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PICK UP! 初めての壁紙DIYに人気のトイレ＆カウンター写真大公開！ 

infO! ワークショップのいろいろ 

NEW!  新カタログ＆施工写真 

etc.... 
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Ranking  
DECO-ALL OKAYAMAの 

OPEN(2014年9月)～現時点（2016年1月）に 

売れた壁紙を集計して 

ランキングにしてみました！ 

リビングの1面、キッチンカウンター、玄関、トイレ・・ 

様々なところに貼っていただきました。 

NO.1 

NO.3 

NO.2 NO.4 

NO.5 

NO.13 

NO.12 NO.14 

NO.15 NO.11 

1位は当店で大人気 

スクラップウッドシリーズの白木目！ 

流行の塩インテリアにも 

西海岸風にも馴染む 

万能な柄なので 

納得の順位です！ 

落ち着いた単色ネイビー♪ 

寝室に貼ったらぐっすりと 

眠れそうzzz... 

どこにでも合う白の太木目！ 

ドアや襖に貼られる方も 

いらっしゃいます♪ 

カラフルな羽根柄は 

トイレや子供部屋に貼ると 

元気で明るい印象に！ 

ダークな木目で 

落ち着いた雰囲気の 

大人なリビングに！ 

木の柄の壁紙は 

高さがあるように 

見せてくれるので 

廊下など圧迫感の 

ある空間にオススメ！ 

スクラップウッドシリーズの中では 

色も入ったかっこよくも 

かわいらしくもある柄！ 

POPな物とも相性◎ 

ダークなスクラップウッドは 

男前インテリアにもってこい！ 

木についた泥の汚れなど、 

本当にリアルです。 

シャビーシックなインテリアに 

ぴったりなこの木目。 

店内に貼っているんですが 

皆さん本物の木と 

間違われます! 

ベースに使いやすい 

無地グレー☆ 

NO.6 

NO.7 

爽やかブルーは子供部屋にも◎ 

細木目は小さなスペースに！ 

小物に貼るのも人気です。 

なんと上位20位中8種類が木目という結果に！！！ 

どんなインテリアにも馴染みやすく、 

初心者の方でも簡単に貼れる木目は 

安定の人気を誇っています！ 

色違いでランクインしている鳥かご柄は 

壁にはもちろん、パネルワークショップでも人気者。 

NO.8 

NO.9 

NO.10 

柄物の中では大人気のグリダマ！ 

リビングにも、ちょっとしたスペース 

でも存在感を発揮する万能さん！ 

パネルワークショップでも 

大人気の鳥かご柄。 

ストライプにうっすらと 

花柄の入った 

さりげない壁紙。 

全面に貼っても◎ 

    TOP20!! 

NO.16 

NO.17 

NO.18 

NO.19 

NO.20 

エレガントな赤×ゴールドのダマスク。 

ラグジュアリーな空間に。 

色違いでランクインした 

鳥かご柄白バージョン！ 

某ドラマで注目を浴びました。 

北欧柄を思わせる 

かわいらしい花柄。 

店内に実物も貼っているので 

イメージしやすいかも。 

ベージュレンガがランクイン！ 

単体でももちろん、 

他の柄と組み合わせても 

使える優秀な柄。 

腰壁風に貼っても◎ 

ナチュラルカラーの木目。 

凹凸が大きく、 

触ってもリアルな質感なのが 

人気の秘密！ 
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NEW ARRIVAL 

GRIS GRIS 
「お守り」の意味を持つグリグリ。 

北欧テイストの花や木の柄、 

動物柄や女の子むけのリボンやドット柄、 

フレンチシャビーなタイル柄など 

優しい印象のインテリアに合うデザインが収録されています。 

通常、輸入壁紙は届くまでに2週間ほどかかりますが 

このシリーズは全て国内にストックしているので 

数日で届くためお急ぎの時にもってこいな1冊です！ 
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（グリグリ） 

新作のカタログが大量に入荷してきております！！！ 

合計100冊以上になったので何時間あっても足りないくらい楽しめます。 

そんな新作をちょっとだけご紹介！ 

リビングの壁にどどーんと貼るとがらりとイメチェン! 

