
◆クラッセ ＫＬ－３２K 野尻　麻実 〒332－0004 048-223-5148

  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） 埼玉県川口市領家１－１０－８ ikk@ishiikasei.co.jp

◆クラッセ ＨＫＬ－３２K（平成26年７月１日付）→仕様変更（令和4年9月26日）

　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） https://www.ishiikasei.co.jp/company/profile/

◆クラッセ　ＫＬ－ＪＰＮ（平成23年9月7日付承認⇒平成30年12月1日仕様変更承認）

　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 ＨＫＬ－ＪＰN（平成26年７月１日付）

　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 ＫＬ－ＩＮＴ（平成25年１月10日付新規承認）

　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）

→仕様変更（平成28年7月1日承認）→仕様変更（令和2年1月16日）

◆クラッセ ＨＫＬ－ＩＮＴ（平成26年７月１日付）

　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）

→仕様変更（平成28年7月1日承認）→仕様変更（令和2年1月16日）

◆クラッセ KL-３２K-５０（平成27年8月１1日付）

　 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 KL-ＪＰＮ-５０（平成27年8月１1日付）

　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 KL-ＩＮＴ-５０（平成27年8月１1日付）

　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）

→仕様変更（平成28年7月1日承認）

◆ＢＳＷ－ＴＡＴＡＭＩ　（平成29年9月１2日付）

　密着式、ノンスリップ付

◆クラッセ KL-ATK　(平成30年6月25日承認）

　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 KL-３０Ｋ(令和２年２月1日承認）

　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 ＫＬ－３２Ｈ(令和3年6月1日承認）

　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 ＫＬ－ＪＣＴ(令和3年6月1日承認）

　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）

  各オプション型番　畳表密着式＝ＭＴ　裏面ノンスリップ付＝ＮＳ　国際サイズ＝ＷＴ

◆クラッセ　KL-JPS（令和5年3月7日認定）

　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）

◆｢ﾊﾟｰﾑ柔道畳”ともえ”AJM(密着式)｣ 柳田　賢二 〒130－0005 03-3622-2836

   ｢F－０００１(ﾜｻﾋﾞ色)、｢F－０００２｣(赤色) 東京都墨田区東駒形１－４－10 support@ikuei-kasumi.co.jp

◆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) https://www.ikuei-kasumi.co.jp/company

   ｢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)

◆｢SV２７ 豪快｣（密着式）　ノンスリップ付き 早川　豪人 〒582-0007 072-972-1361

　　　製造番号「SV27」（平成22年11月10日付仕様変更承認） 田仲　　雄 大阪府柏原市上市３丁目11-21 h.hayakawa@kusakura.co.jp

  ☆同ノンスリップ無し（平成22年11月11日届け出） y-tanaka@kusakura.co.jp'

◆｢SV２３０ 豪快｣（カバー式）　製造番号「SV230」 https://www.kusakura.co.jp/company/outline/

　☆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）

◆「SV28」（密着式）　ノンスリップ付き

　　　製造番号「SV28」（2021年6月1日公認）

　☆同密着式・ノンスリップ無

　☆同カバー式・ノンスリップ付き

　☆同カバー式・ノンスリップ無

◆｢優勝 (密着式)｣　 藤田　真之介 〒559-8510 06-6614-8254

   ｢２７ＴＴ－２１００１｣　※旧称「優勝Ⅲ（密着式）」 慶徳　藤男 大阪府大阪市住之江区南港北1-12-35 snfujita@mizuno.co.jp

　☆｢２７ＴＴ－３１００１｣抗菌仕様畳表 坂原　淳

　☆｢２７ＴＴ－３２００１｣抗菌仕様畳表＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付 https://corp.mizuno.com/jp/about.aspx

◆｢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

4
ミズノ株式会社
コンペティションスポーツ事業部

1 石井化成工業株式会社

2 株式会社郁栄商会

3 株式会社九櫻
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◆「優勝」31001（密着式） 大槻　安彦 〒270-2214 047-386-5810

