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デスクマットの最高峰モデル

セントラル　スカイマット　ノンリフレタイプ

品番 品番
下敷付 下敷なし

1515x750㎜ NR-1W ¥14,100 NR-1S ¥12,700
1450x720㎜ NR-2W ¥12,600 NR-2S ¥11,300
1360x625㎜ NR-3W ¥11,200 NR-3S ¥9,900
1050x720㎜ NR-5W ¥9,300 NR-5S ¥8,100
1050x625㎜ NR-6W ¥8,200 NR-6S ¥7,000
910x625㎜ NR-7W ¥7,200 NR-7S ¥6,400
600x450㎜ NR-71W ¥3,600 NR-71S ¥3,400
550x390㎜ NR-72W ¥3,300 NR-72S ¥3,000
450x300㎜ NR-73W ¥2,150 NR-73S ¥1,900
1595x795㎜ NR-168W ¥15,200 NR-168S ¥13,400
1595x695㎜ NR-167W ¥14,100 NR-167S ¥13,000
1395x795㎜ NR-148W ¥14,100 NR-148S ¥12,300

素材　：　低反射透明塩化ビニール（１．８㎜厚） 1395x695㎜ NR-147W ¥12,500 NR-147S ¥11,200
　　　　　 下敷き　発泡ポリエチレンシート 1195x795㎜ NR-128W ¥12,300 NR-128S ¥10,800

1195x695㎜ NR-127W ¥10,800 NR-127S ¥9,800
下敷カラー　：　ジュエルグリーン(JG) 1195x595㎜ NR-126W ¥9,900 NR-126S ¥8,600
　　　　  　　　　　グレー(NG)※不織布 1095x695㎜ NR-117W ¥10,400 NR-117S ¥9,200

995x695㎜ NR-107W ¥9,300 NR-107S ¥8,100
995x595㎜ NR-106W ¥8,100 NR-106S ¥7,000

デスクマットの定番。非転写透明シリーズ

セントラル　スカイマット　クリアタイプ

品番 品番
下敷付 下敷なし

1515x750㎜ C-1W ¥12,000 C-1S ¥10,400
1450x720㎜ C-2W ¥11,300 C-2S ¥10,000
1360x625㎜ C-3W ¥9,900 C-3S ¥8,700
1050x720㎜ C-5W ¥8,100 C-5S ¥6,800
1050x625㎜ C-6W ¥7,100 C-6S ¥6,100
910x625㎜ C-7W ¥5,900 C-7S ¥5,400
600x450㎜ C-71W ¥3,200 C-71S ¥2,800
550x390㎜ C-72W ¥2,600 C-72S ¥2,500
450x300㎜ C-73W ¥2,000 C-73S ¥1,700
1595x795㎜ C-168W ¥13,400 C-168S ¥11,800
1595x695㎜ C-167W ¥11,800 C-167S ¥10,700
1395x795㎜ C-148W ¥12,200 C-148S ¥10,500

素材　：　塩化ビニール（１．８㎜厚） 1395x695㎜ C-147W ¥10,500 C-147S ¥9,700
　　　　　  下敷き　発泡ポリエチレンシート 1195x795㎜ C-128W ¥10,600 C-128S ¥9,400

1195x695㎜ C-127W ¥8,900 C-127S ¥8,000
下敷カラー　：　グリーン 1195x595㎜ C-126W ¥8,400 C-126S ¥7,000

1095x695㎜ C-117W ¥8,700 C-117S ¥7,200
995x695㎜ C-107W ¥8,100 C-107S ¥6,700

995x595㎜ C-106W ¥6,900 C-106S ¥5,900
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デスクマットといえば、ミワックス。

コピーインク転写防止加工を施した1.8ミリ厚純透明軟質塩
化ビニールのデスクマットとダブルタイプは下敷に発泡ポリ
エチレンを使用したデスクマット。　透明度の一番良い、デス
クマットの代名詞。

サイズ　　 価格(+税) 価格(+税)

サイズ　　 価格(+税) 価格(+税)

コピーインクが転写しにくく、表面に抗菌加工と超微細
加工を施し、光の反射をやわらげ、目に優しく、なおか
つ透明度が大変高くデスクマットの最高峰を誇ります。
下敷きには2色用意しています。



再生ノンコピー

セントラル　スカイマット　再生クリアタイプ セントラル　スカイマット　再生ニューエコタイプ

品番 品番 品番 品番
下敷付 下敷なし 下敷付 下敷なし

1450x720㎜ RC-2W ¥11,900 RC-2S ¥10,500 1450x720㎜ RNE-2W ¥12,400 RNE-2S ¥11,000
1050x720㎜ RC-5W ¥8,400 RC-5S ¥7,100 1050x720㎜ RNE-5W ¥8,600 RNE-5S ¥7,300
1050x625㎜ RC-6W ¥7,400 RC-6S ¥6,400 1050x625㎜ RNE-6W ¥7,600 RNE-6S ¥6,500
910x625㎜ RC-7W ¥6,200 RC-7S ¥5,600 910x625㎜ RNE-7W ¥6,200 RNE-7S ¥5,700
600x450㎜ RC-71W ¥3,400 RC-71S ¥3,000 600x450㎜ RNE-71W ¥3,500 RNE-71S ¥3,200
1395x695㎜ RC-147W ¥11,000 RC-147S ¥10,000 1395x695㎜ RNE-147W ¥11,100 RNE-147S ¥10,100
1195x695㎜ RC-127W ¥9,300 RC-127S ¥8,300 1195x695㎜ RNE-127W ¥9,500 RNE-127S ¥8,300
995x695㎜ RC-107W ¥8,400 RC-107S ¥7,100 995x695㎜ RNE-107W ¥8,400 RNE-107S ¥7,200

素材　：　再生塩化ビニール（１．８㎜厚） 素材　：　再生オレフィン系樹脂（１．５㎜厚）
　　　　　 下敷き　グリーン不織布　 　　　　　 下敷き　グレー不織布

アクリル

セントラル　サニーマット　（硬質アクリル製）

サイズ 品番 価格(+税)
1445x715㎜ NO.2 ¥11,600
1045x715㎜ NO.5 ¥7,600
1045x620㎜ NO.6 ¥7,000
905x620㎜ NO.7 ¥5,800
600x450㎜ M ¥3,300
1395x695㎜ NO.147 ¥11,500
1195x695㎜ NO.127 ¥9,800
995x695㎜ NO.107 ¥7,600