派手すぎずかわいらしいデザインなので広いところに貼っても◎ 

2Fから1Fへ降りる階段の正面の壁。 

朝出かける時に元気が出るように、 

そんな思いを込めて選ばれた壁紙です！ 

フレームに入れて絵のように飾っても様になります！ 

施工例 

5 

他の人のお部屋、覗いてみませんか？ 

全国の壁紙屋さんとそのお客様で 

輸入壁紙を使った写真を投稿し合い 

「輸入壁紙を使ってみたいけどどんな風になるのか...」 

とイメージが沸かずなかなか踏み切れない方が 

イメージが沸きやすいようにするグループです！ 

どなたでもご参加OK! 

これからチャレンジしてみたいので 

参考に事例を見たい方も 

貼ったらこんな感じになりましたーと 

写真を投稿してくださる方も 

ぜひお気軽にご参加してください。 

https://www.facebook.com/groups/japanwallpaper/ 

facecbookグループ「みんなの輸入壁紙発表会」 

RoomClip・・全国のDIYer達の写真が閲覧できます 

DECO-ALL OKAYAMAページ検索手順  

①RoomClipアプリを開く→②「人を探す」を押す→③「検索」タブへ 

→④「ユーザー名で検索」→⑤decoall okayamaで検索 

PCの場合  

http://roomclip.jp/myroom/442918 

DECO-ALL OKAYAMAの施工事例も掲載中！ 

さらに、サイト内検索タブにて「輸入壁紙」と検索すると 

全国の輸入壁紙DIYer達のお部屋がたくさん見られます！ 

こんなインテリアにしたい！の参考にぜひ♪ 

スマホの場合 まずはルームクリップのアプリをダウンロード 

             ↓ 

          アカウント登録 

INFORMATION 
ネットでもDECO-ALL OKAYAMAの壁紙が1m～購入出来るようになりました！！！ 

DECO-ALL OKAYAMAには、遠くからお越しいただく 

お客様もたくさんいらっしゃいます。 

もちろん、お店に来て実物を見て選んでいただくのが 

1番オススメなんですが 

ちょっと買うためだけにわざわざ行くのも...という方や 

忙しくてなかなか行けない！という方のために 

DECO-ALL OKAYAMA切り売りサイトが登場です☆ 

基本的には店内に在庫しているものと 

同じものを掲載しているので 

お店に来られた時と同じようにお買い物していただけます！ 

切り売りだけでなくロール売りや、 

賃貸でも使える貼ってはがせる糊や 

ワークショップで使っているチョークペイントなどなども 

一緒に販売しているので 

ぜひチェックしてください！！！ 

http://deco-all.com/ 
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SCHOOL&WORKSHOP  
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☆バーンスターワークショップ開催しました★ 

12月限定ワークショップとしてバーンスター作りを行いました。 

なんとこの星の飾り、厚紙で出来ているんです！！！ 

厚紙を折って合体させてペイントで塗装して… 

まるで本物のようなバーンスターの数々の完成です。 

バーンスターとは・・・もともとはアメリカのアーミッシュ地方の人達が魔除けや幸福を呼び寄せるものとして飾っていた 

ティンと呼ばれるブリキを使って作られた星型のオブジェです。 

ラスティックなデザインが人気で、現在は世界中のインテリアショップなどで取り扱われています。 

当店のワークショップでは厚紙で作り、ペイントを何色か重ね塗りすることでブリキと見間違えるような質感のバーンスターを作っています！ 

輸入壁紙貼り方教室 
毎週土曜日 10：00～ 
（2名様以上であれば平日のお好きな時間でも開催します！） 

定員：3名様 

費用：お1人様￥1,620(税込)  

所要時間：1時間半程度 

STEP1：国産クロスと輸入壁紙の違い等の説明。 

STEP2:講師が実際に壁紙を貼りながら 

       施工方法、道具の使い方、コツ等を説明。 

STEP3:お客様に、貼る壁紙を選んでいただき、 

      糊作り・壁紙を貼る体験をしていただきます！ 

 