◆「優勝」32001（密着式・すべり防止シート付） 千葉県松戸市松飛台250番地 y-ohtsuki@senoh.co.jp

◆「優勝」50004（カバー式）

◆「優勝」52004（カバー式・すべり防止シート付） https://www.senoh.jp/company/outline/

◆「軽量発砲体入 柔道畳 フワットＲ ｣ 小野村　由希 〒283－0823 0475-52-8828

   ｢K－５０｣（密着式） 千葉県東金市山田1152－17 y-onomura@j-mat.com

　　☆｢K－５０｣（密着式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付）

　　☆｢K－５０｣（カバー式） http://www.ueno-systec.co.jp/profile/index.html

　　☆「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）

◆｢ＴＨＥ 豪快(Ｐ) ノンスリップ型　密着式｣ 芳賀　恭雄 〒111-0051 03-5809-1677

   ｢Ｊ－01085｣～｢Ｊ－01088｣緑・赤(平成24年11月9日届け出） 東京都台東区蔵前1丁目７番１２号 y.haga@mitsuboshi-web.jp

   ｢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） 三光ビル１０３号室

　☆同　密着式 （東京事務所）

   ｢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） http://www.mitsuboshi-web.jp/

　　　（上記３点、平成22年7月26日届け出）

   ｢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

◆「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） 山岡　亮一 〒679-4195 0791-62-0088

 「TB11010～TB11040」 兵庫県たつの市龍野町日飼190 r-yamaoka@kyokuto-sanki.co.jp

◆「柔道畳”勝”ﾚｷﾞｭﾗｰＳ２０」（平成2８年７月１日付承認）

「TB11080～TB11088」 https://www.kyokuto-sanki.co.jp/company/overview/

◆「受け身上手」（平成26年11月20日付新規承認） 中﨑　房子 〒593-8312 072-273-1094

   「Ｔ1００1」 大阪府堺市西区草部692 info@tokushu-tatami.com

　↓

◆「柔道部物語競技用」（平成27年11月11日変更） http://www.tokushu-tatami.com/

　「Ｊ－１０６０」

◆「柔道部物語体育館専用」（平成28年2月8日新規承認）

　「J－３０６０」

◆「バンブー（密着型）」 竹田　浩策 〒831－0022 0944-86-5539

　　「ＴＡ－１０１」 福岡県大川市大字下木佐木221－1 info@takeda-tatamijp.com

http://takeda-tatamijp.com/

10 株式会社竹田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

7 株式会社ミツボシ

8 極東産機株式会社

9 日本特殊畳株式会社

5
セノー株式会社
調達管理部　国内調達課

6
株式会社ウエノシステック
スポーツ事業部

mailto:y-ohtsuki@senoh.co.jp
https://www.senoh.jp/company/outline/
mailto:y-onomura@j-mat.com
http://www.ueno-systec.co.jp/profile/index.html
mailto:y.haga@mitsuboshi-web.jp
http://www.mitsuboshi-web.jp/
mailto:r-yamaoka@kyokuto-sanki.co.jp
https://www.kyokuto-sanki.co.jp/company/overview/
mailto:info@tokushu-tatami.com
http://www.tokushu-tatami.com/
mailto:info@takeda-tatamijp.com
http://takeda-tatamijp.com/


◆柔道畳「三四郎　Ｐタイプ」 前田　敏康 〒652－0816 078－578-0172

　「三四郎　ＢＬ－Ｐ００１」（カバー式） 兵庫県神戸市兵庫区永沢町３－８－８ t.maeda@maeda-tatami.com

　「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） http://www.maeda-tatami.com/company.html

　「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）

「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）

◆「畳道（たたみどう）」 宮　伸一郎 〒892－0838 099－224-3520

　　「ＫＪＴ－ＨＩ」 鹿児島県鹿児島市新屋敷町７－９ k-tatami@dream.ocn.ne.jp

◆「畳道（たたみどう）」

　「ＫＪＴ－ＳＳ」（平成25年６月26日付新規承認） http://www.kjc.or.jp/reform/pdf/list/13_tatamikougyou.pdf

