
創業100周年記念

　平田感謝祭

これからの新築・リフォームに
住まいの建材が勢揃いの大展示会

INVITATION

2019 6.7 Fri. - 6.8 Sat.
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

オレンジフェア57th

●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）
6/7（金）　10：00～18：00　6/8（土）　10：00～17：00
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〒550-0011　大阪市西区阿波座1-1-10
TEL 06-6532-1232



当社は1919年に京都で創業。
茶碗などの食器を扱う「平田屋 陶器店」の建築陶器部としてスタートし、
建築用陶磁器、タイル、トイレ等の衛生陶器を取り扱いはじめました。
タイルといえば「水まわり全般」に使われていたことからタイルの会社でありながら
水まわり商材も幅広く取り扱ってきました。
時代の流れとともに、システムキッチン、ユニットバス、キャビネット洗面化粧台へと
進化する水まわり商材に対応しながら、当社はタイルと水まわり、様々な内外装建材
を扱う総合プロデュース企業として発展してきました。
販売だけでなく、商品開発や、施工までを手がけ、西日本地区におけるタイル工事業
として初めてISOを取得するなど、信頼のおけるタイル専門工事業者としても日々
努めております。
そして、記念すべき100周年を迎え、今までの取り組みをふりかえるとともに、次の
100周年に向かってThe Timeless Challengeをスローガンに掲げ過去にとらわれず、
進化し続ける企業を目指していきたいと考えております。

今年弊社は創業100周年を迎えました。
皆様の温かいご支援に心より御礼申し上げます。
今回で57回目の開催となる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、熱源機器や空調機器、照明などの住宅設備機器、インテリア・
ウォールエクステリア建材など住まいに関するあらゆる商材を一同に展示。
また今年で３回目となるタイル新製品展示会も同時開催。上質で洗練された空間
つくりに欠かせないタイルの魅力をお伝えします。
時代とライフスタイルの変化をキャッチし、これからも役立つ情報の発信と様 な々ニーズ
に対応したデザイン性、機能性の高い商品を提案していきたいと考えています。
実際に見て・触れて・知って頂くことで 住まいにプラスな情報と、ワンダフルな暮らしの
ヒントが必ず見つかる年に一度の大商談会です。
平田タイルの100周年記念感謝祭に是非ご期待頂き皆様お誘い合わせの上、
お越しください。社員一同お待ち申し上げております。

おかげさまで100周年

暮らしにプラス  ワンダフル！

株式会社 平田タイル
代表取締役社長

▲中央のロゴマークは前身の屋号「丸一屋」から。

創業100周年記念エンブレムについて
タイルの異形状パターン貼りをイメージしています。目地線を強調し、

100周年=100THを表現しています。

100とTHが右上りになっているのは、当社エンブレム二本線と同じく、100周年以降も

未来に向かって無限に可能性を秘め成長しいてく、という事を表現しています。



朝日ウッドテック
ウッドワン
SFA JAPAN
大阪板硝子販売
オンリーワンクラブ
関西電力
クリナップ
GROHE
ケイミュー
コイズミ照明
コロナ
コンビウィズ
サニタリーシステム
SANEI

JAXSON
ジャニス工業
ジャパンコーラー
ダイキンＨＶＡＣソリューション近畿
大建工業
タカギ
タカラスタンダード

トクラス
南海プライウッド
ニチハ
ノーリツ
パロマ
フクビ化学工業
三菱ケミカルインフラテック
三菱電機
ミナミサワ
ヤンマー産業
ＬＩＸＩＬ
リンナイ
AQUAPiA

ガーデンショップfeel
クレアモード
ケントク
平田橙青会
めりけんや
UCC上島珈琲
オレンジリフォームサークル（ORC）

アイコットリョーワ
エービーシー商会
オンリーワンクラブ
シーエムエス
セラミカ・クレオパトラ・ジャパン
ダイコー
ダイナワン
タイルメント
ダイワセラミックス

DantoTile

TChic

TOTO
名古屋モザイク工業
ニッタイ工業
日本化成
LIXIL
ハイセラミクス

キッチン・バス・トイレなどの住宅設備機器、フローリング・ドア・サイディング
などの住宅建材のトップメーカーの最新の製品を一度にご覧いただけます。
実演会も開催いたします。