賃貸でも現状復旧可能な、貼ってはがせる糊を使っての教室です！ 

「こんなところはどうやって貼ったらいいの？」など、不安なところは 

お気軽にご質問ください。 

貼り方をマスターして壁紙DIYデビューしましょう！ 

意外と簡単に貼れた！ 

という声続出！ 

オリジナルスツール作り 
毎週日曜日 10：00～ 
（2名様以上であれば平日のお好きな時間でも開催します！） 

定員：4名様 

費用：お1人様￥3,240(税込)  

材料費（スツール本体、壁紙、ペイント）込み 

所要時間：2時間程度 

✿汚れても良い格好orエプロンをお持ちください✿ 

大人気！ 

スツールの座面には色とりどりの輸入壁紙の中からお好きなものを貼り、 

脚には33色あるペイントの中からお好きな色を選んで塗って 

オリジナルスツールを作っちゃいます♪ 

人気のアンティーク風の塗装の方法などもレクチャーします！ 

もちろん作品はお持ち帰りいただけます。 

 

座ってもオシャレ、飾ってもオシャレなあなただけのスツールを作りましょう！ 

  オリジナルデコレーションパネル作り 
毎週日曜日 10：00～ 
（2名様以上であれば平日のお好きな時間でも開催します！） 

定員：4名様 

費用：お1人様￥3,240(税込)  
材料費（パネル、壁紙、ペイント）込み 

所要時間：2時間程度 

パネルの中には色とりどりの輸入壁紙の中からお好きなものを貼り、 

フレームには33色あるペイントの中からお好きな色を選んで塗って 

オリジナルパネルを作っちゃいます♪ 

人気のアンティーク風の塗装の方法などもレクチャーします！ 

もちろん作品はお持ち帰りいただけます。 

 

絵として壁に飾ったり立てかけたりしてお部屋のインテリアを更にオシャレに！ 

お子様との 

参加も可能！ 

12月限定のワークショップでしたが、お問い合わせいただければ 

バーンスターワークショップの開催は随時受付可能です！（2名様～） 

☆グルーデコネックレス×壁紙コラボワークショップ開催しました★ 

グルーデコアクセサリーの作家さんからお声掛けいただき、 

デコール岡山初のコラボワークショップが実現しました！ 

まずは10色のスワロフスキーの中から 

好きな色を選んでグルーデコネックレス作り。 

この時点で皆さん色でかなり悩まれる！ 

そして細かい作業なので真剣に黙々と 

1つ1つスワロフスキーを丁寧に土台に固定していき 

リボン型ネックレスの完成！ 

その後は木箱を好きな色にペイントして底には好きな壁紙を貼って 

かわいいアクセサリーケースを作る作業。 

色は33色、壁紙は数百種類あったのでここでも 

とても真剣に悩まれ、ようやく決定！ 

手際よくペイントして壁紙を貼って完成ー！ 

完成したネックレスをアクセサリーケースに入れてみると 

ネックレスも壁紙もお互い引き立て合って 

とても素敵なオリジナル作品になりました！ 

コラボワークショップについても大歓迎なので「こんなコラボが出来そう！」という作家さんの方がいらっしゃったらぜひお声掛けくださいませ。 
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トイレ トイレは他のお部屋と違って、派手な柄や個性的な柄を選ばれる方も多い場所。 

お家の中で1番インテリアを冒険出来る場所と言えるかもしれません。 

「これだ！」という1枚を見つけてお気に入りのトイレになった写真の数々。 

華やかな草花柄は、暗くなりがちなトイレを明るい雰囲気にしてくれます♪横の壁1面なら大柄もアリ！ 

インパクト大！なピンクの 

トイレットペーパー柄。 

思わず長居したくなるような 

本棚柄壁紙で落ち着くトイレに。 

ブルーと白の壁紙で 

爽やかトイレに。 

癒し効果抜群!? 

