）
◆「やわら」(平成23年9月7日付承認）
「YA-1」
◆「ｽ-ﾊﾟｰやわら」(平成25年１月10日付新規承認）
「YA-２」

◆「柔道部物語体育館専用」（平成28年2月8日新規承認）
「J－３０６０」

株式会社 泰山スポーツジャパン

03-6280-4331

☆：届け出による同一公認品としての追認（全柔連内規に基づく）