Exhibitors

CERAMIC TILE TREND EXPO 2019

ORANGE FAIR 57th

Seminar

Profile
大阪府出身。旬の素材を生かした簡単でヘルシーなメニューを提案し、テレビや雑
誌、講演会など多方面で活躍。プライベートでは一男二女の父親として日々子育て
に奮闘中。親子の食育、男性の家事・育児参加、食を通してのコミュニケーションを
広げる活動に力を入れている。

Theme
「きちんとご飯を作って家族で食卓を囲む」。

コウケンテツ氏が料理研究家としても、家族を持つ一個人としても、最も大切にしてい

ること。ライフスタイルの変化により共働きや残業、子供の塾や習い事など様々な理由

で家族揃って食卓を囲む機会が減ってきています。

食育通して家族の大切さや人との繋がり、本当に大事なものを見つけられる講演です。

事前予約受付 当日参加

講師：料理研究家

コウケンテツ 氏

●セミナー「キッチンからはじまる家族の絆」
@グランキューブ大阪　会議室1202 　

6月8日（土）

① 11：00～12：00
② 14：00～15：00     

Profile
ハースト婦人画報社 エル・デコ ブランドディレクター。編集者・ジャーナリストの立場
から長年にわたりライフスタイルやインテリア、デザインの分野に関わる。
「フィガロ・ジャポン」副編集長、「ペン」編集長（いずれもCCCメディアハウス、旧阪急
コミュニケーションズ）を経て、2005年から「エル・デコ」日本版（ハースト婦人画報
社）の編集長に就任。2014年7月より現職（BRAND DIRECTOR）、現在に至る。

講師：ELLE DECOR  ブランドディレクター 
木田　隆子 氏

●セミナー「インテリア空間と素材について」
@グランキューブ大阪　会議室1202 　

6月7日（金）

15：00～16：30

建築・ライフスタイル・インテリアトレンドなどのセミナーを開催いたします。
各方面で第一線で活躍する講師を招待し、幅広いジャンルでセミナーを
行います。セミナーは無料で参加いただけます。
※定員になり次第申し込み終了（ご予約は弊社社員まで）



会場内には様々なサービスや
催しをご用意しております。

当日、会場で100周年記念超特価
タイムセール実施！！

service

SALE

Present
●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！

各日来場先着100名様に
コーヒーショップ
ギフトカードをプレゼント！

EARLY MORNING賞

超特価工具市開催

当日、会場内でアンケートに
お答えいただいたお客様に
創業100周年記念オリジナル
グッズをご用意しております。

香り高いコーヒーをお楽しみください。

うどん試食コーナー

上島珈琲

会場内で特別販売

at Osaka International Convention
Center 3F

CERAMIC TILE TREND EXPO 2019
セラミックタイル新製品展示会

FRI.
10：00～18：006.7 SAT.

10：00～17：006.8

同時開催

Events 
会場内では様々なイベントを開催。
ご家族でも、おひとりでも気軽にご参加いただけます。

Terrarium

■講師：ガーデンショップfeel
　　　髙見 周一

小さな地球・テラリウム。
苔を使ったアレンジメントです。

●こけ玉・テラリウム

●6月7日（金） 6月8日（土）

各1000円

Fashion Nails

■講師：クレアモード
　　

お湯で落とせる１DAYネイル。
普段ネイルができない方に！

●水性ネイル体験と物販

●6月7日（金）

体験無料

Flower Magnet

■講師：タキイ種苗
　　

タネのもつユニークな色や柄、
形をいかしてデザイン。

●種子を使ったマグネット
●6月8日（土）

500円

Tile Craft

■講師：平田橙青会
　　

モザイクタイルを使って
楽しいアートを作ろう。

●タイルクラフト教室
●6月7日（金） 6月8日（土）

※写真はイメージです。

Tile Marche

国内外の可愛いタイルが
この日限りの大セール。
※数に限りがあります。

●タイルマルシェ
●6月7日（金） 6月8日（土）

タイルの魅力を届けたい。
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。

¥500
COFFEE

有料