バナナの葉っぱの壁紙で 

森林の中のような空間に。 

輸入壁紙ならではの個性的な柄たち。ヤシの木の写真の壁紙でハワイアンな気分にしたり、大量のお魚が壁を泳いだり、大好きな鳥かご柄をぐるりと貼ったり、 

何万種類とある輸入壁紙から「これ！」というお気に入りの1枚に出会えたお家のトイレです♪ 

技アリ！なトイレたち。引き戸を閉めると赤い壁紙が表れるように隠れアクセントを貼ったり、1面壁紙+残りの壁はペイントで組み合わせて仕上げたり 

ぐるりと木目を貼って、草の小物やグリーンのマットで森の小屋風に雰囲気を作ったり…アイディア次第でたくさんの楽しみ方があります！ 

こんな柄もオススメ！ 

  ～トイレ編～ 
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こんな柄もオススメ！ 

 ～カウンター編～ 

キッチンの定番タイル柄も 

フレンチシャビーな柄で 

オシャレに♪ 

ティンタイルで 

重厚感ある 

カウンターに。 

都会的でスタイリッシュな 

カフェ風の柄♪ 

たくさんのルーラー（定規）が 

並んだ個性的な壁紙。 

横張りにしても◎ 

カウンター 
キッチンのカウンター下は初心者にオススメな場所！ 

脚立がいらない手の届く範囲で出来るということ、 

そして障害物が少ないのがカウンターDIYの魅力。 

壁紙DIYに興味のある方はまずはカウンターから始めてみては？ 

カウンターに人気の壁紙は木目＆レンガ柄！どんなお部屋の雰囲気にも合いやすい素材系の柄は万能。 

木目は柄合わせも無いものがほとんどで、つなぎ目も目立ちにくいものが多いのでとっても貼りやすいですよー！ 

もちろんカウンターに個性的な柄を貼る方もたくさんいらっしゃいますよ！お気に入りの柄で居心地の良いダイニング空間にしましょう♪ 



 壁紙を購入 

(1ロール以上) 

完成写真を撮る BEFORE→AFTERの 

写真を送信する 

壁紙を貼る前の 

  写真を撮る 

店頭にて 

プレゼントを 

    選ぶ 
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① 

壁紙を貼る 

・LINE@で送る 

雑貨プレゼントの一部大公開！！！！！！！！（在庫が無くなり次第商品は入れ替わります） 

https://www.facebook.com/okayamadecoall decoallokayama@yahoo.co.jp 

④ ⑥ ⑤ 

壁紙(1ロール以上)を貼った写真を送ってくださった方に 

お好きなインテリア雑貨をお1つプレゼント！ 

施工写真送信特典*雑貨プレゼントSTART! 

写真の送信方法 

・facebookメッセージで送る ・メールで送る 

ID:＠jmw3292o 

※1ロール以上貼られた方が対象となります。 

※プレゼントの郵送は通常致しかねます。店頭でのお渡しとなります。 

※頂いた施工写真は、当店facebook・チラシ等での施工事例のご紹介に使用させていただきます。 

② ③ 
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Staff's room 
普段いろんな壁紙を見ているスタッフは自宅にどんな壁紙を貼っているのか...。 

その一部を公開しちゃいます! 

同じ壁紙屋スタッフでもそれぞれやはり個性が出てます。 

こちらは女性スタッフのお部屋。 

落ち着いた雰囲気の彼女は、選ぶ壁紙もやはり 

主張しすぎない上品なもの。 

レンガ柄はお姉さんへの誕生日プレゼントとして 

お姉さんのお部屋に貼ってあげたそうですよ! 

壁紙の誕生日プレゼント...新しくて素敵です! 

こちらは店長(男性)の自宅の一部。 

お部屋にはレンガや木目やお花や引き出し柄... 

とにかくいろんな柄でいっぱい! 

