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◆今月はカタログ数：2,492 冊（前年比；103.4％）、掲載ページ数：264,214 ﾍﾟｰｼﾞ（前年比：100％）

と順調に推移しています。月間ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰは、9077 万ページビュー（前年比：132.8％）と確実に伸び

てきています。また、今年 7 月にサービス向上のアンケートを実施し、多くのお客様より、回答を頂き、

ご協力有難う御座いました。今後共、カタラボのご活用を宜しくお願い致します。 

 

過去 1 年間のコンテンツ掲載数・ページビュー（アクセス状況）の推移 
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  総会員数 掲載カタログ数 掲載ページ数 月間総ページビュー 

8 月 336 2,491 267,077 65,756,938 

9 月 336 2,467 265,499 71,444,934 

10 月 332 2,506 268,081 78,718,987 

11 月 332 2,516 269,028 76,668,348 

12 月 332 2,545 273,020 66,267,713 

1 月 332 2,538 270,914 75,290,340 

2 月 ３３０ 2,527 271,617 81,017,975 

3 月 33０ 2,471 261,366        93,352,900   

4 月 322 2,403 258,190 82,792,311 

5 月 319 2,433 259,314 82,867,663 

6 月 318 2,447 261,106 88,074,914 

7 月 318 2,492 264,214 90,773,516 

7 月の月間ページビュー数は、約 9077 万ページビューでした。 

会員総数は 318 社（正会員 240 社､賛助会員 78 社）掲載カタロ

グ数は 2,492 冊、掲載ページ数は 264,214 ページとなりました。 

2019 年 8 月 9 日（金） 
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318 社 



アイオ産業株式会社 株式会社興亜通商 チヨダウーテ株式会社 株式会社パモウナ

アイカ工業株式会社 神島化学工業株式会社 株式会社鶴見製作所 パラマウント硝子工業株式会社

アイジー工業株式会社 株式会社コスモプロジェクト 株式会社鶴弥 株式会社パロマ 

愛知県陶器瓦工業組合 コニシ株式会社 株式会社TNコーポレーション 万協株式会社

株式会社アウス 株式会社コロナ DIC株式会社 ハンスグローエ ジャパン株式会社

秋田ウッド株式会社 株式会社コーワ テクノエフアンドシー株式会社 BXカネシン株式会社

アキレス株式会社 金剛産業株式会社 テクノスジャパン株式会社 株式会社美装

アクシス株式会社 佐藤工業株式会社 株式会社テクノテック 日立アプライアンス株式会社

朝日ウッドテック株式会社 ＳＡＮＥＩ株式会社 寺岡オートドア株式会社 ビニフレーム工業株式会社

旭化成建材株式会社 三協アルミ社（三協立山株式会社） テラル株式会社 株式会社平田タイル

アサヒ衛陶株式会社 株式会社サンクビット デンカ株式会社 ヒロシュウ株式会社

旭トステム外装株式会社 三州野安株式会社 電気硝子建材株式会社 FABBRICA YOSHIMOTO（吉本産業株式会社）

旭ファイバーグラス株式会社 三洋工業株式会社 東亜コルク株式会社 フォルボ・フロアリングB.V.日本支店

旭有機材株式会社 ＪＦＥロックファイバー株式会社 株式会社トーコー フクビ化学工業株式会社

株式会社アベルコ 株式会社ＪＳＰ 株式会社トーシンコーポレーション フジスレート株式会社

アリアフィーナ株式会社 シップス・ジャパン株式会社 トーソー株式会社 富士工業株式会社

有限会社アルゴデザイン 株式会社シマブン ＴＯＴＯ株式会社 不二サッシ株式会社

淡路技建株式会社 ジャニス工業株式会社 東邦シートフレーム株式会社 フジワラ化学株式会社

株式会社イクタ ジャパン建材株式会社 東邦レオ株式会社 株式会社フッコー

株式会社イーテック ジャパンホームシールド株式会社 東洋瓦株式会社 フネンアクロス株式会社

伊藤忠建材株式会社 昭和電工建材株式会社 東洋テックス株式会社 プレイリーホームズ株式会社

イノック株式会社 新東株式会社 東洋バルヴ株式会社 文化シヤッター株式会社

ウィズガーデン株式会社 スガツネ工業株式会社 東レＡＣＥ株式会社 株式会社ベン

株式会社ウェルランド 住友林業クレスト株式会社 トクラス株式会社 株式会社北洲

株式会社ウッドテック 住江織物株式会社 都市拡業株式会社 ボード株式会社

株式会社ウッドワン スリーエステクノ株式会社 凸版印刷株式会社 マイセット株式会社

株式会社エーアンドエーマテリアル スリーエム　ジャパン株式会社 巴バルブ株式会社 マグ・イゾベール株式会社

永大産業株式会社 セイキ販売株式会社 ナイス株式会社 マックス建材株式会社

AGC株式会社 関厨房商会株式会社 株式会社ナガイ 松下産業株式会社

株式会社エクセルシャノン セブン工業株式会社 長江陶業株式会社 松原産業株式会社

SFA Japan株式会社 株式会社セブンホーム 名古屋モザイク工業株式会社 株式会社満点商会

エスビック株式会社 セメダイン株式会社 株式会社ナスタ 株式会社水空間

株式会社エービーシー商会 セラトレーディング株式会社 ナブテスコ株式会社 株式会社水生活製作所