素材　：　アクリル樹脂板（１．８㎜厚）
　　　　　 下敷き　グリーン　発泡ポリエチレンシート　
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リサイクルした1.8ミリ厚再生透明軟質塩化ビニールにコピーイ
ンク転写防止加工を施したシートと下敷に再生PET使用の不織
布を使用した環境に配慮したデスクマット。グリーン購入法適
合品。

再生オレフィン系樹脂を使用したデスクマット、下敷きには再生
PET使用の不織布を用いた環境配慮のデスクマット。両面コピー
インク転写防止加工を施しております。グリーン購入法適合品。

ガラス以上の透明度を誇り、またガラスの10倍以上柔軟性の
ある硬質アクリル製デスクマット。コピーインクの転写も防ぎま
す。

サイズ　　 価格(+税) 価格(+税) サイズ　　 価格(+税) 価格(+税)

★上記以外のサイズもございます。お問合せ願います。★ ★上記以外のサイズもございます。お問合せ願います。★

★上記以外のサイズもございます。お問合せ願います。★

↓↓YOUTUBEにて解説動画配信中↓↓

各種材質でご希望のサイズのデスクマットがご用意できます。
曲線のあるデスクにはデジカメ画像から簡単に形の合ったマット
を作成するミワックス特許取得システム『写でき～る』をご利用く
ださい。詳しくは弊社HP内　ミワックス・オーダーメイド・カッティン
グシステム『写でき～る』をご覧ください。

グリーン購入法適合商品 グリーン購入法適合商品

グッドアイデア!!



※本体は透明になります。

　（グレー部分）

商品名 学童机用デスクマット 商品名　　プリント学習デスクマット
サイズ　　 品番 価格(+税) デザイン 品番 価格(+税)
640X440X1.0mm GDM-650 ¥1,000 昆虫 TM-6545 IT ¥1,800

ラブリー TM-6545 LY ¥1,800
プリンセス TM-6545 PR ¥1,800

材質　：　軟質塩化ビニール 材質　：　軟質塩化ビニール
サイズ　：　650Ｘ450Ｘ1.0㎜

衝撃の1枚3役！！ 永年の課題「下敷きのズレ」 ついに解消！！

グッドアイデア

マウスパッド付属

カッティングマット部分

商品名 マルチマット 商品名　 フィッティングマット
サイズ 品番 価格（+税） サイズ 　 品番 価格(+税)
600Ｘ450㎜　 MMR-645 ¥4,200 450X300X3.6㎜ FM-345-BG ¥3,500

600X300X3.6㎜ FM-360-BG ¥4,350

材質：上部　軟質塩ビ　　下敷き　発泡ポリエチレン 材質：上部　軟質塩ビ　　下敷き　発泡ポリエチレン
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書く、切る、マウスを動かす！コレ一枚で！！デスク
マット、カッティングマット、マウスマットの性能が一枚
でこと足りる画期的なマットになります。とんでもない
効率アップ(当社比）が期待できること請け合いですｙ

下敷き付デスクマットの永年の課題でございました
「マットと下敷きが使っている間にズレるイライラ」を
見事解決したマットになります。特殊工法により下敷
きサイズにくり抜き、はめ込んだ下敷きのはみ出しや
ズレを完全防止。

デスクマット部分
グッドアイデア

落書きやキズから机を守る！教室の机のサイズに
ぴったりのデスクマット。透明なので外観を損ないま
せん。また、軟質ビニールなので書き味滑らか。粘
土、絵具が付いても拭き取ればもとの美しい状態に
戻ります。

かわいいイラストがマット本体にシルク印刷された学
習デスクマットです。男の子向けには昆虫を、女の子
向けにはハートなどかわいいイラストを採用。2015年
は新商品として大人気「プリンセス」柄が登場。本体
は透明で、文字が書きやすいちょうどよい柔らかさで
す。

マット本体

下敷き



インサートマット デラックスマット

サイズ　　 品番 価格（+税） サイズ 品番 価格（+税）
900x600㎜ NO.1000 ¥3,800 900x600㎜ D-10 ¥4,200
600x450㎜ NO.700 ¥1,800 600x450㎜ D-1 ¥2,000
550x390㎜ NO.800 ¥1,600 550x390㎜ D-2 ¥1,800
450x300㎜ NO.900 ¥1,250 450ｘ300㎜ D-3 ¥1,200

390ｘ275㎜ D-4 ¥1,000
275ｘ195㎜ D-5 ¥750

材質　：　上,透明塩化ビニール 0.8㎜厚　下,緑黒塩化ビニール 1.5㎜厚 材質　：　緑黒軟質塩化ビニール　2.5㎜厚

　　　　   中紙　カレンダー付予定表

        

カレンダーマット カレンダーマウスパッド

サイズ 品番 価格（+税） サイズ 　 品番 価格（＋税）
600ｘ450x0.6㎜ CG ¥900 223x190x1.2㎜ OM-B5-B ¥1,000
600ｘ450x0.6㎜ CB ¥900 223x190x1.2㎜ OM-B5-T ¥1,000
600ｘ450x0.6+0.45㎜ CG-W ¥1,350
600ｘ450x0.6+0.45㎜ CB-W ¥1,350

材質　：　再生塩化ビニール　ギフト用1本箱入　 材質　： オレフィン半透明樹脂製

　　　　 　※Wタイプは透明シートを上辺部で溶着しています。 カラー　：　ブルー(B)　　半透明(T)

カラー　：　グリーン(G)　ブルー(B)
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上面に透明軟質塩化ビニール、下面に緑色の再生ビ
ニールを使用し、上辺のみ接着加工を施しておりま
す。予定が書き込める中紙付きで事務の効率化が図
れます。