◆｢ＴＨＥ豪快ＤＳﾀｲﾌﾟ(密着式)｣（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工） 松本　隆弘 〒520－2133 077-543-3307

　　☆同タイプ（密着式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工無し） 滋賀県大津市野郷原１－８－８

　　☆同タイプ（カバー式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工） nippi.co.ltd@eagle.ocn.ne.jp

　　☆同タイプ（カバー式＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工無し） http://www.nihonhifuku.jp/about/

　　　（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）

◆｢MK1001（密着式）｣ 宮澤　隆弘 〒111-0053 03-3866-2831

東京都台東区浅草橋4-15-4 t.miyazawa@marushin-kako.com

第15シグマビル秋葉原5F

http://www.marushin-kako.com/company/index.html

◆「やわら」(平成23年9月7日付承認） 寺奥　佳生 〒779-3123 088-642-0005

　 「YA-1」 徳島県徳島市国府町観音寺29-11 teraokukoubou@wine.plala.or.jp

◆「ｽ-ﾊﾟｰやわら」(平成25年１月10日付新規承認）

　 「YA-２」 http://ju-do.net/10.html

◆「けんしん」（平成25年１月10日付新規承認） 小嶋　宏志 〒942-0147 025-545-4280

　　 「０００１」 新潟県上越市頚城区西福島662－９ hiroshi@yamasen.info

http://www.yamasen.info/yamasen-wp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A1%88%E5%86%85/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%E8%A6%81/

◆「トキ」（平成25年１月10日付新規承認） 三原　久次 〒925-0135 0767-36-1244

 　「登録5485616号」 石川県石川県羽咋郡志賀町二所宮ソ77

◆「THE豪快　Sタイプ」（平成27年4月6日付新規承認） 田力　　誠 〒434-0043 053-586-2456

　 「MAT010」 静岡県浜松市浜北区中条243-1 takayanagi@happy.odn.ne.jp

　↓

◆「山嵐 Sタイプ」（平成28年1月27日製品名変更） http://www.budo1ban.com/gaiyou2.html

　 ・ノンスリップ加工あり　：　MAT053（密着式）　MAT011（カバー式）

　 ・ノンスリップ加工なし　：　MAT012（密着式）　MAT010（カバー式）

◆「栄光Ａ」（平成27年8月6日付新規承認） 下田 悠生 〒814-0123 092-864-3300

　「ＪＷ」 福岡県福岡市城南区長尾4-7-3 info@shimoda-mat.jp

https://www.shimoda-mat.jp/company.html

◆「善（ZEN）」（平成29年1月25日付新規承認） 堤　善徳 〒812-0016 092-431-1224

　「TM-Ⅱ」 福岡県福岡市博多区博多駅南5-5-16 tsutsumi--223@nifty.com

https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-CQbqCQeqGZds.aspxＦＡＸ　092-431-1480

◆「柔道畳（Judo Mats Competition type)」（令和元年5月27日付新規承認） 森　正一 〒104-0033 03-6280-4331

　「TQ-1520」 東京都中央区新川2-12-13　松下ビル5階 mori@taishansports.tokyo

haku@taishansports.com

◆「柔道畳（エリート)」（令和元年10月24日付新規承認） 大内　優 〒990-2161 023-684-7828

山形県山形市漆山2647-1 ouchi.tatamijapan@i.softbank.jp22 株式会社大内畳製作所

19 有限会社下田マット

20 堤商事株式会社

21 株式会社泰山スポーツジャパン

16 株式会社山仙

17 三原製畳所

18 株式会社高柳喜一商店

13
日本被服工業株式会社
滋賀営業所

14 丸信化工株式会社

15 徳島県畳商業組合

11 株式会社前田畳製作所

12 鹿児島県畳工業組合
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