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PICK UP! 今号のオススメブランド 

infO! 新ワークショップのお知らせ 

NEW!  新商品＆DIY写真 

etc.... 
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news! 1周年イベント開催しました 
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DECO-ALL OKAYAMA  

おかげさまでDECO-ALL OKAYAMAは2015/9/13でオープン1周年を迎えました！そこで、1周 

店内では、お店の壁紙をお客様に貼り替えてもらってガラリと模様替え。そして外では2代目 

お客様の中には壁紙を初めて貼る方もいらっしゃいましたが、とてもキレイな仕上がり！みんな 

店内貼り替えワークショップ 
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1）まずは貼り方や道具の使い方などをみんなで確認。 

2）女性1人でもらくらく貼れるのが輸入壁紙の良いところ！ 

はがせる糊を使って、前の壁紙の上から貼っていってます。 

3）こちらは3枚つなげると1つの絵が完成するタイプ。 

手際良く貼られていましたが実は壁紙DIY初挑戦。 

4）かわいい助っ人も登場！一生懸命、空気を抜くお手伝い。 

お子様と一緒に楽しんで貼れるのも魅力です。 

5）店内完成ー！かっこいい壁紙ばかりをチョイスしているので 

流行りの男前部屋のように。 

6)7)廊下はかわいらしいデザインの壁紙ばかりをチョイス。 

お花やらタイルやら犬柄やら賑やかな空間になりました！ 

「ここはお客様が全て貼ったんですよ」と紹介すると必ず驚かれるくらい 

とっても綺麗に貼られています。壁紙DIY大成功! 

 

 1st anniversary! 

年イベントとしてみんなで集まってDIYをしよう！という事で店内・店外それぞれで壁紙DIY。 

壁紙カーを作っちゃいました。 

で一緒にDIYを楽しんで素敵な1日となりました！ 

車に壁紙を貼るワークショップ 
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1）まずは神社にて車のお祓い＆交通安全祈願。 

初代壁紙カーは高速道路でいきなり止まってしまって廃車になったので 

今回は神頼みから念入りに。（※初代はただのメンテナンス不足です。） 

2）壁紙を貼る前に、どうせ見えなくなるからとみんなで 

   油性ペンで記念に名前や思いを書きました。 

3）そしてみんなでお祈り。 

4）いざ壁紙貼りスタート!まずは屋根から。 

屋根は簡単かと思いきや凸凹していていきなり心折れそう...。 

5）車には平坦な面がほぼ無いため、丸いところをどうやって綺麗におさめるか 

頭を悩ましながら貼っていきます。 

6)難所ですが一番きれいに貼っておきたいドア回り。暑くてバテながらも 

なんとか励まし合いながら貼りました。 

7）ついに完成！壁紙貼り+ニス塗りでトータル3日かかりました。 

とても大変でしたがかわいくなって大満足！ 

今日も壁紙カーは元気に岡山市内を中心に走り回っています！ 

おまけ 

今号最終ページに壁紙カーの秘密が...！ 

解き明かされる壁紙カーのナゾ! 
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NEW ARRIVAL!! 

rasch 2016 

  (ラッシュ) 

創業1861年のドイツの老舗メーカー「rasch」。 

当店で売上NO.1のメーカーでもあるrasch社から 

新作の壁紙がたくさん登場しました！ 

古材のような木目や、ありそうで無かった太ストライプ、 

エレガントなダマスク柄、個性的な牛柄などなど 

種類豊富な柄たちをリーズナブルなお値段で。 

4 

rasch新作DIY事例 

rasch商品DIY事例 

 DIY collection 

3 

ニッチくらいの大きさなら 

気軽に貼り替え可能。 

季節に合った壁紙を貼って楽しめます♪ 

1 

子供部屋にカラフルな羽根柄は 

POPでピッタリ！ 

周りの壁には無地のブルーを 

合わせてコーディネート。 

2 

ブルーグリーンがベースの花柄が 

家具とマッチして 

ナチュラルモダンな空間に。 

4 
ダマスク柄に 

ストライプを 

合わせた 

柄×柄の 

DIY！ 

オシャレな 

リビングの 

誕生です。 

5 
カラーBOXにも 

貼れちゃいます！ 

奥の面に貼るなら 

1mあれば充分。 

小さい面積なら 

派手な柄にも 

チャレンジ 

しやすいはず！ 

6 
キッチンの収納の扉に 

壁紙を貼って 

木目にするDIY、 

当店でも人気です！ 

この写真のお家は 

賃貸のアパートですが 

キレイに剥がせる 

糊で貼っているので 

現状復旧可能です。 

貼り方教室にご参加後 

お部屋の壁紙をぐるっと張り替えされた方。 

バナナリーフの壁紙はとても立体的なデザインで 

1面に貼ると奥行きが感じられます！ 

周りは無地のベージュを貼ってバナナリーフを引き立たせています。 

新作の花柄とストライプを組み合わせて貼ってます！ 

キャンバス地に絵の具で描いたような大きな花柄が迫力があって 

とてもアクセントになります。 

表面がキャンバス地のような素材で質感も良く、 

破れにくくて貼りやすいです！ 

5 

RoomClipのアプリにて施工写真を随時更新中！ 
 
   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 
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SCHOOL&WORKSHOP infoRmation 