緑と黒の軟質塩化ビニールを張り合わせた非常に耐
久性のある厚いデスクマット。窓口、カウンターなどに
最適です。

１年間のカレンダーを印刷してあるビニール製デスク
マット。ギフトケース入りで社名入りの贈答用マットとし
てアピール効果とコストパフォーマンスが大きい商品。
名入賜ります。（※年間カレンダーの他、年齢早見表など便利な資料
が印刷されております。）

年間カレンダー入りオレフィン系樹脂を使用したマウス
パッド。社名を入れて新年の粗品に最適。名入賜りま
す。

グリーン購入法適合商品 グリーン購入法適合商品



商品名　ラック用マット（硬質＆軟質） 商品名　チェアマット
【2㎜厚蛍光色アクリル樹脂板】 サイズ 品番 価格(+税)
サイズ　　 品番 価格(+税) 905X1290X1.2㎜ RCM-139 ¥4,000
890X435X2㎜ MRK-945 ¥5,200
1190X435X2㎜ MRK-1245 ¥9,300

素材　：　再生軟質塩ビ
カラー ： バイオレット（V）  ピンク（P）  オレンジ（OR）  グリーン(G) 

【2㎜厚透明軟質塩化ビニール】
サイズ　　 品番 価格(+税)
890X435X2㎜ MRN-945-T ¥3,000
1190X435X2㎜ MRN-1254-T ¥4,500

商品名　１㎜厚　ダイニングマット 商品名　3㎜厚　ダイニングマット
サイズ 品番 価格(+税) サイズ 　 品番 価格(+税)
800X800㎜ 1T-8080 OPEN 800X800㎜ 3T-8080 OPEN
1200X750㎜ 1T-1275 OPEN 1200X750㎜ 3T-1275 OPEN
1200X900㎜ 1T-1290 OPEN 1200X900㎜ 3T-1290 OPEN
1350X800㎜ 1T-1358 OPEN 1350X800㎜ 3T-1358 OPEN
1350X900㎜ 1T-1359 OPEN 1350X900㎜ 3T-1359 OPEN
1500X900㎜ 1T-1590 OPEN 1500X900㎜ 3T-1590 OPEN
1650X900㎜ 1T-1659 OPEN 1650X900㎜ 3T-1659 OPEN
1800X900㎜ 1T-1890 OPEN 1800X900㎜ 3T-1890 OPEN
1800X1000㎜ 1T-1810 OPEN 1800X1000㎜ 3T-1810 OPEN
2000X1000㎜ 1T-2010 OPEN 2000X1000㎜ 3T-2010 OPEN

素材　：　軟質塩化ビニール 素材　：　軟質塩化ビニール
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椅子のキャスターによるキズや汚れから床を守るフ
ローリング向けチェアマット。再生PVC製で環境に優
しい素材を採用。表面にはエンボス（凸凹）加工。裏
面は特殊コーティングを施すことにより床面に悪影響
を与えません。

家庭での食卓テーブルの保護に最適です。醤油や
ソースの汚れも一拭きでとれます。厚みは1ミリに設
定しております。

家庭での食卓テーブルの保護に最適です。醤油や
ソースの汚れも一拭きでとれます。厚みは3ミリに設
定しております。

ワイヤーラックは、小さい物や薄い物は落ちる場合が
あります。ラックマットを用いると、置物が安定します。
アクリル板タイプは蛍光色採用で、棚の小口が明るく
ひかり、ラックが引き立ちます。



セントラル　カッティングマット セントラル　大～きなカッティングマット

サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ 品番 価格(+税)
355x156x3㎜ C-ES-G ¥1,250 1800x900x3㎜ XL-3 ¥28,000
300x220x3㎜ C-A4-G ¥1,400 1200X900X3㎜ XL-2 ¥22,000
300x450x3㎜ C-S-G ¥2,600
600x450x3㎜ C-M-G ¥5,000
900x600x3㎜ C-L-G ¥9,000

材質　：　硬質塩化ビニール　軟質塩化ビニール　※3層構造 材質　：　硬質塩化ビニール　軟質塩化ビニール　※3層構造
方眼　：　２㎝ 方眼　：　５㎝

★ご希望のサイズにカットすることも可能です。

ジグソーカッティングマット

ジグソーカッティングマット

サイズ 品番 価格(+税)
312x160x2㎜ JCM-312 ¥850
312x160x2㎜/3枚組 JCIM-312/3P ¥2,400
160x84x2㎜/２枚組 JCM-160ST ¥980

材質　：　硬質塩化ビニール　軟質塩化ビニール　※3層構造
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カッティングマットのオリジネーターといえばミワックス。

表裏両面が使用できるマットとして世界で初めて発売し
たカッティングマットです（国際特許取得）。表面には石
目のマトリックス模様と2ｃｍ方眼入りで切り目がほとん
ど見えません。グリーン購入法適合品。

表裏両面が使用できる非常に大きなプロが使用する
業務用カッティングマットです。表面には石目のマト
リックス模様と５ｃｍ方眼入りで切り目がほとんど見え
ません。作業台の保護用マットに最適です。グリーン
購入法適合品。

カッティングマットをジグソーパズルのように接続して、
最小のセットで最大の効果を発揮するアイデアカッティ
ングマットです。収納も楽々。縦に3枚つなげば、90㎝
の直線カットが可能です。3枚1組のセットも用意してい
ます。JCM-160STはカッターナイフと15㎝定規が付属
します。

カッティングマットの３層構造とは？

表面素材の軟質塩化ビニール2層で、芯材である硬
質塩化ビニールを挟んで貼り合わせることにより、反
りが起こらない構造になっています。また、平滑性が
向上し、両面を使用することも同時に可能になりまし
た。今では常識となっているカッティングマットの3層
構造ですが、他社に先駆けて1980年に当社が研究
開発、商品化に成功。国際特許を取得しました。

軟質塩ビ

軟質塩ビ

硬質塩ビ

グリーン購入法適合商品
グリーン購入法適合商品

1800㎜!!!

グッドアイデア!!