それなのに不思議と違和感が無いのは 

トーンやテイストを合わせて選んでいるからですね。 

そして小さい男の子と女の子がいるので 

子供部屋のドアにはチョークで落書き出来るようにペイントを、 

その横のふすまにはフレーム柄の壁紙を貼って、 

写真や絵をフレームの中に飾ったり 

落書きしたり出来るようになっています。 

テーブルにも壁紙を貼ってリメイクするとす 

っかり子供達のお気に入りに。 

小さな頃からいろんな色や柄を見ておくと 

感性豊かな芸術的な大人になれそうですね! 
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最後は編集者、はまぐちの家。 

リビングに使っている部屋は 

レンガ＆木目をぐるりと貼っています！ 

実は3カ月くらい前までは 

全面花柄＆ストライプだったんですが 

全部はがしてがらりと変更です！ 

賃貸なので全部はがせるのりで貼ってますよー！ 

そしてダイニングのお部屋には1面にグリーンの動物柄。 

いろんな動物がフレームに入っていて 

とってもかわいいんです♪ 

（ちなみにこの動物柄は国産です） 

そして周りには全面ドイツrasch社のイエローの壁紙を 

ぐるりと貼ってます！ 

キッチンを黄色くするのが夢だったんです♪ 

家事をするときに明るい気分になれますよ！ 

キッチンの収納の扉は壁紙を貼ってからペイントでブルーに。 

そして分かりにくいですがドアにも星柄の壁紙を貼ってます。 

まだまだやりたいところが多すぎて時間が足りないです(笑) 

room1 

room2 

room3 



WEBカタログ 

 公開中! 

施工例やワークショップ 

入荷情報など更新中！ 

 

ID:＠jmw3292o 

DECO-ALLのLINEアカウントにて 

お店の情報など発信中! 

 

https://www.facebook.com/okayamadecoall/ 

https://www.facebook.com/decoallokayamacatalogs 

SHOP Information 

〒700-0964 岡山市北区中仙道1-4-18グレースマンションエルフ101 

TEL:086-280-5925 OPEN:10:00～18:00  定休日:水曜日 

200種類以上の実物の壁紙と、100冊以上の見本帳がご覧いただけます。 

気になった柄はお店でチェック! 

店内に在庫があるものは1m単位で切り売りも可能です。(取り寄せは1ロール～) 

DECO-ALL OKAYAMA ACCESS 

12 

DECO-ALL  OKAYAMA  NEWS LETTER  Vol.2  2016  FEB-APR 

DECO-ALL OKAYAMAでできること 

多数のインテリア関連商品販売 

DECO-ALL OKAYAMAは壁紙だけではありません。 

床材、カーテン、照明、家具、雑貨（時計や鏡、小物など）も 

取り扱っています。 

トータルでインテリアのプランが出来るので 

「新築をオシャレな内装にしたい」という方や 

「リフォームしたいけどどこに頼んだらいいのか 

分からない」という方は 

お気軽にスタッフへお声掛けくださいませ。 

プロの職人による施工 
DIYで難しい箇所や危険な箇所は 

弊社職人にお任せください。 

また、壁紙だけでなく、 

床の張り替えや水廻りリフォームなども 

出来ますので、内装に関する工事は 

なんでもご相談ください。 

インテリアコーディネート・お見積もり無料作成 

たくさん種類がありすぎて分からない！という方のために 

新築、リフォーム、賃貸、店舗などの 

内装のプラン・お見積りを 

インテリアコーディネーターが無料で作成します。 

所要日数：1週間程度 

あなたのお好きな雰囲気や 

憧れのお部屋のイメージを聞かせてください！ 

輸入壁紙を使って、個性溢れる 

あなただけのお部屋作りをしましょう♪ 

（国産壁紙も取り扱い有） 

豊富なカタログの中からコーディネート致します。 

 

壁紙DIYサポート 

初めてDIYにチャレンジされる方でも 

気軽にやっていただけるよう、 

施工道具のレンタルや貼り方手順の資料お渡し、 

お試しセット配布など様々なサポートをしています。 

「素人でも簡単に貼れるの？」「不器用だから...。」 

と仰るお客様がたくさんご来店されますが、 

皆さんとても綺麗に貼って楽しそうにされています。 

ぜひ壁紙DIYの世界を体験して下さい! 


