
明日をつくる
未来へはこぶ

よりよい明日にしたいと、今日、つくり出されるモノがある。

それが広く行きわたることで、未 来は真に豊かになれる。

この「つくる」と「はこぶ」の両方を担う稀な存在だからこそ

生み出すことができた独自の価 値がカトーレックの強み。

そして世 界へ、次のステージへ。更なる成 長を展 望される

お 客 様を支え続けるという決 意を、この 言 葉に込めて。

経営理念

カト ー レ ッ ク は 、常 に 時 代 の 変 化 に 対 応 し 、

お 客 様 の パ ー ト ナ ー と し て 高 い 志 を も ち 、

信 頼 さ れ 、愛 さ れ る 企 業 を め ざ し 続 け ま す 。

SINCE 1877
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ELECTRONICS

「ロジスティクス」と「エレクトロニクス」を組み合わせて、
お客様の事業に新しい価値を、次の展開を

「物流」と「モノづくり」を基幹事業とするカトーレックでは2つの事業を一貫して見つめ、

各事業で得た経験やノウハウを活用し合う『ロジトロニクス』を推進。これによって生まれる

シナジー効果で、品質・コスト・生産スピード等でより魅力的なEMS※、あるいは管理精度や

信頼性が高く、効率的でスピーディーな物流ソリューションといった独自の価値を提供。

お客様の事業のさらなる発展をサポートし続けています。
※電子機器受託製造サービス（Electronics Manufacturing Service）の略。他企業からエレクトロニクス機器の製造を受託する。

K IPS（Katolec Innovative Production System）
NPS※思想・手法を生かしたKIPSの推進で、製造から物流までの「整

流化」に取り組んでいます。この継続的な改善活動が、「ロジトロニ

クス」としてお客様に新しい価値を提供することに繋がっています。
※New Production Systemの略称でトヨタ生産方式を学ぶことで事業の改善を図る研究会

LOGISTICS
さらなる改善・効率化で
もっと正確・スピーディーに。

ロジスティクス事業 [輸送・保管・加工]

日本で、世界で、魅力的な
製品を確実にお客様のもとへ。

EMS（電子機器製造受託サービス）事業 [設計・調達・製造]

SOLUTION

お客様の「サプライチェーン」を
トータルにサポート。

モノを「つくる」と、モノを「はこぶ」を融合した

新たな価値で企業の「課題」を解決するロジトロニクス。
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お客様の「つくる」をワンストップサービスで。

ＥＭＳ※（電子機器製造受託サービス）をグローバルに展開

当社の製造受託サービスは、プリント基板の実装を中心に、電子機器の

設計から資材調達、完成品の製造、物流までトータルにサポートします。

38年以上続く「モノづくり」のノウハウと、物流と連携した生産工程の

改善によって、優れた「Ｑ（品質）Ｄ（デリバリー）Ｃ（コスト）」を実現。

生産・調達拠点をグローバルに提供することでお客様の海外進出を強力

にバックアップします。 

民生機器から車載機器まで

オフィス・家電等の民生機器、通信・住宅・エネルギー等の産業機器、

自動車のフロントパネルやテールランプ、スマートキー等の車載機器

など幅広い分野でアセンブリサービスを提供しています。基板実装から

モジュール品、完成品の製造まで対応可能です。近年は、高品質が認め

られ、航空宇宙分野にも参入しています。

EMS（電子機器製造受託サービス）事業 ［設計・調達・製造］ 1980年以来、38年以上積み重ねてきた    「モノづくり」の経験とノウハウで、お客様のグローバル戦略をサポートします。

ELECTRONICS
量産設計技術支援VA / VE提案 資材現地調達化支援

調達＆生産管理・
トレーサビリティシステム

国内外の生産・物流・
輸出入コンサルティング

建物 / 設備 / 人員 / 
オペレーション

検査装置・製造自動化装置・治具
（設計～製造～メンテナンス）

Katolec受託サービスお客様

お客様は、サービスメニューから任意の組み合わせで選択

・電子回路設計

・プリント基板設計

・外装/機構設計

・ソフトウエア開発

・試作/評価

・新部品評価、検証

・信頼性試験

・部品調達 

・コストダウン提案

・生産管理

・実装/組立

・検査

・品質保証

・梱包

・在庫管理

・輸送

企画

お客様

販売設計 試作・検証 資材調達 製造 出荷・輸送

基板実装 完成品モジュール

※Electronics Manufacturing Service

カトーレックが実装したプリント基板は多様な機器や
製品に組み込まれています。

［生産品目一覧（基板実装、モジュール品、完成品）］

産業用機器
アミューズメント機器、自動販売機 等

医療機器
透析器、CTスキャン　等

航空・宇宙機器
ロケット

ＡＶ機器
デジカメ、テレビモニター、オーディオ編集機（完成品） 等

家電製品
洗濯機、電子レンジ、ミシン、電動自転車 等

情報・通信機器
プリンター（基板実装／完成品）、ＦＡＸ、コピー機 等

車載関連機器
カーオーディオ（完成品）
カーナビゲーション（完成品）

ETC（完成品）

フロントメーターパネル

パワーウィンドウ

ワイパースイッチ

ヘッドライト

テールランプ

室内灯

スマートキー

カーシートヒーター

バッテリーセンサー コーナーセンサー

住宅設備機器
エアコン、温水洗浄便座、ガス機器 等
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海外展開ニーズに「迅速・高品質」で応える生産拠点。

