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タイルショールーム、続々オープン !!

ショールームを象徴するサロン

〝タイルの森〟をイメージしたエントランス

　タイル ･ 石材等の輸入販売を行なっているリビエラ㈱

（本社：静岡市／加藤久和社長）は、今年３月 25 日にイ

タリアタイルをメインにしたショールームを同社として

は初めて東京に開設した。

　住宅関連各社が集まる西新宿にオープンした東京

ショールームは、約 200㎡のスペースにリビエラの輸入

するデザイン性に特化したイタリアタイルをメインに展

示。“ サローネ ･ デラ ･ チェラミカ salone della ceramica”

（陶磁器のサロン）をコンセプトに掲げ、訪れる方が寛げ

る空間をめざす。大量に商品を置いて雑多なイメージの

あるショールームではなく、利用しやすくサロンのよう

な落ち着いたショールームづくりを図っていく。

　魅力的なタイルショールームが増えて競い合うなかで

ユーザーの購入意欲をそそる魅力的なタイルの提案が訴

求され、付加価値の高いタイルの需要創出が期待される。

　エントランスは、〝タイルの森〟をイメージして天井か

ら吊り下げた柱にタイル新商品を展示。ショールームの

コンセプトを集約した「サロン」空間では、打合せや商

談をゆったり行なうことができる。

タイルを巡る需給環境は住宅・マンション着工数の伸びに比べて低迷し、厳しい状況が続く。

この４月には〝タイルの殿堂〟とも言われた、かつてのＩＮＡＸタイルショールーム銀座が

閉館してタイルファンを大いに嘆かせたが、ここに来て輸入商材を積極的に展開する商社の

ショールームオープンが続いている。その動きをご紹介する。

■リビエラ　東京ショールーム
　〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 5-3-2 イマス西新宿ビル１Ｆ
　TEL 03-6276-3450 FAX 03-6276-1121
　営業時間　月曜日～日曜日 ･ 祝日 10:00 ～ 17:30

リビエラが「東京ショールーム」をオープン！
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東京ショールーム 正面カウンター

ハイセンスなタイルを見ながらの商談ルーム 東京ショールーム 入口正面内観

　セラミックタイルの世界のトレンドを紹介する㈱平田

タイル（本社：大阪市／平田雅利社長）は盛夏の７月 20 日、

待望の東京ショールームを中野区・中野坂上交差点にオー

プンした。多くのユーザーからたいへん要望の多かった

ハイセラミクス・ビスケット・サンクレイの東京ショー

ルームがグランドオープンとなった。また同社の業務拡

大に伴い、サンクレイ事業部本部・カバーリング事業部

の東京事業所オフィスも同所に併設、移転した。

　このハーモニータワーの１Ｆワンフロアに約 120㎡の

広さの空間に展開される東京ショールームでは、世界の

ハイセンスなデザインタイルを実際に手に取って自由に

閲覧することができる。ヨーロッパ・アメリカのデザイ

ントレンドを紹介する新製品をはじめ、見やすい壁面構

成で 3 ００種を超えるモザイクパネルが展示され、形状・

色・テクスチュアなどもより見やすく、イメージの拡が

る工夫もなされている。

　同社は 94 年前、京都でタイルと衛生陶器の販売を始め、

24 年前には東京事務所を開設、今回、念願の東京ショー

ルームのグランドオープンとなった。来年95周年を迎え、

100 周年に向けて世界市場でタイルの可能性を無限に広

げ、日本の新たなる需要創造をめざす。

平田タイル 東京ショールーム グランドオープン！

■平田タイル　
　東京ショールーム＆東京事務所
　（カバーリング事業部 ･ 東京営業所／

サンクレイ事業部 ･ 本部）
〒 164-0012 東京都中野区本町 1-32-2 

ハーモニータワー 1F
TEL03-5308-1130 FAX03-5308-1131
営業時間　10:00 ～ 17:00
定 休 日　水 ･ 日 ･ 祝日、夏期休業日、

年末年始
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広島ショールーム 外観

広島ショールーム 内観

話題のショーケース展示

　名古屋モザイク工業㈱（本社：多治見市／加藤守孝社長）

ではさる６月 28 日、広島ショールームを中区国泰寺町

に移転・リニューアルオープンし、提案型・体感型のタ

イルの大型ショールームとしてスタートした。

　素材や色・形状・テクスチュアなど種類が豊富な世界

のタイル４千点以上を、約 500 パネルで展示するこの

ショールームは、タイル専門としては中国地方最大級と

なる。永年の輸入タイル取扱いのノウハウと国内産地の

開発力や対応の柔軟性を活かし、多くの情報を発信する、

新しい形のショールームを目指す。

　１Ｆと２Ｆの２フロア約 63 坪の空間に、ヨーロッパ

のデザインとテクノロジーのトレンドを紹介する新製品

コーナー、大壁面をショーケースにみたてた約１００種

のモザイク展示、形状・色・テクスチュアの組合せを

提案するマトリックスボードなど、より見やすくイメー

ジの拡がる展示方法を採り入れている。２Ｆに設営する

“WORK SHOP FACTORY” は、「考える・触れる・作れる・

学べる」をテーマにした参加型イベントスペースで、様々

なイベントを開催していく予定だという。福岡ショールー

ムのリニューアルオープンも９月 27 日に控えている。

■名古屋モザイク工業
　広島ショールーム　「MOSAIC.a」
〒 730-0042 広島市中区国泰寺町 1-8-20 国泰寺信愛ビル 1F
TEL（082）247-4010　FAX（082）247-4011
営業時間　10:00 ～ 17:30
定 休 日　土曜日（第２･ ４･ ５）、日曜日 ･ 祝日

