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●京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」（2番出口）すぐ
●JR東西線「新福島駅」（3番出口）から徒歩約10分
●阪神本線「福島駅」（3番出口）から徒歩約10分
●シャトルバスが「リーガロイヤルホテル」とＪＲ｢大阪駅｣西側（高架下）の間で
運行しており、ご利用いただけます。

会場●グランキューブ大阪3F（大阪国際会議場）

6/22（金）　10：00～18：00
6/23（土）　10：00～17：00
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第56回平田感謝祭
暮らし こだわる プラスワン

2018

The way to  100th anniversary.

99

6.22 -23 Fri.  Sat.

株式会社平田タイルは、 オフィシャルサポーターとして
2025年 日本万国博覧会（万博）の大阪誘致活動を応援しています。

いのち輝く未来社会のデザイン



今年弊社は創業99周年を向かえました。
皆様の温かいご支援に心より御礼申し上げます。
皆様とともにこの先も成長していくにあたり、役立つ情報の発信と、デザイン性、機能性の高い
商品を提案していきたいと考えています。
今回のオレンジフェアでは最新のキッチン、バス、トイレなどの水まわり商材をはじめ、
タイル・インテリア・ウォールエクステリア建材、熱源機器や空調機器、照明など50社を超える
メーカーが一同に展示。
実際に見て・触れて・知って頂くことで　暮らしにプラスな情報が必ず見つかる年に一度の大商談会です。
平田タイルのこだわる今より少し心地良い、豊かな暮らしのヒントを見つけに
皆様お誘い合わせの上、ぜひお越しください。社員一同お待ち申し上げております。
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皆様とともにこの先も成長していくにあたり、役立つ情報の発信と、デザイン性、機能性の高い
商品を提案していきたいと考えています。
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株式会社 平田タイル 代表取締役社長株式会社 平田タイル 代表取締役社長

暮らし こだわる プラスワン

DAY22. FRI.

セラミックタイル新製品展示会
CERAMIC TILE TREND EXPO
国内外の最新のタイルトレンドをお届けします。
このたび、住宅建材の大展示会「平田感謝祭・オレンジフェア」のスペシャルイベントとして、国内
外のインテリアタイル・住宅外壁タイル・商業施設タイル・石材などの今年の新製品を一堂に集
め、皆様にセラミックタイルの素晴らしさをご提案します。

同時開催 6/22-23  グランキューブ大阪 3F

ガラポン大抽せん会
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49インチ
４Kテレビ

任天堂　スイッチ

シックスパッド

プリンセス テーブルグリルピュア

グーグルホーム

3

7

5

世界中の家具・インテリアアイテムを扱うセレクトショップ
にてプレスを9年担当。フリーランスを経て現職。
インテリアトレンドのマーケットリサーチを行う。

●セミナー
「ミラノサローネ国際見本市にみる
2018年のインテリアトレンドについて」

講師：株式会社平田タイル・マーケティング部 
古川　真由子 

事前予約受付

※定員になり次第申し込み終了（ご予約は弊社社員まで）

当日参加

香り高いコーヒーをお楽しみください。

開場時間にお越し頂いた方に早出賞として
22・23日両日先着100名様にクオカードを
プレゼント！

早出賞 各日10:00 open

うどん試食コーナー

UCC上島珈琲

こだわりのお取り寄せグルメ
当日の販売もしております。

Stamp Rally
スタンプラリー
会場内で用紙に記載された出展企業のブースを回っていただいた方に
粗品進呈！

ゴルフ用品特価コーナー超特価工具市開催超特価工具市開催超特価工具市開催 Enjoy Golf!!

●マキタ●ムラテックKDS
●ツボ万
●石井超硬工具製作所
●ダイコー株式会社

人気の工具を大特価で！

お得意先様限定企画！

4/1～6/23までのご成約金額に応じて抽選！4/1～6/23までのご成約金額に応じて抽選！4/1～6/23までのご成約金額に応じて抽選！
皆様の暮らしにプラスワン。暮らしに楽しさをプラスする製品をセレクトしました。
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いつでも、どこでも、気の向くままに、
自由なスタイルでゲームを楽しむことができます。

