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【トピックス】 

一般社団法人 日本建材住宅設備産業協会が運営する建材・住宅設備機器のカタログサイ

ト“カタラボ”は、5 月の月間ページビューが 2,000 万台に突入し、6 月は 2,179 万超のアク

セス数となった。掲載カタログも 10 万ページの大台を超え、業種、メーカーともにますます

充実し、このカタログボリュームが利用推進の原動力となっている。さらに利用者の声が要

求となり、メーカー正会員の入会につながり、カタログボリュームが増すといったスパイラ

ルとなり、まさにカタラボは建材・住宅設備業界におけるポータルサイトになったといえる。 

また、会員入会状況においては、流通販売系やリフォーム業系の賛助会員様の入会伸長が

著しい。特にこれらの利用者様からはタブレット端末の普及・導入により、カタラボサイト

から現場で即座に各メーカーのカタログを表示したりすることで、クライアントからの急な

商品提案要望に対応できることや、何冊も重いカタログを持参することなく身軽な営業活動

ができること、そして常に最新のカタログにメンテされている点で安心して利用できること

が好評となっている。合わせて PC 利用の際にも、昨年リリースされたペンツールや、付箋

といった機能ツールを利用することで、容易にプレゼンテーション書類が作成できることも

カタラボの利用が増大している要因でもある。 

カタラボサイト： http://www.catalabo.org/ 

【前年同月比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※7 月 11 日現在、総会員数 263 社、正会員 215 社、賛助会員 48 社 

 

 

 

平成２４年７月１１日 

カタラボ掲載カタログ 10 万ページ突破 

月間 2,179 万ページビューを記録！ 

お問合せ先 

一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会  担当：寺本 

ＴＥＬ：０３（５６４０）０９０１  ＦＡＸ０３（５６４０）０９０５ 

　　　　　　　　 平成24年6月 平成23年6月 対前年同月比

会員数 259 200 130%

正会員 211 175 121%

賛助会員 48 25 192%

ページビュー 21,793,007 12,111,129 180%

掲載カタログ数 992 702 141%

掲載ページ数 104,572 58,045 180%



【カタラボトップページイメージ】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　　　　　　　　　　　　　　　「カタらボ」参加企業等一覧 H24.7.6

総会員数 263社

（社名ｱｲｳｴｵ順）

■賛助会員（48社）

アイカ工業株式会社 シャ プ株式会社 ニチハ株式会社 旭住宅機器株式会社

■正会員（215社）

総会員数 263社

アイカ工業株式会社 シャープ株式会社 ニチハ株式会社 旭住宅機器株式会社

アイジー工業株式会社 ジャニス工業株式会社 日昌グラシス株式会社 株式会社アベルコ

株式会社青木テクノロジー ジャパン建材株式会社 株式会社ニチベイ 伊藤忠建材株式会社

秋田ウッド株式会社 ジャパンホームシールド株式会社 ニッコー株式会社 井下機器株式会社

アキレス株式会社 特定非営利活動法人住環境測定協会 日新工業株式会社 株式会社インテルグロー

朝日ウッドテック株式会社 昭和電工建材株式会社 日新総合建材株式会社 株式会社オイデック

アサヒ衛陶株式会社 新東株式会社 ニッタイ工業株式会社 大田鋼管株式会社

旭化成建材株式会社 新日軽（株式会社ＬＩＸＩＬ） 株式会社ニットー OCHIホールディングス株式会社

旭硝子株式会社 スピリチュアルモード 株式会社日本アクア 協和産業株式会社

旭トステム外装株式会社 住友スリーエム株式会社 日本板硝子株式会社 株式会社久我旭トステム外装株式会社 住友スリ エム株式会社 日本板硝子株式会社 株式会社久我

旭ファイバーグラス株式会社 住友林業クレスト株式会社 日本板硝子環境アメニティ株式会社 株式会社グッディーホーム

旭有機材工業株式会社 住江織物株式会社 株式会社イトミック 京葉住設株式会社

株式会社アベルコ セイキ販売株式会社 日本インシュレーション株式会社 株式会社小泉

有限会社アルゴデザイン セキスイエクステリア株式会社 日本住宅パネル工業協同組合 後藤木材株式会社

株式会社イクタ 積水化学 業株式会社 本ド ク製造株式会社 株式会社さくら住宅株式会社イクタ 積水化学工業株式会社 日本ドアーチエック製造株式会社 株式会社さくら住宅

株式会社イーテック セキスイボード株式会社 日本ヒューム株式会社 株式会社サンクスコーポレーション

伊藤忠建材株式会社 セメダイン株式会社 日本ペイント株式会社 ジャパン建材株式会社

ＩＮＡＸ（株式会社ＬＩＸＩＬ） セラトレーディング株式会社 日本ロックウール株式会社 ジューテックホールディングス株式会社

株式会社ウッドワン 株式会社セラムフクイ 株式会社ネットメカニズム 住友不動産株式会社（新築そっくりさん）

ウベボード株式会社 セントラル硝子株式会社 ネポン株式会社 住友林業株式会社

永大産業株式会社 創嘉瓦工業株式会社 株式会社ノザワ 住友林業ホームテック株式会社

株式会社エーアンドエーマテリアル 株式会社園田製作所 株式会社ノダ 株式会社ソーゴー

エーディーワールド販売株式会社 ダイキン工業株式会社 野原産業株式会社 タケヤテック株式会社

株式会社エービーシー商会 大恵商事株式会社 株式会社ノーリツ ＴＯＴＯエムテック株式会社株式会社エービーシー商会 大恵商事株式会社 株式会社ノーリツ ＴＯＴＯエムテック株式会社