株式会社エヌエスディ 株式会社セラムフクイ 南海プライウッド株式会社 三菱電機株式会社

エヌビーエル株式会社 セントラル硝子株式会社 ニチアス株式会社 ミツル陶石株式会社

株式会社FPコーポレーション 双日建材株式会社 ニチハ株式会社 株式会社ミナミサワ

エンデバーハウス株式会社 ソーラーフロンティア株式会社 ニッコー株式会社 ミヤコ株式会社

株式会社小笠原 株式会社園田製作所 日昌グラシス株式会社 ミヤコ産業株式会社

株式会社オカムラ ダイキン工業株式会社 日新工業株式会社 ミーレ・ジャパン株式会社

オート化学工業株式会社 株式会社ダイケン 日新製鋼建材株式会社 美和ロック株式会社

株式会社オルスタンダード 大建工業株式会社 ニッタイ工業株式会社 矢崎総業株式会社

株式会社オンダ製作所 株式会社ダイドーハント 株式会社ニットー ユダ木工株式会社

カーサテック株式会社 株式会社ダイナワン 株式会社日本アクア 株式会社ユニオン

株式会社カクダイ 大日化成株式会社 日本板硝子株式会社 株式会社横森製作所 

有限会社柏彌紙店 大日本塗料株式会社 株式会社日本イトミック 吉野石膏株式会社

株式会社カナイ 太平洋セメント株式会社 日本インシュレーション株式会社 米山産業株式会社

株式会社亀井製作所 太平洋マテリアル株式会社 日本住宅パネル工業協同組合 株式会社ＬＩＸＩＬ

株式会社川口技研 株式会社タイルメント 日本ドアーチエック製造株式会社 リビエラ株式会社

株式会社キーテック ダイワ化成株式会社 日本ロックウール株式会社 株式会社リラインス

株式会社キョーライト ダウ化工株式会社 株式会社ネットメカニズム リリカラ株式会社 

株式会社共和 株式会社タカギ ネポン株式会社 リンナイ株式会社

共和成産株式会社 株式会社タカショー 株式会社ノーリツ ＹＫＫ ＡＰ株式会社

近畿セラミックス株式会社 タカラスタンダード株式会社 株式会社ノザワ YPC株式会社

クマリフト株式会社 田島ルーフィング株式会社 株式会社ノダ 株式会社渡辺製作所 

倉敷紡績株式会社 タック株式会社 株式会社ノベルストーンジャパン

クリオン株式会社 株式会社タハラ 株式会社ハウステック

クリナップ株式会社 株式会社タブチ 株式会社ハウゼコ

株式会社クワザワ 株式会社ダンテック 橋本総業株式会社

ケイミュー株式会社 株式会社Ｄａｎｔｏ　Ｔｉｌｅ 株式会社ハタノ製作所 

株式会社ＫＶＫ 中央エレベーター工業株式会社 パナソニック株式会社 

KYタイル株式会社 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

株式会社虔山 株式会社長府製作所 パーパス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　「カタらボ」参加企業等一覧

■正会員（240社）

2019.7.31

総会員数 318社

（社名ｱｲｳｴｵ順）



販売会社
リフォーム

会社
住宅会社

団体、関連
サービスなど

販売会社
リフォーム

会社
住宅会社

団体、関連
サービスなど

■賛助会員（78社）
浅野商事株式会社 販売 株式会社タスクスリー 販売

株式会社アベルコ 販売 ＴＯＴＯエムテック株式会社 販売

伊藤忠建材株式会社 販売 TOTO関西販売株式会社 販売

井下機器株式会社 販売 TOTO九州販売株式会社 販売

株式会社インテルグロー 販売 TOTO中部販売株式会社 販売

植田商事株式会社 販売 リフォーム TOTOリモデルサービス株式会社 リフォーム

HRKサンズ株式会社 その他 ナイス株式会社 販売

大田鋼管株式会社 販売 リフォーム 株式会社ナニワ 販売

岡部バルブ工業株式会社 販売 日東物産株式会社 販売 リフォーム

株式会社岡本 販売 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

株式会社角産 販売 福井コンピュータホールディングス株式会社 その他

株式会社カワハラ 販売 冨士機材株式会社 販売

協和産業株式会社 販売 リフォーム 住宅 株式会社フジコー 販売

株式会社久我 販売 株式会社冨治商会 販売 リフォーム

株式会社K-engine その他 株式会社不二精工 販売 リフォーム

株式会社慶旺 販売 マテックス株式会社 その他

京葉住設株式会社 販売 株式会社MANIX 販売

株式会社建築技術 その他 株式会社丸産業 販売

株式会社建築資料研究社 その他 丸善管工器材株式会社 販売

株式会社小泉 販売 リフォーム 株式会社丸八 販売

小泉機器工業株式会社 販売 株式会社ミクニ管材 販売

コーザイ株式会社 販売 リフォーム 有限会社ミチナス リフォーム

後藤木材株式会社 販売 三菱商事建材株式会社 販売

株式会社コンピュータシステム研究所 その他 三菱地所ホーム株式会社 住宅

株式会社サンクスコーポレーション 販売 村地綜合木材株式会社 販売

サンコー機材株式会社 販売 株式会社名東木材 販売 住宅

株式会社サンダイホーム リフォーム メガバックス株式会社 リフォーム

ジャパン建材株式会社 販売 山信株式会社 販売

 株式会社ジューテック 販売 株式会社山善 販売

 株式会社白木屋 販売 株式会社ユアサ 販売

株式会社シンエイ・ネクサス 販売 ユニマテック株式会社 販売

住友林業ホームテック株式会社 リフォーム 株式会社横滝 販売

一般社団法人　全国管工機材商業連合会 その他 株式会社ヨコヤマ 販売

株式会社ソーゴー 販売 米山産業株式会社 販売

双日建材株式会社 その他 楽天株式会社 その他

タカラ通商株式会社 販売 和以美株式会社 販売

タケヤテック株式会社 販売 渡辺パイプ株式会社 販売