グローバルプラットフォームで、調達・生産を最適化

同一レベルの高いサービスを国内外9カ国、１2ヶ所の工場で提供し

ています。事業環境の変化に合わせて、スムーズに生産移管ができ、

カントリーリスクなどへの柔軟な対応が可能です。また、各工場での現

地調達機能に加え、グローバル調達拠点（日本、香港、マレーシア）が

最適な調達をバックアップ。VA/VEによるコストダウンを提案します。

熟練技術者と最新設備で生み出す高品質

電子部品（特にチップ化された小型化部品）をプリント配線板等電子基

板に実装するSMT（Surface Mount Technology）技術で38年以上

の実績をもち、創成期から経験を積んだ熟練の技術者が多数在籍してい

ます。また、最新の設備も充実させ、大手電気メーカーなどから高い評価

をいただいています。

ELECTRONICS
［グローバル生産拠点と調達拠点］

MEXICO TIJUANA

MEXICO GUANAJUATO

SUZHOU

HONG KONG

松山

高松

GUANGZHOU
VIETNAM

PHILIPPINESTHAILAND
INDIA

MALAYSIA

INDONESIA

松山中国・広州ベトナム

インド

タイ

マレーシア

高松

メキシコ・ティファナ

メキシコ・グアナファト

フィリピンインドネシア

中国・蘇州

工場 グローバル調達拠点 設計・技術

カトーレック・グローバル・プラットフ
ォー
ム

お客様のビジネス戦略をサポー
ト

スピーディーな生産拠点変更・追加を実現

EMS（電子機器製造受託サービス）事業 ［設計・調達・製造］
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［輸配送拠点と倉庫保有拠点］

LOGISTICS

「モノづくり」のノウハウで「モノをはこぶ」をスムーズに。

国内も海外も物流業務を最適化して
「モノのながれ」をスピードアップ

エレクトロニクス事業で培った管理精度を活かして、物流業務をトータル

に改善・効率化し、最適かつスムーズな物流を実現します。全国26ヵ所

の倉庫、40以上の物流拠点、約800台の車両を保有。四温度帯の維持

や、精密機器さらには貴重な美術品の安全輸送など、豊富なノウハウを

有し、お客様のニーズにお応えできる物流チェーンを構築しています。

グローバル物流を支える［海外物流拠点］

日本と海外拠点が連携して、お客様の調達から輸出入・保管・納品まで、一貫した国

際物流サービスを提供します。例えば、複数のサプライヤーから調達した商品を、

一つにまとめて日本や海外へ輸出するバイヤーズ・コンソリデーション。海外拠点に

おいても、製造工程の一部を行うサービスやラベル貼等の流通加工、大型機械用の

スティール製パレットを設計・製造して供給するなど、幅広い分野でサポートします。

トータル物流サービス

カトーレックのトータル物流サービスにはロジトロニクスが活かされています。
保管から輸配送まで、すべてをワンストップで。

調達物流 製造

日本国内及び海外

販売物流

消費者

顧客店舗・小売店

顧客国内納品先

顧客海外納品先

サプライヤー

サプライヤー

サプライヤー

サプライヤー

物流センター工 場物流センター

輸配送サービス

3PL

通関

共同配送

保管・荷役サービス

四温度帯
（冷凍・冷蔵・定温・常温）

パレット 設計・製造
（機械輸送用大型パレット等）

バイヤーズ・
コンソリデーション

流通加工サービス
（箱詰め合わせ、包装、
バンドル、ラベル貼付等）

製造工程サービス

フルフィルメント

輸出入代行
機器の設置・回収

ＶＭＩ ＪＩＴ納品
総合物流管理システム

（ＷＭＳ，ＴＭＳ，ＥＤＩ，トレーサビリティ）

本社・高松本社　支店・営業所（倉庫併設）　営業所

ロジスティクス事業 ［輸送・保管・加工］ お客様の製造・販売戦略の最適化を提案します。

機械輸送用大型パレット製造 倉庫内ピッキング作業

タイ物流拠点

香港物流拠点

ベトナム物流拠点

高松支店

本社・美術輸送拠点

中部支店

仙台支店

大阪支店
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物流のトータルソリューションで、
お客様の経営課題を解決 ［３PL事業］

