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【iPad での『カタラボ』閲覧について】 

・昨今、スマートフォンやダブレット端末などの高機能端末の普及が急速に拡大しており、ビジネ

ススタイルの変化やデバイスの多様化が進んでいます。カタログも紙だけでなく様々なデバイス

で閲覧できることが求められています。 

・『カタラボ』は、建材・住宅設備業界のなかでは、これまでにない情報量と機能を兼ね備えたサ

イトとして月間アクセス数 1,000 万ページビューを超え、ご好評いただいていますが、よりご利

用の幅を広げるサービスとして、新たにタブレット端末 iPad での閲覧を開始しました。 

・iPad で『カタラボ』が閲覧可能になることにより、ユーザーにとっては、カタログを持ち歩くこ

となく紙カタログと同じ感覚で、無料で手軽にご利用いただくことができます。参加企業にとっ

ては、従来通り『カタラボ』にカタログを登録することで iPad での配信が可能になります。新た

な作業負荷や費用は発生しません。 

・なお、カタラボの閲覧は、App Store から iCata をダウンロードすることで可能になります。 

※iCata は、凸版印刷株式会社が提供するデジタルカタログサービスの閲覧アプリです。 

（無償提供） 

 

平成２２年１１月１１日 

 

 

『カタラボ』、iPad の閲覧を開始 
 

～10 月度月間アクセス数 1,070 万ページビュー、 

好評のデジタルカタログサイトを iPad でも閲覧可能に～ 

社団法人日本建材・住宅設備産業協会は、建材と住宅設備のデジタルカタログ集サイト 

『カタラボ』(http://www.catalabo.org) をアップル社のタブレット端末 iPad でも閲覧できる

サービスを、11 月 11 日から開始しました。 

 

また、公開からちょうど 1 年が経過しました『カタラボ』は、10 月月間アクセス数が、

1,070 万ページビューとなり、前月に引き続き 1,000 万ページビューを超え、順調に活用が

進んでいます。さらに、建材・住宅設備製品をお取り扱いの商社・代理店・販売会社等流通

に携わる企業にむけた「賛助会員」制度（本年 9 月開始）では、参加企業が 11 社となり、

総参加企業数は 153 社となりました。 

iPad での『カタラボ』閲覧開始を機に、今後も『カタラボ』の情報量の充実、活用範囲の

拡大等を図り、ユーザー・参加企業ともに価値ある情報提供サービスを目指します。 



 

【カタラボについて】 

・『カタラボ』は、建材と住宅設備を扱う各企業のカタログを電子ブック形式で一堂に集め、企業

ごとの検索をはじめ、建築用途・工事区分・部位などの区分ごとの検索やフリーワードでの検索

など便利な機能を装備し、豊富な製品情報のなかから、ワンストップで欲しい情報を探し出すこ

とができるポータルサイトです。だれでも簡単・自由に閲覧でき、従来の紙カタログにない情報

入手の速さ、探しやすさなど利便性が評価されています。 

 
◆10 月度の月間アクセス数は 1,070 万ページビュー！ 

 

10 月月間アクセス数が、1,070 万ページビューとなり、引き続き 1,000 万ページビュー

を超えました。公開から約 1 年が経過しましたが、引き続き活用が進んでおり、ご好評いた

だいています。 

また、参加企業数は 150 社を超え、閲覧できる情報量が充実していくとともにアクセス数が

増えています。 

 

＜過去６ヶ月のコンテンツ掲載数・アクセス状況一覧＞ 

  参加企業数 掲載カタログ数 掲載ページ数 総ページビュー 

5 月 116 505 48,336 8,985,331 

6 月 118 497 46,650 9,032,740 

7 月 124 528 47,513 9,452,015 
8 月 138 545 49,642 9,808,750 
9 月 146 566 50,093      10,957,887 

10 月 153 594 51,434 10,698,177 
    

 

 

 
◆「賛助会員」制度により、メーカー商材をお取り扱いの流通関係企業にもご活用いただい

ています。 

 
建材・住宅設備メーカー各社の商材をお取り扱いの商社・代理店・販売会社等流通に携わる企

業を「賛助会員」としてご参加いただき、『カタラボ』をご活用いただくことができます。 

今後も『カタラボ』の活用範囲の拡大を進めていきます。 

 

＜賛助会員のメリット＞ 

・『カタラボ』掲載商品の販売窓口として、『カタラボ』トップページに設けた「賛助会員コ

ーナー」に商社・代理店・販売会社等流通に携わる企業の社名を掲載します。また、自社ホ

ームページへのリンクを設定します。 

・商社・代理店・販売会社等流通に携わる企業の自社ホームページに、自社取扱商品のカタロ

グとして『カタラボ』の電子カタログを掲載することができます。 

 

・現在、下記 11 社が「賛助会員」としてご参加いただいています。 

 

 

 

 

 

 
（11 月 11 日時点） 

内訳：正会員 142 社、賛助会員 11 社 

●後藤木材株式会社 

●株式会社サンクスコーポレーション 

●ジャパン建材株式会社 

●ジューテックホールディング株式会社 

●住友林業株式会社 

●TOTO エムテック株式会社 

●ナイス株式会社 

●日本板硝子ウインテック株式会社 

●日本板硝子関東販売株式会社 

●橋本総業株式会社 

●渡辺パイプ株式会社 

（参加企業数は 11 月 11 日時点） 



 

 ※iPad は米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

 ※本ニュースリリースに掲載されている会社名および商品・サービス名は各社の商標または 

登録商標です。 

 

