
建産協ニュース 

社団法人 日本建材･住宅設備産業協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆８月のコンテンツ掲載数・アクセス状況 

 

  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 

8 月 138 545 49,642      9,808,750 
 

 

 

◆住宅エコポイント特集コーナー 

住宅エコポイントに関する対象商品や制度を紹介したカタログ等を掲載した「住宅エコポ

イント特集コーナー」の充実を進め、『カタラボ』利用者にとって有益な情報をご提供する

ととともに、制度のますますの活用と普及促進を図ります。 

※住宅エコポイントに関する商品や制度等の情報を掲載したカタログ、パンフレットを 

お持ちのメーカー様は、『カタラボ』へのご参加と特集コーナーへの掲載をご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年９月１０日 

 

「カタラボ」アクセス数は過去最高を更新 
 

～８月の月間アクセス数９８１万ページビュー～ 

社団法人日本建材・住宅設備産業協会が公開している、建材と住宅設備のデジタルカタロ

グ集『カタラボ』の８月月間アクセス数は前月を更新し、過去最高の９８１

万ページビューとなりました。また、９００万ページビューを超えるの

は 3 ヶ月連続となり、引き続き好評いただいています。 
また、９月より建材・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

る企業様にむけた新しいサービスとして、「賛助会員」制度を開始いたしました。

そのため、参加企業は 138 社（正会員 131 社、賛助会員 7 社）と拡大しています。 

※月末実績 

●旭化成建材株式会社 

●旭有機材工業株式会社 

●旭硝子株式会社   

●旭ファイバーグラス株式会社 

●グローエ・ジャパン株式会社 

●三協立山アルミ株式会社 

●ＪＦＥロックファイバー株式会社  

●新日軽株式会社 

●セントラル硝子株式会社   

●大建工業株式会社 

●大信工業株式会社 

●ダウ化工株式会社 

「住宅エコポイント特集コーナー」掲載メーカー（23 社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＴＯＴＯ株式会社  

●トステム株式会社 

●ニチアス株式会社   

●日本板硝子株式会社 

●日本ロックウール株式会社  

●株式会社ノダ   

●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  

●株式会社北洲 

●マグ・イゾベール株式会社   

●ＹＫＫ ＡＰ株式会社 

内訳：正会員 131 社、賛助会員 7 社 

（9 月 9 日現在） 



 

◆「賛助会員」について 

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

企業様を「賛助会員」とし、以下のように『カタラボ』をご活用いただくことができます。 

 

① 『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様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。 

② 商社・代理店・販売会社等流通に携わる企業様のホームページに、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、7 社の商社・代理店・販売会社様が「賛助会員」としてご参加いただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆『カタラボ』について （http://www.catalabo.org） 
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、好評いただいています。 

 

＜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 

3 月 116 427 44,471 9,291,039 

4 月 116 472 47,134 8,778,765 

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 

※月末実績    

 

 

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/

 

●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 

●日本板硝子関東販売株式会社 

●橋本総業株式会社 
（9 月 9 日現在） 



「カタラボ」参加企業等一覧 

（社名ｱｲｳｴｵ順）  
 

 

■正会員（131 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 

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 

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 

クボタ松下電工外装株式会社 

クリオン株式会社 

グローエジャパン株式会社 

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 

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 

新東株式会社 

新日軽株式会社 

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 

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 

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  

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 

マグ・イゾベール株式会社 

マックス株式会社 

株式会社ミサワテクノ  

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 

株式会社和光製作所 

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 

日本板硝子関東販売株式会社 

橋本総業株式会社 

■賛助会員（7 社） 

（9 月 9 日現在）


