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ゴムチップ形成製品カタログ 



＜セーフティーマット・安全マット＞         HIC1000検査品   ISO工場生産品   TUV合格製品   

～遊具周りや園路、舗道、屋上、商業施設、スポーツ施設など様々なシチュエーションにお勧めします！ 

転倒・転落時の衝撃を和らげます（約 70％吸収） 

◇ 優れた透水性 

◇ 高い耐候性・耐摩耗性・耐久性 

◇ メンテナンスがほぼフリー 

◇ 色々なデザインに対応可能（問い合わせ下さい） 

◇ 頭部障害基準値（ＨＩＣ1000）検査品 

◇ プラスチック製ダボによるジョイント工法 

   標準色：赤茶 

準標準色：緑、黒、グレー 

特注色：右下画像参照 

厚さ：30,40,50,60,70,80,90mm 

＊サイズ許容範囲：長さ・幅 0.8％ 

厚み＋/－2ｍｍ 

       （重量）  （赤茶）       （緑,黒,グレー） （臨界高さ）    端部用 

30☓500☓500 5.2kg  ￥2,850(￥11,400/㎡)￥3,200(￥12,800/㎡)   1.0ｍ    30☓500☓250  価格は 1/2 

40☓500☓500 6.5kg  ￥3,250(￥13,000/㎡) ￥3,600(￥14,400/㎡) 1.2ｍ   40☓500☓250  

40☓500☓1000 13kg  ￥6,500(￥13,000/㎡) ￥7,200(￥15,000/㎡) 1.2ｍ 

50☓500☓500 7.5kg  ￥3,800(￥15,200/㎡) ￥4,300(￥17,200/㎡) 1.5ｍ   50☓500☓250  

50☓500☓1000 15kg  ￥7,600(￥15,200/㎡) ￥8,600(￥17,200/㎡) 1.5ｍ 

70☓500☓500 10.4kg ￥4,900(￥19,600/㎡) ￥5,300(￥21,200/㎡) 2.1ｍ   70☓500☓250  

90☓500☓500  9.5kg  ￥8,350(￥33,400/㎡) ￥9,250(￥37,000/㎡)  3.0ｍ     90☓500☓250  

*90 ミリはソフトタイプ                         ＊全て消費税別途 

 ＊1㎡当り 500×500が４枚又は 500×1000が２枚（t=40＆50のみ） 

 ＊記載のないサイズ、特注色（EPDM）はお問い合わせ下さい 

 ＊接着剤やアンカーピンは含みません 

＜参考資料＞1パレットあたりの重さ（MAX） 

・30mm：950ｋｇ  ・40mm：930ｋｇ  ・50mm：920ｋｇ  ・70mm：850ｋｇ                                           

専用接着剤 15Ｌ￥22,000 

（＊消費税別途 １㎡当り約 700～800ml必要、その他 1.1Lも有り) 

    ＜エッジ テーパー＞ 

Ｔ＝30,40,50,55,70,80,110ｍｍ Ｌ＝1000. W＝250             

（重量） （赤茶） （緑、黒、グレー） 

                                   Ｔ＝30/10 1000☓250 4.0kg ￥4,500   ￥5,400 

Ｔ＝40/10 1000☓250 6.2kg  ￥6,900   ￥7,800 

Ｔ＝50/20 1000☓250 7.8kg  ￥7,300    ￥8,200 

Ｔ＝70/20 1000☓250 8.5kg  ￥8,200    ￥9,100 

 ＊接着剤は含みません      ＊消費税別途 

                                                             ＊その他サイズ、特注色はお問い合わせ下さい 

                                                               ＊サイズ許容範囲：長さ・幅 0.8％、厚み＋/－2ｍｍ 
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《HIC1000 資料》 落下高さに応じた製品（セーフティーマットの厚み）対応表 

 

                      落下高さ 

 

 

 

 

                        

                  

             

      

 

 

 

 

 

厚さ  30    40     50     60     70    80        80      90  (ミリ) 

                                        （60＋20 ソフトシステム） （70＋20 ソフトシステム） 

＊HIC100の説明は P6を参照願います 

 

＜アルファベット＆ナンバータイル&デザインタイル＞ 

数字の 0～10 とアルファベットの入ったセーフティーマットのタイルです。特注色はありません。 

 