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！ 

1 

3 

6 ご予約は店頭・TEL・fasebookメッセージ・LINE＠にて受付しております。 

                  ※連絡先は最後のページへ→ 
7 

1周年記念ワークショップ！オリジナルフック作り（数量限定） 

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！） 

費用：お1人様￥2，700(税込)  

材料費（フック代、壁紙、ペイント）込み 
所要時間：1時間程度 

木の板をチョークペイントで好きな色に塗るor壁紙を貼り、 

そこに好きなノブを選んで付けてオリジナルフックを作ります。 

あなただけのオシャレ雑貨でお部屋を飾りましょう♪ 

✿汚れても良い格好orエプロンをお持ちください✿ 

定員：4名様 

4 

2   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！ 

✿汚れても良い格好orエプロンをお持ちください✿ 

お子様との 

参加も可能！ 
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pick up 
オランダで100年以上の歴史をもつ老舗ブランド。 

様々な素材、技法を用いて生み出させる壁紙は 

このブランドならではの強い個性を主張します。 

そのデザインは大胆な色使いと組み合わされ、 

Eijffingerの世界を創りだしています。 （アイフィンガー） 

1 

1）PIP STUDIO 
PIPSTUDIOのコンセプトは"happy products for happy people"  

「自分で使いたくなるもの」「家族や友達にあげたくなるもの」。そんなデザイナーの思いが込められたキュートでポップなデザインは女性人気抜群です! 

 
2）BLACK&LIGHT   
「モノトーンのデザインが欲しい」というお客様のご要望も多かったため入荷した見本帳!ドット柄やかわいらしい花柄も、モノトーンになるとシックでオシャレ度アップ。 

3）YASMIN  
光沢のある壁紙や、ビーズ仕上げ、ベルベット調などとにかくゴージャスなシリーズ! 

4）IBIZA 
地中海に浮かぶ「地上の楽園」と呼ばれるリゾート地、イビサ島。 

そんなイビサ島をイメージしたカタログには、色鮮やかで元気が出るような花柄が数多く収録されています。 

2 

3 4 

 

 

8 

WEB上で、デコール岡山に 

置いているカタログが 

全て見られます！ 

気になった柄は画像保存して 

店頭にて実際の質感を 

確かめてみてください。 

9 

DECO-ALL OKAYAMA スタッフのお気に入り！ -Eijffinger編- 

Gallery 
Eijffingerの壁紙を貼られた施工写真！ 

壁に貼れば明るく華やかな空間に。 

イビザの壁紙をスツールに貼ると 

見ているだけで元気になれそうな 

オシャレな家具に大変身！ 

こちらはトイレの施工写真。 

北欧デザインの雰囲気も感じられる花柄は 

とてもかわいらしい印象。 

パネル（壁画）タイプと呼ばれる、数枚をつなぎ合わせて 

1枚の大きな絵を完成させる壁紙はすごいインパクト！ 

絵を飾るのではなく、壁自体を絵にしてしまいます。 

20年ものの古い棚も、壁紙を貼れば蘇ります。 

棚の奥の柄と、側面のストライプ、柄は違いますが 

色合いが同じなので組み合わせても使えるんですよ。 

貼りにくい場所にはペイントをすれば簡単リメイク！ 

大人気、キッチンカウンターの貼り替え。 

個性的なグリーンノダマスク柄で 

ガラッとお部屋の雰囲気が変わりました。 

カウンターは難易度が低いので 

壁紙DIY初心者の方にもオススメの場所です。 

学習机のリメイク。 

大人になり、机は使うが学習机の見た目が...という方が 

選ばれたのは、イビザの花柄×無地のパープル。 

一気に大人のインテリアになりました! 

BEFORE 

AFTER 

AFTER BEFORE 

AFTER 

BEFORE 

フラミンゴが頭にカップケーキを乗せて自転車を漕いでいる..。 

その下には「イージーライダー」の文字...。 

変わったものが大好きなので、この謎の設定の壁紙は 

大人っぽい色使いと、情熱的な柄に惹かれました！ 

                 byさとう 

本来なら色がたくさん入る柄なのにあえてのモノトーン 

というところが珍しくて好きです。 

あと、誰かが「これからネイティブ柄が流行る」と 
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 interview 