お客様の物流業務をトータルに受託する3PL（3rd Party Logistics）

事業を推進。効率的で確実な輸配送はもちろん、流通加工、倉庫での

保管、宅配、通関、システム開発など、物流に関わるすべての工程を引き

受け、最適なビジネスサポートを提供します。

共同配送をはじめ、独自の物流ノウハウで
お客様の流通戦略をサポート

お客様の生産・販売活動をトータルに検証し、もっとも効率的な物流ルート

を設計することで、モノの流れを最適化する改善策を提案しています。

例えば、数社の商品をまとめて輸送する共同配送。輸送コストを削減でき、

食品や化粧品などで成果を上げています。

倉庫・輸配送管理を一体化［総合物流管理システム］

保管から、輸配送、請求までデータを一元管理し、リアルタイム管理に

よる正確な在庫把握や、自動配車管理を実現。また、荷物の追跡情報も

２４時間提供可能。現場からムダを排除し、作業品質を向上しています。

安心して任せられる専門スキルと実績
［美術品輸送・保管］

30余年の実績があり、輸送から展示の設営まで一貫した美術品輸送

サービスを提供しています。形状や材質などはもちろん、作られた年代

や保存状態など、美術品の輸送や管理に求められる条件は様々です。

美術品輸送のエキスパートである「美術品梱包輸送技能取得士※」が

的確な方法を見極めて、梱包や開封、車載時の固定を行っております。
※美術品の梱包輸送技術の維持・向上のため、公益財団法人日本博物館協会が試験を実施、認定しています。

専用トラックを独自開発 ［美術品専用トラック］

エアーサスペンション・温湿度管理装置を備えた美術品専用トラックを

保有しています。車両はグループ会社の精密自動車サービス㈱と美術

輸送支店が共同開発しており、装備は日々進化しています。

貴重な美術品が安心して滞在できるホテル
［美術品専用倉庫］

東京ベイエリアのカトーレック本社ビル内に、美術品専用倉庫を保有。

最適な温湿度管理が可能な個別制御空調システム、カタログ制作時に

便利なフォトスタジオ、万全のセキュリティ体制など、充実した環境を

整えています。当倉庫は保税地域に指定されており、関税がかからない

まま美術品の状態を倉庫内で確認することができます。また、大阪にも

美術品倉庫があり、輸送・設営スタッフが常駐しております。

巡回展をワンストップでサポート
［国際輸送ネットワーク］

国際的な美術品輸送組織ICEFATのネットワークにより、美術品を海外

から運び入れ、保管・輸送・展示・撤収を繰り返しながら日本国内の展示

会場を巡回し、再び海外へ返却します。

美術品輸送の国際組織
ICEFATに加盟しています。
1977年に結成された、世界３４カ国７６社が
加盟する美術品輸送規格水準向上を目的と
した国際的な組織です。

INTERNATIONAL CONVENTION OF
EXHIBITION AND FINE ART TRANSPORTERS※2018年10月現在

経営課題と現場ニーズに確かな物流ノウハウを。 美術品輸送30余年のノウハウと実績が紡ぐ安心。

総合物流管理システム

LOGISTICS
ロジスティクス事業 ［輸送・保管・加工］
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地域への感謝をカタチに。
環境への敬意を行動に。

世界の美術品を展示したギャラリー

ピカソ、ルノアールなどの美術品を展示した「四国村ギャラリー」も開設。

幅広いジャンルの貴重な芸術にふれることができます。

数々の賞を獲得した文化財の宝庫

31棟の建物と約1万点の古民具の多くが文化財指定を受け、平成6年

のメセナ大賞「地域賞」をはじめ、数々の賞を受賞しています。

ＣＳＲ活動の一つとし、「故郷」への恩返しとも考え、

創業の地である四国・高松に四国各地から

古民家や旧跡を移築し、伝統のくらしと文化を

現在に伝える活動を続けています。

公益財団法人四国民家博物館　四国村

文化事業／環境保全 文化と社会を見つめています。

「人、社会、環境」の３つの側面で、良き企業市民としての責任を果たしたいと考え、

地球環境への負荷を抑える活動にも、全社一丸となって取り組んでいます。

グリーン経営のため各種認証を取得 CO2排出量の低減へ　

物流の各プロセスを見直し、低燃費車両の

導入、省エネ運転技術の習得、梱包資材の

リサイクルなどを実施しています。

品質管理のため国際規格を取得

品質マネジメントの国際規格「ＩＳＯ９００１」、

「ISO14001」、「IATF16949」を各拠点で

取得しています。

あらゆる面から環境負荷の削減へ

事業活動の全工程でムダをなくす「整流化」

を図ることで、省エネや省資源を推進。世界

的な環境規制にも対応しています。

地球に優しい、モノづくりと物流を

工場や倉庫に、太陽光発電パネルを設置。

再生可能エネルギーを活用し、地球環境に

配慮した拠点づくりを進めています。

安全性向上と法令順守にも努めています。

各拠点が公益社団法人全日本

トラック協会の「安全性優良事業

所」に認定されています。

交通安全への取り組み

環境マネジメントの国際規格「ＩＳＯ１４００１」

を各拠点で取得。「グリーン経

営」認証等も取得しています。

CULTURE/CSR

 
12