        （重量）   （赤茶）  （緑,黒,グレー）        

30☓500☓500 5.2kg   ￥13,300/枚  ￥15,100/枚 

40☓500☓500 6.5kg   ￥14,200/枚  ￥16,000/枚  

50☓500☓500 7.5kg   ￥15,100/枚  ￥16,400/枚 

                      ＊消費税別途  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＊サイズ許容範囲：長さ・幅 0.8％、厚み＋/－2ｍｍ  
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＜けんけんぱぁ～タイル＞ 

数字の０から 10までを「けんけんぱー」の要領で跳んで 

いく遊びタイルです。 

もちろんラバー製なので転んでも衝撃を吸収します。 

リサイクルゴムチップ材仕様 T=30mm 1500×4000 

設置には土間コンクリートが必要です 

 

製品価格 ￥220,000（接着剤込み）（税別） 

＊サイズ許容範囲：長さ・幅 0.8％、厚み＋/－2ｍｍ 

 

＜ラバーアニマル＞ 

～ゴム製の動物腰掛～ 

スツールとしてや小さなモニュメントとして使用することができます。 

ベースプレートを使用することで屋内での使用も可能です。 

 

～4種類の動物を用意しました～ 

◇ ゾウ：約 Ｌ560ｘＷ190ｘＨ395ｍｍ  重さ約 30kg 標準色ブルー 

◇ サイ：約 Ｌ700ｘＷ190ｘＨ400ｍｍ  重さ約 30kg 標準色オレンジ 

◇ ラクダ：約Ｌ750ｘＷ200ｘＨ510ｍｍ  重さ約 32kg 標準色ライトレッドー 

◇ ポニー：約Ｌ568ｘＷ200×H420ｍｍ 重さ約 33kg 標準色ライトブラウン 

  ＊サイズ許容範囲：0.8％ 

ベースソケットで固定できます。 

 

 

 

 ブルー      オレンジ    ライトレッド  ライトブラウン 

 

全てゾウ・サイ共に￥161,000（税別） 

＊固定用アンカーが付属しています 

屋内用ベースプレート￥76,000（税別） 
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＜ラバーステップ＆マッシュルーム＞～ステップ遊びや、コネ台、スツール等使い方はいろいろです♪ 

◇ ステップ：赤茶 255φ Ｌ＝200,300,400,500 

◇ マッシュルーム傘：450φH=150  

◇ アンカーで地中に固定できます 

＊サイズ許容範囲：0.8％ 

 

ステップ  

Ｌ＝200 ￥24,000（税別）  8kg 

Ｌ＝300 ￥28,000（税別）  13kg   

Ｌ＝400 ￥33,000（税別）  16kg  

Ｌ＝500 ￥49,000（税別）  20kg 

傘（マッシュルーム用）￥50,000（税別） 13kg 

マッシュルーム３点セット￥279,000（税別） 

（ステップの高さ 300，400，500の３種類）・・お買い得！＊アンカー込み 

 

 

 

 

＜サンドボックスト＞ ～ゴム製で安全・安心の砂場枠・・アンカーピンで固定します 

◇ 芯々寸法 1000ｍｍのパーツの組合せ 

１つのサイズは 1150×150×300 約 33ｋｇ 

＊サイズ許容範囲：0.8％ 

◇ 四角形、八角形など様々な形が可能です 

◇ 埋込み式で、施工が容易＊ステコンのみ打設します 

◇ 色：赤茶、緑、黒 

◇ 嵩上材(別売)の使用で高さの変更可能 

 

１スパン赤茶 ￥41,000（税別） 緑、黒￥47,000（税別） 

 ＊アンカー込み 

 3スパン×4 四角形 

 

 

 

 

 

 

 

 

1スパン×6 六角形 
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ステップ：緑・黒・グレー 

Ｌ＝200 ￥29,000（税別）   

Ｌ＝300 ￥34,000（税別）     

Ｌ＝400 ￥38,000（税別）    

Ｌ＝500 ￥39,000（税別）   

 



＜キューブ＞～ゴム製キューブ・・スツールやコネ台、車止めなど・・ 

◇ サイズ：400×400×400ｍｍ 50ｋｇ（特注色は 61ｋｇ） 

 ＊サイズ許容範囲：0.8％ 

◇ 色：マットと同じカラーバリエーションです 

◇ アンカーで固定できます 

◇ 重ねることも可能です 

赤茶 ￥51，000（税別） 

 緑・黒・グレー￥61,000（税別） 

特注色（EPDM） ￥159,000（税別） 

＊アンカー込み 

 