900㎜



カッティングマット＆カードケース カッティングマット＆工作マット

サイズ　　 品番 価格（+税） サイズ 品番 価格(+税)
450x300x1.7㎜ KC-S-G ¥1,200 300x210x1.2㎜ KTS-A4-BU ¥550
320x230x1.7㎜ KC-A4-G ¥700 300x210x1.2㎜ KTS-A4-G ¥550

275x182x1.2㎜ KTS-B5-BU ¥440
275x182x1.2㎜ KTS-B5-G ¥440

材質 ：　表面1.2㎜厚 3層構造の塩化ビニール 材質　：　1.2㎜厚3層構造の塩化ビニール

　　　　　 裏面ポケット0.5㎜厚透明塩化ビニール カラー　：　ブルー(BU)　グリーン(G)

カラー：　グリーン(G)　グレー(GL)

局用マット　(捺印マット） フロア―マット

サイズ 品番 価格(+税) サイズ 　 品番 価格（+税）
450x300x6㎜ No.82 ¥2,500 750x460x20㎜ No.1 ¥13,000
300x240x15㎜ No.83 ¥2,600 860x600x20㎜ No.2 ¥18,000
300x240x9㎜ No.84 ¥2,000 900x750x20㎜ 975 ¥25,000

1200x900x20㎜ 912 ¥38,000
1500x900x20㎜ 915 ¥46,000

材質　：　天然ゴム　 1800x900x20㎜ 918 ¥55,000
カラー　：　弁柄色

材質　：　中敷　住友3M社製Nomad@使用

　　　　　  受皿　天然ゴム

カラー　：　各サイズ　　レッド（R）　グレー(GL)

　　　　　　　※ブルーは廃番です。

表面がカッティングマットで裏面がクリアポケットに
なっているアイデアマット。資料や部品などを収納で
きるので整理整頓や紛失防止になります。

粘土細工や刃物を使う工作から机を守るシートです。
カッティングマットとしても使用可能です。

くつの砂汚れを落とす効果が大きい住友３Ｍ社製（Ｎ
ｏｍａｄ＠）マットを中敷に使用し、ゴム製受け皿により
床を保護します。中敷だけ取り出せるので、掃除がか
んたんです。

捺印回数の多い郵便局等の窓口で使用されている
極厚プロ仕様の捺印マット。非常に丈夫な赤色の天
然ゴム製です。
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裏面クリアポケット付!!

グッドアイデア!!



カッティングマット　薄型 スケルトンカッティングマット

サイズ　　 品番 価格(+税） サイズ 品番 価格(+税)
600X450X1.2㎜ CM-A2-BU ¥2,200 300Ｘ220Ｘ2㎜ STN-A4-BU ¥850
600X450X1.2㎜ CM-A2-G ¥2,200 300Ｘ220Ｘ2㎜ STN-A4-G ¥850
600X450X1.2㎜ CM-A2-P ¥2,200 300Ｘ220Ｘ2㎜ STN-A4-P ¥850
450X300X1.2㎜ CM-A3-BU ¥1,000
450X300X1.2㎜ CM-A3-G ¥1,000
450X300X1.2㎜ CM-A3-P ¥1,000

素材　  ： 塩化ビニール 素材　  ： オレフィン系樹脂
カラー　： ブルー(BU)　グリーン(G)  ピンク(P) カラー　： ブルー(BU)　グリーン(G)  ピンク(P) 

1．2㎜厚の超薄型軽量でありながら、刃先をしっかり 色鮮やかなスケルトンカラーの3色展開。
受け止め、切り跡が目立ちにくい3層構造。 オレフィン系樹脂を使用し、非常に環境に優しい仕様。
5㎜方眼罫のほか、紙サイズ、R曲線。メジャー 5㎜方眼罫入りで、簡単なカットならメジャーなしでもOK!
分度器の補助線入り。
再生率50％　グリーン購入法適合商品になります。

カットマット

サイズ 　 品番 価格(+税) サイズ 　 品番 価格(+税)
450Ｘ300Ｘ3.6㎜ ＦＭＣ－345(  ) ¥4,500 270X178x2.0㎜ ¥700

素材：　デスクマット部分　軟質塩化ビニール 素材：　オレフィン系樹脂
　　　　　カッティングマット部分　オレフィン系樹脂
カラー　：ブルー(BU)　グリーン(G)　ピンク(P) カラー：　ブルー　　グリーン　　ピンク

デスクマットとカッティングマットの融合。 史上初？
特殊製法による溝加工をデスクマット施すことにより、 カッティングマットが色々な形になりました。
凹部にカッティングマットをはめ込めます。 カッティング作業がより楽しく！
デスクマットの特性とカッティングマットの特性を高次元 5㎝ピッチのメモリ入り。
でフュージョン。
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STN-B1-FS（フィッシュ）

STN-G1-TR（タートル）

STN-P1-ST（ストロベリー）



クリアケース　マチなしタイプ クリアケース　マチ付タイプ

サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ 品番 価格(+税)
A3 OCC-A3S-BU ¥520 A4 OCC-A4SM-BU ¥440
A4 OCC-A4S-BU ¥320 A5 OCC-A5SM-BU ¥350
A5 OCC-A5S-BU ¥230 A6 OCC-A6SM-BU ¥280
A6 OCC-A6S-BU ¥180 B4 OCC-B4SM-BU ¥530
A8 OCC-A8S-BU ¥140 B5 OCC-B5SM-BU ¥400
B4 OCC-B4S-BU ¥420 B6 OCC-B6SM-BU ¥300
B5 OCC-B5S-BU ¥290 通帳 OCC-BBSM-BU ¥290
B6 OCC-B6S-BU ¥210 ※マチ幅　30㎜
B8 OCC-B8S-BU ¥150
通帳ヨコ OCC-BBS-BU ¥200

材質　：　オレフィン系樹脂 材質　：　オレフィン系樹脂

クリアケース　ツインタイプ カードゲームホルダー　もってるん

サイズ 品番 価格(+税) サイズ 　 品番 価格(+税)
A4 OCC-A4S-2T ¥860 W72xD30xH105mm CGH-B ¥400
A5 OCC-A5S-2T ¥680 (W70xD28xH94mm) CGH-GＬ ¥400
A6 OCC-A6S-2T ¥440 CGH-T ¥400
B5 OCC-B5S-2T ¥700
B6 OCC-B6S-2T ¥460 材質　：　本体　塩化ビニール　　仕切板　PP　　

