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◆各項目の前年比は総会員数：96.6％、掲載カタログ数：103.8％、掲載ページ数：同 108.6％、

月間利用者数：同 105.7％でした。 

◆動画リンクを進めましょう 

 従前にもご紹介しておりますが、4 月より掲載カタログに動画をリンクせる機能を追加してお

ります。ご利用者にとり有意義なサービスとなっておりますので、是非ご活用を願います。 

 ＊動画のリンク設定方法がご不明な会員様におかれましては、当事務局までご連絡ください。 

  ZOOM 等にてレクチャー致します。 
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   総会員数 掲載カタログ数  掲載ページ数 月間アクセス回数 

10 月 295 2,739  286,919 3,283,690 

11 月 295 2,717  282,079 3,155,223 

12 月 295 2,736  282,646 2,791,266 

1 月 295 2,757  282,658 3,015,077 

2 月 297 2,803  300,841 3,197,825 

3 月 289 2,817  309,757 3,341,083 

4 月 291 2,868  317,443 3,128,248 

5 月 291 2,834  315,090 3,062,930 

6 月 288 2,821  303,595 3,339,239 

7 月 288 2,832  304,632 3,172,925 

8 月 287 2,813  305,989 3,129,263 

9 月 286 2,875  321,242 3,427,252 

10 月 285 2,844  311,514 3,469,977 

10 月の月間アクセス回数（セッションユーザー数）は約 347.0 万回でした。 

総会員数は 285 社（正会員 226 社､賛助会員 59 社）、掲載カタログ数は 2,844

冊、掲載ページ数は 311,514 ページとなりました 
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アイオ産業株式会社 株式会社コスモプロジェクト デュポン・スタイロ株式会社 ハンスグローエ ジャパン株式会社