 
壁紙DIY初挑戦からはや半年。 

最初は自分で貼れるものなのか不安そう 

でしたが、1度貼るとすっかり上達されて 

いまやご自宅のみならず周りの人に、 

壁紙を貼るのをお願いされるようになった 

もはや職人さん！なDIY女子です。 

Q1.壁紙を貼りだしたきっかけは？ 

A.最初はテレビで壁紙の特集を見て 

「やってみたい」と思ってたら 

岡山のタウン情報誌でデコールさんを見つけました。 

Q2.貼る前は「壁紙を自分で貼る」 

という事についてどんなイメージでしたか？ 

A.なんか、難しいイメージがありましたね。 

お店のお姉さんに 

「本当に自分で貼れる！？」って 

何回も聞きました(笑) 

Q3.実際に貼ってみたらどうでしたか？ 

A.壁紙を買って帰ったその日に 

主人と仲良く貼りました。 

案外楽ちんに貼れたので、 

次は1人で貼れるなと思いました。 

Q6.1番大変だったところを教えてください 

A.うーん...そうですね... 

強いて言えばクーラーの周りですかね。 

Q7.ご家族やお家に来られた 

お客さんはどんな反応ですか？ 

A.みんなに、職人のようだと絶賛して頂きました(笑) 

で、出張で壁紙貼りに行きました(笑) 

壁紙DIYにチャレンジしていただいた方のお家をご紹介! 

Q5.このリビング1面(写真1)は 

どのぐらいの時間で貼れましたか？ 

A.リビングは1面なので割と簡単に貼りましたよ♪ 

所要時間はだいたい、2時間くらいかな。 

Q9.これから壁紙DIYにチャレンジされる方に 

アドバイスをお願いします! 

A.アドバイスって偉そうな事は言えませんが、 

これから壁紙を貼ろうかなと考えていらっしゃる 

方にはまず悩むより、実行あるのみ！失敗しても 

この壁紙は剥がせてやり直しがききますので！ 

「安心してください！剥がせますよ♡」です 

Q4.1番お気に入りの場所を教えてください 

A.そりゃ、やっぱり最初に貼った下駄箱の上ですね♪ 

（写真2） 

あと、本（タウン情報誌）に 

載せていただいたリビングです♪（写真1） 

Q8.余った壁紙の活用法を教えてください！ 

A.余った壁紙で壁掛けを 

とりあえず10個ほど作りましたね！ 

ほとんど友達とかに差し上げました♪ 

（写真3）  

1 

2 

3 

4 5 6 AFTER 

BEFORE 

とっても楽しそうにご自宅やご実家など 

いろんなところをDIYされている荒木様。 

今後も目が離せません！ 

VOL.1  

荒木様 

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! 

11 
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SHOP Information 

壁紙の事だったりそうじゃなかったりする話をはまぐち（ニュースペーパー作者）が書いたり、 

流行りのDIY女子に対抗して頑張っているDIYおじさん(店長)のDIYの様子を観察して紹介したりするゆるめのコーナー。 

第1回目は、はまぐちのマイカーである壁紙カーについて、よくお客様から様々な質問をされるので紹介したいと思います! 

 
 Q1.壁紙って雨に塗れても大丈夫なの？ 

A.大丈夫ではありません。 
壁紙は、お家の中の水回りの壁くらいならOKですが、 

外の場合継続的に水にさらされる雨の日などはアウトです。 

そこで、水性のウレタンニスを4回重ね塗りしてコーティングしています! 

それでも大雨の降った後などははがれたりいろいろ補修が大変ですが...(笑) 

Q2.洗車出来るの？ 

A.出来ません。 
怖くてとても洗車機に入れられません。汚れても放置です。 

当然、日にちが経つとどんどん汚れが目立ってくるので 

1年くらいを目安に張り替えを行います。 

Q3.車検通るの？ 

A.たぶん大丈夫。 
自分ではそんな事気にしていなかったんですが、 

お客様からよく聞かれるので不安になってネットで調べたところ 

いわゆる「痛車」と呼ばれる車も引っかからないので恐らくOK。 

ただ、もうすぐ壁紙を貼ってから初の車検があるのでちょっとドキドキです...。 

Q4.走ってたら注目されない？ 

A.めちゃくちゃ見られます。 
すれ違う対向車、信号待ちで隣の車線に並んだ車、 

歩道を歩いている歩行者、ドライブスルーをする時の店員さん...。 

とにかくみんな2度見します。写真撮られます。 

この車がきっかけで話しかけていただいたりもするので 

岡山の方たちに壁紙アピールしてまわっています！ 

ID:＠jmw3292o 

DECO-ALLのLINEアカウントにて 

お店の情報など発信中! 

輸入壁紙を貼った施工写真を 

送ってくださった方には 

プレゼントもご用意しております。 
〒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 

OPEN:10:00～18:00   定休日:水曜日 

WEBカタログ 

 公開中! 

施工例や 

ワークショップ情報など 

更新中!! 

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 
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Vol.1 壁紙カーのナゾ 

初代壁紙カー 高速道路で故障→廃車に..。 2代目壁紙カー 

-壁紙とはまぐち。時々DIYおじさん。-  

はがれたところを補修中。 


