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Our dedicated workforce combined with our strong quality management 

systems will deliver the quality and exceed your expectations upon your 

specified job orders 

我々の強力な品質管理システムと組み合わせた献身的な労働者は、品質を

提供し、皆様の特定注文に対するご期待を超えます。 

 

When our goal is to distinguish a lasting and mutually benefiting 

partnership with our loyal clients. Exceeding your expectations is a top 

priority, and we intend to do it in every aspect from the product quality, 

packaging, delivery time and even after sales responsibilities. With more 

than two decades of experience in the industry, we can promise our clients a 

stable supply throughout the whole years. 

 

我々の目標は弊社の忠実なお客様と相互かつ永続きする有益なパートナーシッ

プを区別するためです。品質、荷姿、配達時間、販売後の責任までのあらゆる

面で、我々の最優先である皆様のご期待を超える所存です。産業界で 20年間以

上に渡る経験をもつ我々は、年間を通じてお客様に安定供給をお約束すること

ができます。 

 

Our company at a glance  ： 一目でわかる当社 

 

 

Companies served： 顧客（会社）   Countries：  顧客（国） 

  

Nearly 50,000 m3 :  ほぼ 50,000 m3        since 2013  :  2013年から 

 

> EXPLORE MORE <    もっと見る 

 

> SEE FULL COLLECTION <    全ての商品を見る   
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See how we can help. Contact us today. 
  

何かお力になれることがございましたら、何なりとお知らせくださいませ。 

 

Get in Touch   ： 連絡先     

CONTACT US  : 電話番号 +62 31 2382 9393 

WEBSITE DEVELOPMENT BY BOXEE  :  ウェブサイト開発者: BOXEE 

Contact us  : 電話番号 +62 31 2382 9393 

 

About Us ：会社情報 Quality Assured ：品質保証 

 

In 1991, we started out with just 73 people in PT. RIMBA SEMPANA 

INDONESIA, we produced hardwood flooring and decking for the European 

market.  

1991年に、PT. RIMBA SEMPANA INDONESIAのわずかな 73人で営業

を始め、欧州市場向けの堅木のフローリングとデッキングを生産致し

ました。 

 

Since then, we have grown and gradually added a range of customized job 

orders of finger joints products from 1996, and we become well known for our 

Pulai Issobo product for the Japanese Market ever since, and with more than 

20 years of experience in the wood industry, in the year of 2012 we decided to 

expands our production line into falcata barecore product and expand our 

market to China.  

それ以来、1996年から我々が会社を成長させながら、フィンガージョ

イント商品のカスタマイズ受注範囲を徐々に追加してきました。そこ

から、日本市場向けのプライ一層棒の商品で知られ始めました。。尚、

2012年に木材産業界での 20年間以上に渡る経験をもつ我々が、ファル

カタベアコア商品に生産ラインを拡大し、中国へ市場拡大をすること

を決断しました。 

 

As of today we have more than 500 people in our team specializing in the 

production of mixed hardwood, acacia, pulai, jelutong and falcata wood 

species. 
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現在は混合堅木、アカシア、プライ、ジェルトン、ファルカタ木材の

生産を専門とする従業員が弊社に 500人おります。 

 

ビジョン   VISION 

To achieve sustainable development and limitless growth in harmony with the 

society 

持続的な開発や調和した無限の成長を社会と達成するためです。 

 

MISSION  ミッション 

To build our Reputation in the wood industry based on our Sincerity and Integrity 

by doing the best we can  

最善を尽くして誠意と整合性に基づき、木材産業界における弊社の評判を構築

することです。 

 

High Quality Legal Wood 高品質の法的木材 

Indonesian Legal Wood  インドネシアの法的木材 

Certificate :  証明書  VLK 00269 

ISO 9001  Certificate : 証明書  ID15/03386 

 

Quality is a commitment, commitment is us 

品質はコミットメントであり、コミットメントは我々です。 

“Until one is committed, there is hesitancy, the chance to draw 

back, always ineffectiveness" 

“一回言質をとったら、躊躇したり、後退る気になったり、虚しさ

だらけがある“ 



In PT Rimba Sempana Indonesia we believe that commitment is the core value 

of a lasting partnership. You can count on us to give you a peace of mind from 

the moment the contract is signed until you receive your cargo. With us, you 

will find a dedicated business partner that take responsibility for our actions and 

our products. 

PT Rimba Sempana Indonesiaはコミットメントが長続きするパートナー

シップのコアバリューであると信じております。契約を交わした時点

から貨物を受け取った時点まで、お客様をご安心させるのを我々にお

任せください。我々がきっと、行動や商品についての責任を取るお客

様の献身的な営業パートナーになれます。 

Commitment is at the heart of everything we do 

コミットメントというのは我々の全ての行為の芯となっております。 

 

Our Product   商品情報 

Our company believe that a good outcome alone is not enough, 

that is why during the process, we make sure that we follow a 

strict operating procedures. 

弊社は良い結果だけが十分ではないと信じております。それで、

プロセス中には厳格な作業手順に従う確認をしております。 

Upon receiving your purchase order, our logistic department will 

gather the finest materials, our production department will 

strictly follow the client's parameters, and our quality control 

department will make sure that we deliver the quality.  



お客様の発注書を受注した以上、物流部が最高級の材料を収集

し、製造部がお客様のパラメーターに厳守し、品質管理部が高

品質の商品をお客様にちゃんと配達するのを確認します。 

 

WE HAVE A COMPREHENSIVE RANGE OF PRODUCTS 

WHICH INCLUDES 

我々には包括的範囲をもつ商品があります。それは： 

FINGER JOIN STICK   

 フィンガージョイントスティック 

FINGER JOIN LAMINATED 

フィンガージョイントラミネート 

S4S/E2E    FLOORING   フローリング 

BARECORE   ベアコア 

Solid Finger Joint Stick (Issobo)   

ソリッドフィンガージョイントスティック（一層棒）  

Dual Layered Finger Joint Stick (Nissobo) 

デゥアルレイヤードフィンガージョイントスティック（二層棒） 

Multiple Layered Finger Joint Stick (Tassobo) 

マルティプルレイヤードフィンガージョイントスティック（多層棒） 



 

Customer order is AVAILABLE 

顧客注文をしていただけます。 

All the products are available in different grade and sizes. The fully 

machine made products are structurally strong, durable and have 

superior size precision. 

全商品は異なる等級やサイズがあります。完全機械生産商品が

構造的に強く、耐久財で、優れた寸法精度をもっているのです。 

All the goods are supplied with good packing so that the final product 

that reaches the customer meets the international standards. 

顧客にお届けした最終商品が国際基準を満たせるように、全商

品は良好な荷姿で供給されております。 

 

CONTACT US ご連絡をお待ちしております  

Get in touch with us if you have any enquiries or to ask more 

information. 

商品へのお問い合わせ、または不明な点などがございましたら、

ぜひお気軽にご連絡くださいませ。 

 

 

 



RIMBA SEMPANA INDONESIA 

HEAD OFFICE :  本部 

Brantas, Km. 1, East Java, Indonesia 

PHONE 電話番号  +62 335 422823 

EMAIL ADDRESS ： メールアドレス 

 

Contact Form ：  お問い合わせフォーム  

NAME  :    氏名   EMAIL ADDRESS  :  メールアドレス 

PHONE NUMBER  :       電話番号   SUBJECT  :  課題 

MESSAGE  :    メッセージ   SEND  :   送信 