B8 OCC-B8S-2T ¥400 　　　　　 ストラップ　再生ポリエステル

通帳 OCC-BBS-2T ¥420 カラー　：　ブルー（Ｂ）　グレー（ＧＬ）　透明（Ｔ）

耐荷重　：　1㎏

材質　：　オレフィン系樹脂
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環境に優しいオレフィン系樹脂を使用。文字の転写が
ほとんどしないコピーセーフタイプ。紐やキーホル
ダーなどで吊り下げできる穴付。

環境に優しいオレフィン系樹脂を使用。文字の転写がほと
んどしないコピーセーフタイプ。紐やキーホルダーなどで
吊り下げできる穴付。マチ付（30㎜）でたっぷり収納タイプ
です。

クリアケースが二つ連結したアイデア商品。スナップ
ボタンが表裏付属しているので、どちらの面でも折り
返して使用できます。また、ケースの色が表：透明、
裏：半透明で使用用途によってセレクトできます。環
境に優しいオレフィン素材を使用し、コピーセーフタイ
プです。

カードの収納はメーカーから発売されているファイル式のも
のが一般的で、出し入れには手間がかかり、対戦時には
実用的ではありません。そこで考えられたのが持ち運びに
便利なストラップ付きカードケース。苦戦に勝ち抜いて得た
大切なカード、子供達にとっては何よりの「宝」を大切に保
管し、コンパクトで持ち運びも便利な画期的なアイテム。し
かも安全対策の為にストラップは強く引っ張ることで外れる
ように工夫されている他、素材もソフトな塩ビ製で怪我など
の心配もありません。子供達の安全性と機能性を徹底して
考えられたアイテムです。

透明

透明

半透明

ツインタイプ

マチ付

グッドアイデア!!



セントラル　ニューマグネポスト ホースマン　マグネットカードケース

サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ 品番 価格(+税)
120x170x28㎜ PM-10 ¥690 435x305 (429x300)㎜ HMC-A3 ¥2,000
160x210x32㎜ PM-20 (廃番） ¥1,050 380x266 (374ｘ263）㎜ HMC-B4 ¥1,600
240x300x36㎜ PM-30 ¥1,850 312x219 （306x216)㎜ HMC-A4 ¥1,080

270x190 (264x187)㎜ HMC-B5 ¥900
225x157 (219x154)㎜ HMC-A5 ¥750
196x137 (190x134)㎜ HMC-B6 ¥600

材質　：　0.9㎜厚　マグネットシート　 103x70   (97x67)㎜ HMC-MS ¥240
　　　　　 0.4㎜厚　透明塩化ビニール　ポケット ※カッコ内は内寸表示

カラー　：　各サイズ　　ホワイト(W)  ブラック(BK)   グレー(GL)

            
材質　：　塩化ビニール　マグネット

両面下敷き　透明　B5判 P-ポケット

サイズ 品番 価格(+税） サイズ 　 品番 価格(+税)
250x180x1㎜ RDP-B5-T ¥375 90x110x42㎜ PK-MN ¥230

115x170x32㎜ PK-LT ¥270
195x275x42㎜ PK-B5 ¥540
225x325x48㎜ PK-A4 ¥680

材質　：　1.0㎜厚　塩化ビニール

材質　：　0.7㎜厚　PP樹脂

表裏で硬さが違う両面下敷きです。筆記具の種類や
筆圧によって表裏を使い分けられる仕様となっており
ます。

丈夫なポリプロピレン樹脂製で非常に軽く、組み立て
式なので、両面テープやフックをしようすることにより
気軽に色々な用途に使えます。

裏面が全面マグネットになっている、ソフトカードケー
ス。キャビネットやホワイトボード、ロッカーなどのス
チール面にしっかりと貼りつきます。

軟質塩ビのマグネットシートにポケットがついて、事務
所のロッカー､お台所の冷蔵庫に最適です。大阪デ
ザインセンター選定商品。お店や商品のPRギフトとし
ても最適です。
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サイズ 品番 価格(+税)
900Ｘ615㎜ SMC-A1 ¥6,800
620Ｘ455㎜ SMC-A2 ¥4,800

素材：　ベース部　マグネット製　ポケット部　塩化ビニール

カラー：ホワイト

裏面が全面マグネットで、片側スライダー付の図面入れ。
スチール面などにペタッと張りつけて掲示用に。

A1用、A2用の2サイズをご用意。

サイズ 　 品番 価格（＋税）
120Ｘ28Ｘ170㎜ MPF-101-OR ¥700

MPF-101-Y ¥700
MPF-101-P ¥700

素材：　ベース部　マグネット製　　ポケット部　塩化ビニール

カラー：　オレンジ(OR)　イエロー(Y)　ピンク(P)

鮮やかな蛍光色のマグネット式ポケット。
より強く光るポケット部分の波型のエンボスがアクセント。
官製はがき約50枚収納の全面ポケット部分のほかに
ベース部分にもポケットがついています。
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スライダーマグネットケース

蛍光マグネポスト



ミワックス　キャリーバック　A4サイズ　マチ付＆マチなし ミワックス　キャリーバック　B4サイズ　マチ付＆マチなし

サイズ　　  品番 価格(+税) サイズ  品番 価格(+税)
370x260x80㎜  ﾏﾁ付  CB-440-( ) ¥3,000 440x340x80㎜ 　ﾏﾁ付  CB-550-( ) ¥3,600
370x260㎜　　   ﾏﾁなし  CB-400-( ) ¥1,650 440x340㎜　　　　ﾏﾁなし  CB-500-( ) ¥1,950
※マチなしタイプの取っ手は短辺になります。 ※マチなしタイプの取っ手は短辺になります。

3ダイヤル錠前 ＰＺ-200　亜鉛合金 ¥760 3ダイヤル錠前 ＰＺ-200　亜鉛合金 ¥760

材質 　  ：　ナイロン 材質 　  ：　ナイロン

カラー　 ：　青（BU)　赤(R) 　黄(Y)　緑(G)　黒(BK) カラー　 ：　青（BU)　赤(R) 　黄(Y)　緑(G)　黒(BK)