独自の先進EMSテクノロジーで
健やかな未来を共に創り上げます。

テーププリンター 

PLEMO
立体型アイマスク

4

ただ『焼く」だけだったホットプレートが、
テーブルを彩るインテリアに。
オシャレ過ぎる！と、話題のテーブルグリルです。

大迫力の臨場感×4Kの高画質。
たくさんのコンテンツを楽しめます。

無線通信接続機能と音声操作のアシスタント機能を持つ
AIスピーカー。"OK Google" で毎日の予定の管理や
スマートホームの操作も簡単にできます。

いつでもどこでも使いやすい、
手のひらサイズのテーププリンター。

ごはんの量とカロリーが
簡単にわかる便利なお茶碗です。

立体デザインにより、安眠と
スッキリ目覚めに 
最適なアイテムです。 

出展メーカー協賛の
豪華賞品をご用意して
おります。

8

タニタ食堂のお茶碗

9メーカー賞6

多肉植物
寄せ植え体験

手軽に出来る
ハーバリウム体験

Planting

Herbarium

6.22.FRI

6.23.SAT

6.22.FRI 6.23.SAT

庭づくりのプロがお部屋を彩る
寄せ植えをレクチャー！

大人もお子様も楽しめる
新しいお花のインテリア雑貨

500円 1000円
※写真はイメージです。

お部屋のインテリアに最適

■講師：ガーデンショップfeel
　　　髙見 周一

■講師：らっぴらっぷ
　　　さいとうえみ

大人気・恒例の
タイルクラフト

TILE CRAFT
モザイクタイルを使って
いろんな作品を作ろう！
■講師：平田橙青会

有 料

Seminar 1

Panelist

イタリア・ミラノで開催される世界最大規
模の家具見本市「ミラノサローネ」。 
ヨーロッパ中のトップメーカーが最新作を
出展し、インテリア・住宅などのトレンドが
毎年発信されます。2018年のインテリア
のトレンドをご紹介いたします。

@グランキューブ大阪12F　会議室1202 ●13：30～14：30    

●セミナー
「I'm homeが考える
これからの上質で豊かな空間」
@グランキューブ大阪12F　会議室1202 ●15：30～ 17：00

DAY22. FRI.

多摩美術大学美術学部建築学科卒業後、商店建築社に入社。月刊『商店建築』の編集を経て、
2000年にハイエンドデザイン&ライフスタイルをコンセプトにした『I'm home.』 を企画・
創刊。このほかレストランオーナのサクセスストーリー「I LOVE RESTAURANT」やインテ
リアデザイナー・間宮吉彦の「Style INFIX」なども企画・制作。また、2012年より、新規事業と
して住空間のインテリアデザインおよびコーディネートを行うI'm home. Interiorを開設。

講師：『I'm home.』　Editorial Director, I’m home. Interior
角田　絵里沙 

事前予約受付

※定員になり次第申し込み終了（ご予約は弊社社員まで）

当日参加

Seminar 2

Panelist

上質なデザインと暮らしを考えるハイエンドなホームデザ
イン&ライフスタイルを提案し、建築家から一般ユーザー
まで幅広い支持を得る雑誌「I’m home」の編集長・
角田絵里沙さんを迎え、上質な空間づくりについて語って
いただきます。

●セミナー
「タニタの健康セミナー　～タニタ食堂に学ぶ
500kcalまんぷく定食のコツ～」
@グランキューブ大阪11F　会議室1101・1102
●1回目  11：30～12：30  ●2回目  14：30～15：30

DAY23. SAT.

講師：タニタヘルスリンク 管理栄養士 

事前予約受付

※定員になり次第申し込み終了（ご予約は弊社社員まで）

当日参加

Seminar 3

Panelist

タニタが考える健康づくりのヒントや、
話題となっているタニタ食堂で提供して
いる献立作りのコツや実践のテクニックを
お伝えします。
また外食やコンビニエンスストアの活用
術についてもお話します。

来るべき創業100周年を前にワンランクアップのご提案を

PLUS ONE YOUR LIFE

1000円

1500円

空くじ無し
豪華賞品
が当たる！

株式会社 LIXIL

Elisa SUMITA 

http://imhome-style.com

高品質のグラニュー糖、モンドセレクション金賞受賞の
水飴を使用した、カラフルでかわいい純国産のキャンディです。

アンケートにお答えいただいた方に、
もれなく来場記念品をプレゼント！Present

野州たかむらキャンディボトル

※数には限りがございます。