エヌビーエル株式会社 大建工業株式会社 パーパス株式会社 TOTO関西販売株式会社

NEC Avio赤外線テクノロジー株式会社 大信工業株式会社 株式会社ハウステック TOTO中部販売株式会社

株式会社エヌエスディ 株式会社ダイドーハント 株式会社白山製作所 ナイス株式会社

株式会社FPコーポレーション 大日化成株式会社 橋本総業株式会社 株式会社ナニワ

株式会社エレガントウッドコーポレーション 大日技研工業株式会社 パナソニック株式会社 日本板硝子ウインテック株式会社

株式会社小笠原 大日本塗料株式会社 株式会社パモウナ 日本板硝子関東販売株式会社

株式会社岡村製作所 太平洋セメント株式会社 株式会社早川バルブ製作所 日本金属サイディング工業会

株式会社オーシカ 太平洋マテリアル株式会社 パラマウント硝子工業株式会社 日本電気株式会社（家づくりお役立ちサイトＪＨＯＰ)

オート化学工業株式会社 株式会社タイルメント 株式会社パル 野原産業株式会社株 社 株 社 株 社 野 産 株 社

株式会社カクダイ ダイワ化成株式会社 株式会社パロマ 株式会社ハウジングプラザ

有限会社柏彌紙店 ダウ化工株式会社 ハンスグローエ ジャパン株式会社 橋本総業株式会社

株式会社カナイ 株式会社タカギ 万協株式会社 株式会社平田タイル

株式会社カネシン 株式会社タカショー 株式会社美装 冨士機材株式会社

株式会社キクテック タカラスタンダ ド株式会社 株式会社平田タイル 株式会社冨治商会株式会社キクテック タカラスタンダード株式会社 株式会社平田タイル 株式会社冨治商会

 株式会社木の繊維 株式会社タジマ ヒロシュウ株式会社 株式会社紅中

株式会社キーテック 田島ルーフィング株式会社 フクビ化学工業株式会社 株式会社MANIX

株式会社共和 株式会社タハラ 不二サッシ株式会社 株式会社丸産技研

株式会社キョーライト 株式会社ダンテック フジワラ化学株式会社 株式会社丸産業

共和成産株式会社 株式会社チューオー 株式会社フッコー 丸善管工器材株式会社

株式会社キョーワナスタ 中央エレベーター工業株式会社 プレイリーホームズ株式会社 村上木材株式会社

桐里工房 チヨダウーテ株式会社 株式会社ブリヂストン 村地綜合木材株式会社

近畿セラミックス株式会社 株式会社鶴見製作所 古藤工業株式会社 有限会社メンテナンス滝本

クマリフト株式会社 株式会社鶴弥 文化シヤッター株式会社 株式会社ユアサクマリフト株式会社 株式会社鶴弥 文化シヤッタ 株式会社 株式会社ユアサ

倉敷紡績株式会社 DIC株式会社 株式会社北洲 渡辺パイプ株式会社

クリオン株式会社 テクノエフアンドシー株式会社 ボード株式会社

クリナップ株式会社 テクノスジャパン株式会社 マイセット株式会社

グローエジャパン株式会社 寺岡オートドア株式会社 マグ・イゾベール株式会社

株式会社ク ザ テラ 株式会社 株式会社 デラ株式会社クワザワ テラル株式会社 株式会社マデラ

ケイミュー株式会社 電気硝子建材株式会社 マックス建材株式会社

株式会社ＫＶＫ 東亜コルク株式会社 ミサワエクステリア株式会社

神島化学工業株式会社 株式会社東芝 三菱電機株式会社

株式会社コーワ 東邦シートフレーム株式会社 三菱日立ホームエレベーター株式会社

株式会社コスモプロジェクト ＴＯＥＸ（株式会社ＬＩＸＩＬ） 三菱マテリアル建材株式会社

コニシ株式会社 東洋テックス株式会社 ミツル陶石株式会社

株式会社コロナ 東レACE株式会社 ミヤコ株式会社

株式会社三栄水栓製作所 東レ・ダウコーニング株式会社 ミヤコ産業株式会社

サンウエーブ（株式会社ＬＩＸＩＬ） トーソー株式会社 美和ロック株式会社サンウエ ブ（株式会社ＬＩＸＩＬ） ト ソ 株式会社 美和ロック株式会社

三協アルミ（三協立山株式会社） ＴＯＴＯ株式会社 矢崎総業株式会社

株式会社サンクビット 都市拡業株式会社 株式会社ヤマセ

三州野安株式会社 トステム（株式会社ＬＩＸＩＬ） 大和屋株式会社

サンスター技研株式会社 株式会社トーザイクリエイト ヤマハリビングテック株式会社

有限会社サンタムス 株式会社トッパン・コスモ 株式会社横森製作所 

三洋工業株式会社 株式会社ナガイ 吉野石膏株式会社

株式会社ＪＳＰ 長江陶業株式会社 リビエラ株式会社

ＪＦＥロックファイバー株式会社 名古屋モザイク工業株式会社 リンナイ株式会社

シップス・ジャパン株式会社 ナブテスコ株式会社 ルーバーテック株式会社

シナジア会 南海プライウッド株式会社 ＹＫＫ ＡＰ株式会社

株式会社シマブン ニチアス株式会社




