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ゴム・クッション本舗は、ゴム素材のクッション材専門店です。

「傷つけない・ケガをさせない、安全な環境作り」のため、手軽に使えるゴムにこだわっています。

やわらかくて軽いから、誰でも手軽に使える。

発色がいいので、場所の雰囲気に合わせてキレイに使える。

曲がった場所にも取り付けられて、ゴムだからぶつかっても痛くない、傷もつかない。

けれど、衝撃吸収効果は本格的。

ゴムを使って、安心して過ごせる安全な環境作りのお手伝いをさせていただければと、

心より願っております。

このカタログは、社内で商品をご検討いただく際、サイズや価格をご確認いただけるよう
売れ筋商品のみを掲載した簡易的なものです。
カタログに掲載のない商品につきましては、サイトをご覧くださいませ。

2014 年 4 月 1日改訂版



安心クッション
やわらかくて弾力性のある安心クッション。
傷・ケガ防止に、あらゆるシーンでお手軽にご利用いただけます。

「子供たちがケガをしなくなったので、私たちも子供たちも毎日楽しく過ごせるようになりました」

「お客様の目につきやすい場所だから、すぐに汚れるものは付けたくなかったんです」

「きっかけは、台車が壁を傷つけるのを防ぎたかった。
でもそのおかげで、従業員や業者さんがケガをしないようになりました」

お店のキッズコーナー、幼稚園でお店のキッズコーナー、幼稚園で

マンションの共用部、施設の内装にマンションの共用部、施設の内装に

お店のバックヤードでお店のバックヤードで



クッション材専門店　ゴム・クッション本舗　http://www.cushiony.jp

安心クッションＬ字型／長さ 90cm　（両面テープ付）

■Ｌ字型／小（１本）  　　価格：1,015 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：ec2000001

商品番号：ec2000004

商品番号：ec2000005

商品番号：ec2000003

商品番号：ec2000007

商品番号：ec2000006

商品番号：ec2000002

商品番号：ec2000008

■Ｌ字型／大（１本）  　　価格：1,318 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：ec2000012

商品番号：ec2000015

商品番号：ec2000016 

商品番号：ec2000014

商品番号：ec2000019

商品番号：ec2000017

商品番号：ec2000013

商品番号：ec2000018

■Ｌ字型／細（１本）  　　価格：864 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：ec2000025 

商品番号：ec2000026

商品番号：ec2000023

商品番号：ec2000021

商品番号：ec2000027

商品番号：ec2000024

商品番号：ec2000022

商品番号：ec2000028

■Ｌ字型／極細（１本）   　価格：734 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：ec2000035

商品番号：ec2000036 

商品番号：ec2000033 

商品番号：ec2000031

商品番号：ec2000037

商品番号：ec2000034

商品番号：ec2000032 

商品番号：ec2000038
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安心クッションコーナー型　（両面テープ無し）

■コーナー型／小（１個）  　　価格：216 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：3723000

商品番号：3723100

商品番号：3722800

商品番号：3722600

商品番号：3723200

商品番号：3722900

商品番号：3722700

商品番号：3892300

■コーナー型／大（１個）  　　価格：302 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：3723700

商品番号：3723800

商品番号：3723500

商品番号：3723300

商品番号：3723900

商品番号：3723600

商品番号：3723400

商品番号：3892200

■コーナー型／細（１個）  　　価格：194 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：5489600

商品番号：5489700

商品番号：5489400

商品番号：5489200

商品番号：5489800

商品番号：5489500

商品番号：5489300

商品番号：5489900

■コーナー型／極細（１個）   　価格：173 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：6232900

商品番号：6233000

商品番号：6232700

商品番号：6232500

商品番号：6233100

商品番号：6232800

商品番号：6232600

商品番号：6233200
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安心クッションコーナー型　４個セット　（両面テープ付）

■コーナー型／小（４個）  　　価格：864 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：ec2000085 

商品番号：ec2000088

商品番号：ec2000089

商品番号：ec2000087

商品番号：ec2000092 

商品番号：ec2000090

商品番号：ec2000086 

商品番号：ec2000091 

■コーナー型／大（４個）  　　価格：1,210 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：ec2000095

商品番号：ec2000098

商品番号：ec2000099

商品番号：ec2000097 

商品番号：ec2000102

商品番号：ec2000100

商品番号：ec2000096 

商品番号：ec2000101

■コーナー型／細（４ 個）  　　価格：778 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：ec2000107