名古屋モザイク工業 広島ショールーム 移転・リニューアルオープン！
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　６月５日（水）～７日（金）の３日間、東京ビッグサ

イト西ホール全館で『インテリアライフスタイル』（主

催：メサゴ・メッセフランクフルト㈱）が開催され、盛

況裡に閉幕した。第 23 回を迎えた今回、32 カ国・地

域から過去最高の出展者数となる 705 社（国内：473

社、海外：232 社）が、多様化するライフスタイルニー

ズに応えるバラエティに富んだアイテムを発表。３日間

で 25,456 名が来場し、会場はハイエンドなデザインア

イテムや最新トレンド、ライフスタイルアイディアを探

すバイヤーで活気に溢れていた。

　トークショーイベントなどビジネスに役立つ多彩な企

画も好評だったが、今年の『インテリアライフスタイル』

で最も注目を浴びたのは、アトリウム特別企画「JAPAN 

STYLE」。'Super Ennichi（スーパーエンニチ）' と題して、

縁日の賑わいを表現するようにカラフルな紙紐のテープ

がアトリウム会場を彩り、日本の ' 今 ' を体現する魅力

report　report　report　report　report　report　report　report

特別企画「JAPAN STYLE」の会場

溢れるアイテムが並んだ。また、出展製品の製作実演や

ワークショップなども実施され、日本の伝統技術を生か

した現代のライフスタイルに合う「ものづくり」を体感

できたのではないだろうか。

レンジタイル !?
　その中でひときわ注目を集めたのが瑞浪市産業振興販

路開拓委員会として出展したメーカーのマスターズクラ

フトという工房で、古い印判をもとに新しく製品開発し

たというかわいらしいセラミック「レンジタイル」新商

品 112 点を一堂に展示、あそび心に富んだ和のモダン

デザインが来場者を引き付けていた。

「レンジタイル」とは電子レンジやオーブンなどで調理

した料理やコンロから下して熱々の鍋を敷くもので、古

くから日本にある江戸小紋や唐紙などの連想される絵柄

を今風にリメイクした装飾タイルともいえよう。その伝

統的な美しさを湛えながらも軽やかな意匠は、インテリ

現代のライフスタイルに応える
バラエティに富んだ「ものづくり」を体感！

『インテリア ライフスタイル intereiorlifestyle TOKYO』から

マスターズクラフトの「レンジタイル」 和のモダンデザインが印象的なレンジタイル
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report　report　report　report　report　report　report　report

ア素材やアートとしてのタイルのあり方に、新たなヒン

トを与えてくれそうだ。

焼き物の可能性を広げるタイル !?
　タイルのブースとしては、美濃のタイル産地から６社

が一堂に会してタイルの魅力を強力にアピールしていた。

長江陶業はモザイクタイル「トライ」のオリジナルミッ

クスなどを中心にインテリアに特化した商品構成で個性

的な展示を行ない、谷口製陶所は最近力を入れているダ

イナミックな立体感を演出するタイル「Komino」シリー

ズを新色も含めた展示にインパクトを感じさせた。

　また、独自の技術力でオリジナルタイルを展開する

ＴＮコーポレーションは最近注力しているモザイクタ

イル「GAKU（ガク）」を中心に展示。モザイクタイル・

インテリアタイルの専門ブランド「サザンパレット」を

扱う聖和セラミックスではイタリアのガラスモザイク

BISAZZA（ビザッツァ）の装飾壁画で来場者を陶然とさ

せた。

　タイルメーカーの桜山は瑞浪市産業振興販路開拓委員

会として出展、和と洋のハーモニーを奏でるような美し

いインテリアタイルの展示を展開し、生活空間を潤すア

クセント的な陶板装飾として「陶軸」「陶額」をライン

ナップし、２０１４MIRANO スタイルの新作「花丸ゴー

ルド／花丸プラチナ」には、壁面装飾として焼き物文化

によるインテリアの可能性に挑戦する意欲と提案力が窺

われた。

＊なお秋の 11 月６日（水）～８日（金）には、東京ビッ

グサイトで「interiorlifestyle living 2013」が開催され、

タイルメーカーも出展する予定。「インテリアライフス

タイルリビング」は、様々なアイテム・デザインが集う

国際見本市として近年求心力が高まっている。

TN コーポレーション GAKU 聖和セラミックス BISAZZA

長江陶業のインテリア提案 谷口製陶所 Komino

桜山 陶軸新作「花丸ゴールド／花丸プラチナ」 桜山「陶軸」「陶額」の展示