 ＜ボール＞ 

345φ   

赤茶￥53,000・緑・黒・グレー￥55,000（税別） 18,3kg 

特注色￥85,000（税別） 20.4kg 

500φ   

赤茶 ￥102,000（税別） 緑・黒・グレー￥110,000（税別） 56kg 

特注色￥182,000（税別）60kg 

＜ハーフボール＞ 

345φ 赤茶・緑・黒・グレー￥30,000（税別） 9.2kg 

       特注色￥45,000（税別） 10.2kg 

500φ 赤茶 ￥50,000（税別） 28kg 緑・黒・グレー￥56,000（税別） 28kg 

       特注色￥97,000（税別） 30kg 

690φ 赤茶￥72,000・緑・黒・グレー￥80,000（税別） 75kg 

      特注色￥141,000（税別） 83kg          

 ＊サイズ許容範囲：0.8％＊全てアンカー込み ＊消費税別途 

 

＜タートル＞ 

カメ型のスツール 

 

サイズ：約 1160×1080 

脚の高さを 100～400に変更可能 

胴体部分 EPDM特注色 

脚部 SRB（赤茶・緑・黒・グレー） 

 

￥296,000～ ＊脚の長さで変動 

 

＊サイズ許容範囲：0.8％ 

＊全てアンカー込み ＊消費税別途 
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＜イモムシ＞                      ラバー製 安全範囲不要！ 

 

 

 

 

 

 選択カラー 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ：Ｌ＝約 2700 ｗ＝約 980 ￥598,000 ＊消費税別途 

 

＜ダイヤモンド＞ 

500 x 500 x 450mm  

赤茶\99,000 黒・緑・グレー ￥108,000 

EPDM選択カラー ￥182,000 

＊消費税別途 

＜ハーフダイヤモンド＞ 

500 x 500 x 225mm 

赤茶\51,000 黒・緑・グレー ￥56,000 

EPDM選択カラー 97,000 

＊消費税別途 

＜S＆C ブロック＞ 

・S 字 

赤茶￥48,000 緑・グレー・黒￥56,000 

・C 字 

赤茶￥42,000 緑・グレー・黒\48,000 

・特注カラー（EPDM） 

S 字 ￥132,000 

C 字 ￥125,000 ＊税別                  

＊納期 3ケ月 

＊パーツサイズ：幅 350mm 厚み 150mm 

＊消費税別途 

 

★設置には下地ラバーマットが必要です。  

＊T=30 赤茶 ￥11,400/㎡～ 
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＜ムービング遊具用安全マット＞ 

1300 x900 x 50mm 穴径 250φ 赤茶のみ 

￥43,000 

＊消費税別途 

 

 

 

 

 

 

 

《ユーロフレックス資料》 

【製造元】 

ドイツ：クライブルグ社(Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH) 

【ＨＩＣ1000 とは】                                                                                 

高い所から誤って転落し、地面などに頭がぶつかる時の生命の危険性を推測するためのモノサシ 

のようなものであり、現在、欧州基準(BS EN1177:1998)と米国基準(ASTM F 1292:1999)のみが行う、 

遊具から子どもが転落した場合を想定した脳障害の試験方法です。 

ＨＩＣ(ヘッド・インジュリー・クリテリア)は、頭部のリバウンド衝撃を数値で表し、 ＨＩＣ１０００以上に 

なると脳の障害を起こす可能性があることが証明されています。遊具事故で最も多い転落事故に 

対して、脳に障害を与えないギリギリの基準値が“ＨＩＣ１０００”ということです。                  

                                                                                                       6 

 

 

 

 

 

 

 

セーフティーマットのみ在庫していますが、流動的です。お問い合わせ下さい。 

在庫がない場合は、基本的に注文後約２．５～3 ヶ月の納期がかかります。 

■ 製品の品質向上のため予告無く仕様を変更することがあります。 

■ 急激な為替相場の変動があった場合、年度内でも価格を改定することがあります。 

 

【日本輸入代理店】 

株式会社キートス 

〒279-0023千葉県浦安市高洲 3-7-10 

TEL：047-354-0731 FAX：047-354-0733 

E-mail：info@kiitos1976.com 

【日本総販売元】 

株式会社テイクシー 

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 4-37-11 １F LeftSide 

TEL：03-6411-2872 FAX：03-4586-9844 

E-mail：playland@take-c2009.com 