ミワックス　キャリーバック　A2サイズ　マチ付 ミワックス　集金バック

サイズ 品番 価格(+税) サイズ 　 品番 価格(+税)
620x450x120㎜ CB-660-( ) ¥4,700 210ｘ300ｘ10㎜ ＳＢ-21－（　） ¥1,650

3ダイヤル錠前 ＰＺ-200　亜鉛合金 ¥760 3ダイヤル錠前 ＰＺ-200　亜鉛合金 ¥760

材質 　  ：　ナイロン 材質　　：　ナイロン

カラー 　：　青（BU)　黒(BK) カラー　：　青（BU）  黒（ＢＫ）　黄（Ｙ）
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社内通袋、書類・データの移動、マイナンバー管理に。

丈夫なナイロン縫製で、持ちやすい取っ手付。左右どち
ら側からでも開閉できるダブルファスナー仕様で、用途
に応じたマチ付、マチなしをご用意。社内の連絡便や、
書類・データの移動に最適です。使いやすいA4タイプ。

丈夫なナイロン縫製で、持ちやすい取っ手付。左右どち
ら側からでも開閉できるダブルファスナー仕様で、用途
に応じたマチ付、マチなしをご用意。社内の連絡便や、
書類・データの移動に最適です。大き目のB4サイズ。

丈夫なナイロン縫製で、持ちやすい取っ手付。左右どち
ら側からでも開閉できるダブルファスナー仕様で、用途
に応じたマチ付、マチなしをご用意。社内の連絡便や、
書類・データの移動に最適です。大き目のB4サイズ。

集金に便利なコンパクトサイズのバッグです。ダブルファ
スナー使用により開閉がしやすく内容物の出し入れしや
すくなりました。専用錠前（別売　PZ-200）を併せて使用
すればセキュリティがアップします。バッグ内側には小切
手や小物の分別収納に便利なファスナー付ポケットがつ
いています。

【別売り】

3ダイヤル錠（ＰＺ-200）で、

堅牢度アップ！

写真：マチ付タイプ 写真：マチ付タイプ

【別売り】

3ダイヤル錠（ＰＺ-200）で、

堅牢度アップ！

【別売り】

3ダイヤル錠（ＰＺ-200）で、

堅牢度アップ！

【別売り】

3ダイヤル錠（ＰＺ-200）で、

堅牢度アップ！



老眼鏡セットA 老眼鏡セットB

サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ 品番 価格(+税)
セットA RKS-11A ¥11,000 セットB RKS-11B ¥8,800

単品メガネ 単品メガネ
クリア　   　 弱度(+1.5) SGS-A11 ¥2,650 イエロー　 弱度(+1.5) SGS-B11 ¥1,900
スモーク　  中度(+2.5) SGS-A12 ¥2,650 ブルー　　 中度(+2.5) SGS-B12 ¥1,900
レッド 　    　強度(+3.5) SGS-A13 ¥2,650 レッド　   　強度(+3.5) SGS-B13 ¥1,900

　

専用アクリルケース 専用アクリルケース

200x70x90㎜ SGS-10S ¥3,700 200x70x90㎜ SGS-10S ¥3,700

カレンダー付老眼鏡セット 貴名受
サイズ 品番 価格(+税) サイズ　　 品番 価格（+税）
セット RKS-22K ¥12,000 90x100x150㎜ KU-10A ¥4,000

単品
イエロー　 弱度(+1.5) SGS-B11 ¥1,900
ブルー　　 中度(+2.5) SGS-B12 ¥1,900 材質　：　1.8㎜厚　アクリル樹脂製

レッド　   　強度(+3.5) SGS-B13 ¥1,900

目立たず、素顔に近い印象を与えるフチなしタイプの
老眼鏡を採用。超軽量で耐衝撃性に優れる形状記憶
ソフト素材テンプルを使用しており、非常に装着感が良
い。

見やすく大きいレンズを採用した老眼鏡の定番品。記載
台や受付カウンターの必需品。赤、青、黄の派手なカ
ラーは各度数の視認性の良さとともに、盗難防止の意
味合いもございます。

見やすく大きいレンズを採用した老眼鏡の定番品。記
載台や受付カウンターの必需品。また、本体前部に使
い勝手の良いカード差し替えタイプの万年カレンダー
を搭載。

各種展示会の受付で好評のアクリル製貴名受け。取出
しが容易な構造です。
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背面

側面



ミワックス　さすまた ミワックス　誘導灯

サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ　　 品番 価格(+税)
2060x530x30㎜ SSM-200 ¥18,000 35x545㎜ AUT-545 ¥3,000

材質  　：　柄　アルミ合金　　　制圧部　ステンレス 材質　  ：　 PC　ABS製

重量　　：　　1,150g 重量　　：　　140g

駆動　　：　　単2電池2本使用（別売り）

ミワックス　クラックボール ミワックス　ひったくり防止カバー
サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ　　 品番 価格(+税)
60φ　球体 KK-20 ¥4,900 350x440㎜ HBK-1-BU ¥510

入数　       ：　2個 材質　：　ナイロン製

耐用年数　：　3年
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ミワックスの防犯・安全対策グッズ

もしもの時の暴漢対策！さすまた！柄の部分には滑り
止を施し、軽量で女性でも扱いやすい。学校や各種施
設にお薦めです。

非常に軽量で扱いやすいLED仕様の誘導灯。手元のス
イッチで点灯、点滅が選べます。

逃げる犯人や車に。ルミノール反応が決め手。衝撃で
容易に割れ、中のオレンジ色の水性蛍光塗料が散り、
目標物に付着します。塗料は水洗いで落ちますが、特
殊光線を当てると発光し、証拠として残ります。万一第
三者に損害を与えた場合の保険付（耐用年数以内）

引ったくりの犯人は、自転車の前かごの荷物を狙ってい
ます。この引ったくり防止カバーを取り付ければ被害を防
ぐ効果が絶大です。啓蒙活動のツールとして最適です。
各種の名入れ賜ります。

2060㎜

グッドアイデア!!