アイカ工業株式会社 コニシ株式会社 寺岡オートドア株式会社 株式会社BACホールディングス

アイジー工業株式会社 株式会社コロナ テラル株式会社 BXカネシン株式会社

愛知県陶器瓦工業組合 株式会社コーワ デンカアステック株式会社 ビィ・エル・シー株式会社

株式会社アウス 金剛産業株式会社 電気硝子建材株式会社 株式会社美装

秋田ウッド株式会社 佐藤工業株式会社 東亜コルク株式会社 日立グローバルライフソリューションズ株式会社

アキレス株式会社 ＳＡＮＥＩ株式会社 株式会社トーコー ビニフレーム工業株式会社

朝日ウッドテック株式会社 三協アルミ社（三協立山株式会社） 株式会社トーシンコーポレーション 株式会社平田タイル

旭化成建材株式会社 株式会社サンクビット トーソー株式会社 ヒロシュウ株式会社

アサヒ衛陶株式会社 三州野安株式会社 ＴＯＴＯ株式会社 FABBRICA YOSHIMOTO（吉本産業株式会社）

旭トステム外装株式会社 三洋工業株式会社 東邦シートフレーム株式会社 フォルボ・フロアリングB.V.日本支店

旭ファイバーグラス株式会社 株式会社CFノベルストーン 東邦レオ株式会社 株式会社福彫

旭有機材株式会社 ＪＦＥロックファイバー株式会社 東洋テックス株式会社 フクビ化学工業株式会社

アトミクス株式会社 株式会社ＪＳＰ 東洋バルヴ株式会社 フジスレート株式会社

株式会社アベルコ シップス・ジャパン株式会社 東レ建材株式会社 富士工業株式会社

アリアフィーナ株式会社 ジャニス工業株式会社 トクラス株式会社 不二サッシ株式会社

有限会社アルゴデザイン ジャパン建材株式会社 都市拡業株式会社 フジワラ化学株式会社

淡路技建株式会社 株式会社ジューテック 凸版印刷株式会社 株式会社フッコー

株式会社イクタ 城東テクノ株式会社 内外電機株式会社 プレイリーホームズ株式会社

株式会社イーテック 新東株式会社 ナイス株式会社 文化シヤッター株式会社

伊藤忠建材株式会社 スガツネ工業株式会社 株式会社ナガイ 株式会社ベン

ウィズガーデン株式会社 住友林業クレスト株式会社 長江陶業株式会社 株式会社北洲

株式会社ウェルランド 住江織物株式会社 名古屋モザイク工業株式会社 ボード株式会社

株式会社ウッドテック スリーエステクノ株式会社 株式会社ナスタ マイセット株式会社

株式会社ウッドワン セイキ販売株式会社 ナブテスコ株式会社 マグ・イゾベール株式会社

株式会社エーアンドエーマテリアル 関厨房商会株式会社 南海プライウッド株式会社 マックス建材株式会社

永大産業株式会社 セブン工業株式会社 ニチアス株式会社 松下産業株式会社

AGC株式会社 株式会社セブンホーム ニチハ株式会社 松原産業株式会社

株式会社エクセルシャノン セメダイン株式会社 ニッコー株式会社 マツ六株式会社

SFA Japan株式会社 セラトレーディング株式会社 日昌グラシス株式会社 マテックス株式会社

エスビック株式会社 セントラル硝子株式会社 日新工業株式会社 株式会社丸喜

株式会社エービーシー商会 双日建材株式会社 日鉄鋼板株式会社 株式会社満点商会

エヌビーエル株式会社 ソーラーフロンティア株式会社 ニッタイ工業株式会社 株式会社水空間

株式会社FPコーポレーション 株式会社園田製作所 株式会社日東製陶所 株式会社水生活製作所

エンデバーハウス株式会社 ダイキン工業株式会社 株式会社ニットー ミツル陶石株式会社

株式会社小笠原 株式会社ダイケン 日本板硝子株式会社 株式会社ミナミサワ

株式会社オカムラ 大建工業株式会社 株式会社日本イトミック ミヤコ株式会社

オート化学工業株式会社 株式会社ダイドーハント 日本インシュレーション株式会社 ミーレ・ジャパン株式会社

株式会社オルスタンダード 株式会社ダイナワン 日本住宅パネル工業協同組合 ヤスダインテリアサプライ株式会社

株式会社オンダ製作所 大日化成株式会社 日本ドアーチエック製造株式会社 ユダ木工株式会社

株式会社カクダイ 太平洋セメント株式会社 日本ベルックス株式会社 株式会社ユニオン

有限会社柏彌紙店 株式会社タイルメント 日本ロックウール株式会社 株式会社ユニソン

株式会社カナイ ダイワ化成株式会社 ネポン株式会社 株式会社横森製作所 

カネソウ株式会社 株式会社タカショー 株式会社ノーリツ 吉野石膏株式会社

株式会社川口技研 タカラスタンダード株式会社 株式会社ノザワ 米山産業株式会社

株式会社キョーライト 田島ルーフィング株式会社 株式会社ノダ 株式会社ＬＩＸＩＬ

株式会社共和 タック株式会社 株式会社ハウステック リビエラ株式会社

株式会社国代耐火工業所 株式会社タハラ 株式会社ハウゼコ リリカラ株式会社 

クマリフト株式会社 株式会社タブチ 橋本総業株式会社 リンナイ株式会社

倉敷紡績株式会社 株式会社Ｄａｎｔｏ　Ｔｉｌｅ 株式会社バスシステムデザイン研究所 ＹＫＫ ＡＰ株式会社

クリオン株式会社 中央エレベーター工業株式会社 株式会社ハタノ製作所 YPC株式会社

クリナップ株式会社 中央木材市売株式会社 パナソニック株式会社 株式会社渡辺製作所 

ケイミュー株式会社 株式会社中部コーポレーション パナソニックAWエンジニアリング株式会社

株式会社ＫＶＫ チヨダウーテ株式会社 パーパス株式会社

KYタイル株式会社 株式会社鶴見製作所 株式会社パモウナ

株式会社虔山 DICデコール株式会社 パラマウント硝子工業株式会社

株式会社興亜通商 テクノスジャパン株式会社 株式会社パロマ 

神島化学工業株式会社 株式会社テクノテック 万協株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　「カタらボ」参加企業等一覧

■正会員（226社）
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総会員数 285社

（社名ｱｲｳｴｵ順）
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■賛助会員（59社）
株式会社アベルコ 販売 TOTO中部販売株式会社 販売

伊藤忠建材株式会社 販売 TOTOリモデルサービス株式会社 リフォーム

株式会社インテルグロー 販売 ナイス株式会社 販売

植田商事株式会社 販売 リフォーム 株式会社ナニワ 販売

HRKサンズ株式会社 その他 日東物産株式会社 販売 リフォーム

大田鋼管株式会社 販売 リフォーム 日本金属サイディング工業会 その他

落合住宅機器株式会社 販売 橋本総業株式会社 販売

OCHIホールディングス株式会社 販売 株式会社平田タイル 販売

協和産業株式会社 販売 リフォーム 住宅 福井コンピュータホールディングス株式会社 その他

株式会社久我 販売 冨士機材株式会社 販売

京葉住設株式会社 販売 株式会社冨治商会 販売 リフォーム

株式会社建築技術 その他 フジセイコー株式会社 販売 リフォーム

株式会社建築資料研究社 その他 株式会社MANIX 販売

株式会社小泉 販売 リフォーム 株式会社丸産業 販売

小泉機器工業株式会社 販売 マルゼン株式会社 販売

後藤木材株式会社 販売 株式会社丸八 販売

株式会社コンピュータシステム研究所 その他 有限会社ミチナス リフォーム

サンコー機材株式会社 販売 村地綜合木材株式会社 販売

ジャパン建材株式会社 販売 株式会社名東木材 販売 住宅

 株式会社白木屋 販売 メガバックス株式会社 リフォーム

株式会社シンエイ・ネクサス 販売 山信株式会社 販売

住友林業ホームテック株式会社 リフォーム 株式会社山善 販売

一般社団法人　全国管工機材商業連合会 その他 株式会社ユアサ 販売

株式会社ソーゴー 販売 株式会社横滝 販売

双日建材株式会社 その他 株式会社ヨコヤマ 販売

タカラ通商株式会社 販売 米山産業株式会社 販売

株式会社タスクスリー 販売 楽天株式会社 その他

ＴＯＴＯエムテック株式会社 販売 和以美株式会社 販売

TOTO関西販売株式会社 販売 渡辺パイプ株式会社 販売

TOTO九州販売株式会社 販売
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