商品番号：ec2000108

商品番号：ec2000105

商品番号：ec2000103

商品番号：ec2000109

商品番号：ec2000106

商品番号：ec2000104 

商品番号：ec2000110

■コーナー型／極細（４個）   　価格：691 円
イエロー

アイボリー

ブラック

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド

グリーン

商品番号：ec2000118 

商品番号：ec2000119

商品番号：ec2000116

商品番号：ec2000122

商品番号：ec2000120

商品番号：ec2000117

商品番号：ec2000115

商品番号：ec2000121
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安心クッション半月型

安心クッションかまぼこ型

■半月型（１本）  　　　　価格：821 円
イエロー

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド 商品番号：3722000

商品番号：3721800

商品番号：3721600

商品番号：3721700

商品番号：3721900

■かまぼこ型（１本）  　　価格：1,102 円
イエロー

ブラウン

ライトグレー

ブルー

レッド 商品番号：3722500

商品番号：3722300

商品番号：3722100

商品番号：3722200

商品番号：3722400
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安心クッション半月型

安心クッションかまぼこ型

安心クッション平型

安心クッション丸型

■平型（１本）  　　　　価格：1,102 円
イエロー

ライトグレー

商品番号：3947000

商品番号：3947100

■丸型（１本）  　　　　価格：2,203 円
イエロー

ライトグレー

商品番号：3946800

商品番号：3946900
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安心クッション半月型

安心クッションかまぼこ型安心クッション丸型

安心クッション波型

安心クッションはさみ込み型

■はさみ込み型（１本）　価格：778 円
イエロー

ライトグレー

商品番号：3947200

商品番号：3947300

■波型（１枚） 　　 　　価格：2,657 円
イエロー

ライトグレー

ベージュ

ブラウン

ピンク

ブルー

グリーン 商品番号：4878400

商品番号：4878300

商品番号：4878500

商品番号：4878000

商品番号：4878100

商品番号：4878200

商品番号：4877900
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安心クッション半月型

安心クッションかまぼこ型安心クッション丸型

安心クッション波型

安心クッションはさみ込み型

安心クッション屋外用Ｌ字型

■屋外用Ｌ字型（１本）　価格：3,024 円
イエロー

ライトグレー

アイボリー

ブラウン

ブラック

レッド

商品番号：5233900

商品番号：4929800

商品番号：5234000

商品番号：5234100

商品番号：4929600

商品番号：4929500

■屋外用Ｌ字型（１本）　価格：6,026 円
反射材付き 商品番号：4930000
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安心クッション半月型安心クッション波型安心クッション屋外用Ｌ字型会社案内

DIY（DO IT YOURSELF）という言葉が欧米から日本に輸入されたのは、昭和 40 年頃のこと。
第二次世界大戦後のロンドンから生まれたこの概念は、DIY ブームとして多くのDIY ファンを生み出しました。

大正 11 年の創業から家庭日用品問屋として営業してきた弊社は、このDIY ブームの流れをいち早く読み取り、
商品のみならず「自ら作る喜び」を多くの人に実感してもらえるよう、DIY の普及活動にも積極的に
取り組んで参りました。
DIY の普及とともに人々の求めるものも変化し、現在では、より簡単に、より高品質に住環境を改善できる
商品の開発が望まれています。

弊社では、「快適で安全な住環境の創造」を経営理念とし、生活者の皆様の立場に立った商品提案を
行って参ります。

■ 和気産業が運営するネットショップ ■
DIY 専門通販ショップ「e-classy!」　　http://www.e-classy.jp/
ゴム素材のクッション材専門店「ゴム・クッション本舗」　　http://www.cushiony.jp/
業務用イス足カバー専門店「イスが静かに .com」　　http://www.isu-shizuka.com/
店舗用陳列棚専門ショップ「クラッシクラッソ」　　http://www.classy-classo.jp/
ツマミ・取っ手専門ショップ「たっぷりツマミ・取っ手屋さん」　　http://knob-handle.jp/

会社概要
 名称 和気産業株式会社　Wakisangyo Co.,Ltd

 創業 大正11年7月17日

 設立 昭和27年12月26日

 資本金 9,200万円

 売上高 16,743百万円（2010年12月期）

 代表者 代表取締役社長：鈴木宏生

 事業内容 DIY用品の専門商社

 従業員数 計174名（2010年12月現在）

 本　社 大阪府東大阪市南上小阪10-32　TEL.06-6723-5551（代表）

 事業所

東京店：埼玉県さいたま市桜区田島8-19-1　TEL.048-864-1411
大阪店：大阪府東大阪市南上小阪10-32　TEL.06-6723-5551
福岡店：福岡県糟屋郡粕屋町江辻315-1　TEL.092-939-5505
中部営業所：滋賀県蒲生郡日野町第二工業団地3-2　TEL.0748-53-2200
仙台営業所：宮城県仙台市若林区伊在字東通30　TEL.022-288-1451
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安心クッション半月型

安心クッションかまぼこ型安心クッション丸型

安心クッション波型

安心クッションはさみ込み型

安心クッション屋外用Ｌ字型当ショップでは、傷・ケガをさせない、安全な環境作りをお手伝いする商品を
多数ご紹介しています。

商品についてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

大量注文も承っております。
商品代金が 50,000 円（税抜）を超えるご注文は、割引価格でご提供させていただきます。
ご希望の商品と数量を、カスタマーセンターまでご連絡ください。

06-6723-5102 06-7635-5174
営業日 9:30 ～ 17:00 まで受付
FAX・メールは 24 時間受付

お電話 FAX

カラーコーンにもっと仕事をさせましょう！
「コーン標示カバー」

停電時に光を放って逃げ道を知らせる！
「高輝度蓄光テープ」

車が当たっても、車が傷つかない
「車止めやわらかゴムポール」

やわらか素材の大きなままごとハウス
「ぷわぷわハウス」

立ち仕事でも疲れにくいクッションマット
「疲労軽減メガマット」

工場・作業場での注意喚起、目立つトラ柄
「安心クッショントラ柄」

詳しくは、ゴム・クッション本舗のサイトをご覧ください！詳しくは、ゴム・クッション本舗のサイトをご覧ください！ 2014.4.1 改訂