ミワックス　セーフティベスト ミワックス　反射タスキ

サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ　　 品番 価格(+税)
フリー FAB-301-( ) ¥3,400 長め　片面640～730㎜ FCT-150-( ) ¥1,200

短め　片面490～580㎜ FCT-120-( ) ¥1,000

素材　  ：　ナイロン＆塩ビ タスキ巾　50㎜
カラー　：　イエロー(Y)  オレンジ(OR)

カラー　：　イエロー(Y) 　シルバー(SV)
素材　：　塩化ビニール

ミワックス　腕章　チェンジアームホルダー チェンジアームホルダー用　差し替えシート
サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ　　 品番 価格(+税)
100x410x0.3㎜ CHA-411-( ) ¥380 75x290x0.2㎜ 黒文字 CHK-SK-( ) ¥180

白文字 CHK-SW-( ) ¥180
無地シート CHK-S-MG ¥120

素材  　：　オレフィン系樹脂　ソフトPP製 反射無地シルバー CHK-SV-MG ¥500
カラー　：　白(W)　青(BU)　赤(R)　緑(G)　黄(Y)　　

素材　：　PET
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ミワックスの防犯・安全対策グッズ

防犯効果の高い、明るく光るベスト。夜間のパトロール
等に最適です。さらに視認性を高める“防犯”の文字入
り反射シートを背面に装着（着脱式）。

夜道でピカッ！わずかな光を反射し、強く光る反射タス
キ。今や夜間外出時の必需品。長めタイプと短めタイプを
ご用意。マジックテープ式でサイズ調整可能です。

文字シートを差替でき、何度も繰り返し使用できる環境
に優しい腕章です。夜間のパトロールに最適です。カ
ラーバリエーションも豊富のご用意。取り付けはホック
式と安全ピンの2通りです。別注、名入れも承ります。

【定番印刷シート】黒文字：案内係(AN)　受付(UK)　警備員
(KB)　事務局(JM)　STAFF(ST)　責任者(SN)　誘導員(YD)
監視員(KS)　PTA(PT)　安全責任者(AZ)　アルバイト(AB)
カメラマン(KM)　パトロール中(PR)　指導員(SD)　防犯(BH)
実習生(JS)　駐車場係(TS)　会場スタッフ(KJ)　関係者
(KK)　売場担当(UB)　本部(HB)　　　　　　 　　　　　　　　白
文字：パトロール(PR)　防犯(BH)　案内係(AN)
STAFF(ST)

グッドアイデア!!

オレンジ イエロー

※モデル 175㎝



ミワックス　腕章 チェンジアームホルダー 蛍光タイプ ミワックス　折りたたみ式ウォータータンク
サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ　　 品番 価格(+税)
410x100㎜ CHF-411-( ) ¥400 １80ｘ180ｘ220㎜ WA-5 ¥800

225ｘ225ｘ270㎜ WA-10 ¥1,000
290ｘ290ｘ335㎜ WA-20 ¥1,200

素材　    ：　塩化ビニール 素材　    ：　 LDPE

カラー　：　オレンジ(OR)　イエロー(Y)　ピンク(P)　 内容量　：　5ℓ　　10ℓ　　20ℓ

ミワックス　うがい用紙コップ　携帯用 ミワックス　うがい用紙コップ　設置用
サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ　　 品番 価格(+税)

CPM02 ¥140 M-FC250 ¥1,300

入数　　 ：　　1パック20枚入　 入数　　 ：　　1箱　250枚　

内容量　：　　90ml/1枚 内容量　：　　90ml/1枚

素材　    ：　  バージンパルプ　100％ 素材　    ：　  バージンパルプ　100％
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文字シートを差替でき、何度も繰り返し使用できる環
境に優しい腕章です。視認性抜群の蛍光タイプは、
本体に光が当たると表面で集光され蛍光に変わり、
端面から放出されることで蛍光色に見えます。（※夜
間に反射するわけではございません。）取り付けは
ホック式と安全ピンの2通りです。別注、名入れも承り
ます。別売の差し替えｼｰﾄと組み合わせてご使用下さ
い。

簡単便利、コンパクトに折りたたんで収納できる
ウォータータンク。非常時の飲料タンクとして、アウト
ドアに、折りたためるので持ち運びにも便利です。防
災害の緊急飲料水備品。厚生省告示　「合成樹脂製
の器具又は容器包装の材質別規格」　適合品です。

どこでも、うがいのできる超薄型コップ。安全安心の
使い捨て。本体はバージンパルプ100％使用で、内面
にPEラミネート加工を施しております。内容量は90ml
と1回のうがいには最適です。

どこでも、うがいのできる超薄型コップ。安全安心の
使い捨て。本体はバージンパルプ100％使用で、内面
にPEラミネート加工を施しております。内容量は90ml
と1回のうがいには最適です。



デスクパッド　フィレンツェモデル メモキャッチ

サイズ　　 品番 価格（+税） サイズ 品番 価格（+税）
700x400x6㎜ DOD-740-BK ¥9,800 93x160x6㎜ E-3000-BK ¥550
700x400x6㎜ DOD-740-BR ¥9,800 93x160x6㎜ E-3000-BR ¥550

105x225x6㎜ E-5000-BK ¥700
105x225x6㎜ E-5000-BR ¥700

材質　：　合成皮革 材質　：　表面 PVCレザー　　芯材　硬質塩化ビニール板使用

カラー　：　ブラック(BK)　ブラウン(BR) カラー　：　ブラック(BK)　ブラウン(BR)

メモキャッチ　EF イーマット

サイズ 品番 価格(+税) サイズ 品番 価格(+税)
95x160x10㎜ EF-300-BK ¥950 180x250x5㎜ EM-B5-T ¥1,700
95x160x10㎜ EF-300-BR ¥950
105x225x10㎜ EF-500-BK ¥1,300
105x225x10㎜ EF-500-BR ¥1,300

材質　：　表面 PVCレザー　　芯材　硬質塩化ビニール板使用 材質　  ：  塩化ビニール　

　　　　     透明ポケット　塩化ビニール

カラー　：　ブラック(BK)　ブラウン(BR) カラー　：　透明
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合成皮革を使用した高級感あふれるテーブルマット。ホテ
ルカウンター、役員室、ゴルフ場など上質な空間を演出す
るのに最適です。