 

以上に関するお問い合わせは下記までお願いします。 

 

(社)日本建材・住宅設備産業協会  

担当：松本 

TEL：03（5640）0901  FAX：03（5640）0905 

e-mail：catalabo@kensankyo.org  建産協ホームページ：http://www.kensankyo.org/ 

 



 

「カタラボ」参加企業等一覧 
 

 

■正会員（142 社） 

後藤木材株式会社 

株式会社サンクスコーポレーション 

ジャパン建材株式会社 

ジューテックホールディングス株式会社 

住友林業株式会社 

ＴＯＴＯエムテック株式会社 

ナイス株式会社 

日本板硝子ウインテック株式会社 

日本板硝子関東販売株式会社 

橋本総業株式会社 

渡辺パイプ株式会社 

■賛助会員（11 社） 

※11 月 11 日時点 

総会員数 153 社 

アイカ工業株式会社 
アイジー工業株式会社 
秋田ウッド株式会社 
アキレス株式会社 
朝日ウッドテック株式会社  
旭化成建材株式会社  
旭硝子株式会社 
旭トステム外装株式会社 
旭ファイバーグラス株式会社 
旭有機材工業株式会社 
株式会社アルク環境エンジニアリング 
株式会社イーテック 
株式会社ＩＮＡＸ 
株式会社イノアック住環境 
株式会社ウッドワン 
ウベボード株式会社 
永大産業株式会社 
株式会社エーアンドエーマテリアル 
エーディーワールド販売株式会社 
NEC Avio 赤外線テクノロジー株式会社 
株式会社エヌエスディ  
株式会社小笠原 
岡部株式会社 
株式会社岡村製作所 
オート化学工業株式会社 

株式会社カクダイ 
株式会社カナイ 
株式会社カネシン  
株式会社カワサキマシンシステムズ 
株式会社キクテック 
株式会社木の繊維 
株式会社キョーライト 
共和成産株式会社 
近畿セラミックス株式会社 
クリオン株式会社 
グローエジャパン株式会社 
ケイミュー株式会社 
ＫＶＫ株式会社 
神島化学工業株式会社 
コニシ株式会社 
株式会社三栄水栓製作所 
三協立山アルミ株式会社 
三共商事株式会社 
株式会社サンクビット 
サンスター技研株式会社 
有限会社サンタムス 
三洋工業株式会社 
株式会社ＪＳＰ 
ＪＦＥロックファイバー株式会社 
シップス・ジャパン株式会社 
昭和電工建材株式会社 
新東株式会社 

新日軽株式会社 
スピリチュアルモード 
住友スリーエム株式会社 
住友林業クレスト株式会社 
住江織物株式会社 
セイキ販売株式会社 
セキスイエクステリア株式会社 
積水化学工業株式会社 
セキスイボード株式会社 
セメダイン株式会社  
セントラル硝子株式会社 
創嘉瓦工業株式会社 
株式会社園田製作所 
大建工業株式会社 
大信工業株式会社 
大日化成株式会社 
大日技研工業株式会社 
大日本塗料株式会社 
太平洋セメント株式会社 
太平洋マテリアル株式会社 
ダウ化工株式会社 
タカラスタンダード株式会社 
株式会社タジマ 
田島ルーフィング株式会社 
株式会社タハラ  
ダントー株式会社  
株式会社チューオー 
チヨダウーテ株式会社 
株式会社鶴弥 
テクノエフアンドシー株式会社 
テクノスジャパン株式会社 
寺岡オートドア株式会社 
電気硝子建材株式会社 
東亜コルク株式会社 
東邦シートフレーム株式会社 
東洋エクステリア株式会社 
東洋テックス株式会社 
東レ ACE 株式会社 
東レ・ダウコーニング株式会社 
ＴＯＴＯ株式会社 
トステム株式会社 
株式会社トーザイクリエイト 
株式会社トッパン・コスモ 
名古屋モザイク工業株式会社 
ナブテスコ株式会社  
南海プライウッド株式会社 
ニチアス株式会社 
ニチエー吉田株式会社 
ニチハ株式会社 
日昌グラシス株式会社 
ニッタイ工業株式会社 
日新工業株式会社 

日東紡績株式会社 
日本板硝子株式会社 
日本板硝子環境アメニティ株式会社 
日本インシュレーション株式会社 
日本住宅パネル工業協同組合 
日本ドアーチエック製造株式会社 
日本ヒューム株式会社 
日本ペイント株式会社 
日本木槽木管株式会社 
日本ロックウール株式会社 
株式会社ノザワ 
株式会社ノダ 
野原産業株式会社 
野安製瓦株式会社 
パナソニック電工株式会社  
パラマウント硝子工業株式会社 
株式会社パロマ  
ハンスグローエジャパン株式会社 
フクビ化学工業株式会社 
不二サッシ株式会社 
フジワラ化学株式会社 
株式会社フッコー 
古藤工業株式会社 
文化シヤッター株式会社 
株式会社北州 
ボード株式会社 
マグ・イゾベール株式会社 
マックス株式会社 
三菱日立ホームエレベーター株式会社 
三菱マテリアル建材株式会社 
美和ロック株式会社 
株式会社ヤマセ 
ヤマハリビングテック株式会社 
横浜ゴム株式会社 
株式会社横森製作所  
吉野石膏株式会社 
ルーバーテック株式会社 
ＹＫＫ ＡＰ株式会社 

※社名ｱｲｳｴｵ順 