全体をPVCレザー、クリップ内部はマグネットを使用しス
マートなはさみ心地。レストランなど飲食店の必需品で
す。高級感あふれるレザー調の伝票ホルダーです。

全体をPVCレザー、クリップ内部はマグネットを使用しス
マートなはさみ心地。レストランなど飲食店の必需品で
す。高級感あふれるレザー調の伝票ホルダーです。ま
た、本モデルは本体上下と裏面下部に透明ポケットが付
属。紙等を印刷して挟めば、オリジナル伝票ホルダーが
すぐに完成します。その他、店頭のキャンペーン案内、イ
ベント企画などを挟むと訴求効果が大幅にアップします。
裏面にもマグネットを使用しておりますので、スチール面
に貼りつけてご使用できます。

透明で厚さ5㎜の捺印マット。極厚でハードな使用に耐え
るタフなマットになります。マット上面の縁に面取り加工
【ソフトエッジ加工）を施し、手触りやあたりが柔らかい仕
上げになります。透明なのでマットの下に書類のサンプル
を入れ見ながら捺印もできます。

透明ポケット付

グッドアイデア!!



トンシーマット らくじゃんマット
サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ 品番 価格(+税)
690x690x11㎜ TONC-L ¥5,000 650x650x10㎜ TONC-RAKJ ¥4,400
750x750x11㎜ TONC-LL ¥5,500

材質　：　天然ゴム　ナイロンパイル布 材質　：　天然ゴム　ナイロンパイル布

トンシーマットUDタイプ らくじゃんマット牌付セット

サイズ 品番 価格(+税) サイズ 　 品番 価格(+税)
700x700x11 TONC-UD ¥5,500 650x650x10㎜ RAKJ-ST ¥9,900

材質　：　天然ゴム　綿布 材質　：　天然ゴム　ナイロンパイル布

麻雀マットなら、ミワックス
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天然ゴム使用によりクッション性が良く、又牌のすべり
が最高の特殊打ち込みのレーヨン布を使用していま
す。家庭での麻雀には必需品。発明協会優秀賞受賞
の商品。井出洋介監修のマージャンおもしろガイド
ブック付。

マットをコンパクトに収納できるよう4分割されていま
す。　　ジグソーパズルのように凹凸を組み合わせれ
ば、さっと麻雀マットに早変わりします。井出洋介監修
のマージャンおもしろガイドブック付。

ボケ防止に麻雀は最適。白いラインに牌を近づけると
牌が見やすくなります。ユニバーサルデザイン採用の
商品。井出洋介監修のマージャンおもしろガイドブック
付。

コンパクトなトンシーらくじゃんマットと麻雀牌をセット
にした商品。井出洋介監修のマージャンおもしろガイ
ドブック付。

グッドアイデア!!



トイトイマット 麻雀マット
サイズ　　 品番 価格 サイズ 品番 価格
690X690X11㎜ TT-MAT OPEN 690Ｘ690Ｘ11㎜ MJ-MAT OPEN

材質　：　天然ゴム　　綿布 材質　：　天然ゴム　　綿布

トンシーマットシリーズの廉価版。

手打ち麻雀卓（座卓）
サイズ 品番 価格(+税)
667Ｘ667 Ｔ.325㎜ MS-200A ¥21,000

材質　：　ポリ合板製　
重量　：　7.2kg

収納便利な折畳み足付麻雀卓。　座卓仕様。
便利な引き出し付になります。
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麻雀マットのなかでもっともコストパフォーマンスに優れ
た商品になります。

名人 井出洋介 監修

ﾏｰｼﾞｬﾝ おもしろガイドブック！！



さんご ローズ　（廃番）

サイズ　　 品番 価格(+税) サイズ 品番 価格(+税）
さんご ¥5,500 ローズ 9000

材質　：　ユリア樹脂 材質　：　ユリア樹脂

牌データ 牌データ
背面の色：黄 背面の色：黄・緑
サイズ：縦25.5mm×幅18.5mm×厚さ15.5mm 材質：ユリア樹脂
容積：7.5cm3 サイズ：縦25.6mm×横18.7mm×厚さ16.5mm
牌重量：11g 牌重量：約15g
予備；赤×4, 花(季節)×4 予備牌：花×4、赤×4
噛み合わせ：直線

① ご使用後はケースに入れて、直射日光を避けて保管して下さい。
ケースに入れる時は図のように布面が外になるようにして下さい。

② 次にご使用の時マットに反りがなく、広げてすぐ使えます。

モンスター

サイズ 品番 価格(+税)
¥5,000

材質　：　ユリア樹脂

ニューデザインの牌になります。
さんごより一回り牌サイズが大きくなり、刻印された文字も ③ 布面の細かいゴミは洋服ブラシかエチケットブラシでお手入れ

大きくなってより見やすくなりました。 　　して下さい。

あると便利な専用のキャリングケース入れになります。
④ゴム部（枠、裏面）のお手入れは、布で乾拭きして下さい。
　 （注意：水で拭かないで下さい。）
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麻雀マットを永く

ご使用頂くために



社名

創業

資本金

従業員数

代表者

事業内容

各種デスクマット 　PVC、再生PVC、再生オレフィン、アクリル、発泡ポリエチレン、不織布

オフィス机上用品 　マウスパッド、クリアケース、下敷き、老眼鏡、貴名受け

カッティングマット 　PVC、再生PVC、再生オレフィン

捺印マット 　天然ゴム、シリコン

学習用デスクマット 　世界地図、版権キャラクター製品

マグネット製品 　マグネットカードケース、マグネットバー

ゴム製麻雀マット 　トンシーマット®

碁将棋用品 　碁板、将棋盤、碁石、駒

食卓テーブルマット 　PVC、再生PVC、再生オレフィン、アクリル、発泡ポリエチレン、不織布

チェアーマット  　

玄関マット 　天然ゴム

用箋バサミ 　PVC製

引ったくり防止カバー 　自転車前かご用

書類運搬用バッグ 　社内便用

防犯用品 　クラックボール、さすまた、腕章、誘導灯
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所在地

取引銀行

関連会社

取扱品目

【本社】

【セキュリティ用品】

セントラル株式会社
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