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NEW BRAND 

6月から、待望のマリメッコの壁紙の 

取り扱いを開始しました！ 

デザインはフィンランド、生産はイタリアで 

行われている輸入壁紙です。 

人気のデザインであるウニッコ・ピエニウニッコはもちろん 

ルミマルヤ・プケッティ・ピネキベットなど 

選べるデザイン・カラーも豊富！ 

店頭にある在庫なら1m～切り売りOKなので 

家具や小物に貼ったり、ボードにして飾るのもオススメ♡ 

素敵な北欧デザインをぜひあなたのお部屋にも！ 

Unikko(ウニッコ):1964年  NO.13072 

￥25,920/ロール  ※1ロール:70cm巾×10m巻 

 

BOTTNA(ボットナ)  NO.14130 

￥34,560/ロール  ※1ロール:70cm巾×10m巻 

 

Lumimarja(ルミマルヤ) NO.13020 

￥25,920/ロール ※1ロール:70cm巾×10m巻 

 

PIENI UNIKKO(ピエニ ウニッコ) NO.17900 

￥21,384/ロール ※1ロール:53cm巾×10m巻 

 

PIENET KIVET(ピネ キベット) NO.13061 

￥25,920/ロール ※1ロール:70cm巾×10m巻 

 

PIENI UNIKKO(ピエニ ウニッコ) NO.17904 

￥21,384/ロール ※1ロール:53cm巾×10m巻 

 

PUKETTI(プケッティ) NO.17912 

￥21,384/ロール ※1ロール:53cm巾×10m巻 
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NO.358002 

￥19,440/ロール 

※1ロール:70cm巾×10m巻 

 

NO.358003 

￥27,000/ロール 

※1ロール:70cm巾×10m巻 

 

NO.358020 

￥27,000/ロール 

※1ロール:70cm巾×10m巻 

 

NO.358012 

￥19,440ロール 

※1ロール:52cm巾×10m巻 

 

NEW ARRIVAL 
MASTERPIECE マスターピース 

WOOD'N STONE ウッドアンドストーン 

Eijffinger/made in Holland オランダ 

A.S. CREATION/made in Germany ドイツ 

力強く大胆な花柄の壁紙コレクション！ 

オランダの「アムステルダム国立美術館」とコラボレーションしたこのコレクションは 

数々の有名な絵画がデザインの元となっています。 

フェルメール、ハンス・ボロンヒール、ヨゼフ・イスラエルスなどなど 

きっと「見た事ある！」というデザインもあるはず。 

絵画を飾る感覚で、ご自宅で輸入壁紙を楽しんでみませんか...？ 

 

ドイツ発のフェイク柄の壁紙コレクション！ 

人気の西海岸風インテリアにオススメな古材のようなの味のある木目や、 

男前インテリアにもオススメなレンガ柄や石積み柄、コンクリートなどなど 

とってもリアルなデザインが魅力的なコレクションです！ 

他の輸入壁紙と比べると比較的リーズナブルなのも 

このメーカーのオススメポイントです♡ 

 

NO.9591-41 

￥10,800/ロール 

※1ロール:53cm巾×10m巻 

 

NO.7071-23 

￥11,880/ロール 

※1ロール:53cm巾×10m巻 

 

NO.7088-23 

￥11,880/ロール 

※1ロール:53cm巾×10m巻 

 

NO.9273-16 

￥11,880/ロール 

※1ロール:53cm巾×10m巻 
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SPECIAL  EVENT! 

× 
7月5日（火）、アイアンスツールワークショップを特別イベントとして開催しました！ 

アイアンの脚を好きなチョークペイントで塗り塗り♪そして天板には好きな壁紙を貼って組み立てて完成！ 

午前の部・午後の部どちらも大盛り上がりで、いつものスツールワークショップ（木製）とはまた違った雰囲気の 

カッコいい個性的なスツールが完成しました！！！背の高さが2種類から選べるので用途に合わせて作る事が出来ます☆ 

そしてこのアイアンスツールワークショップ、「他の日にもやってほしい！」とご希望を多数いただきましたので 

なんとレギュラーワークショップの仲間入りを果たしました♡ 

ぜひぜひご予約お待ちしております！ 

 

サイズ 大（高さ660mm 座面直径270mm） 9720円  

サイズ 小（高さ440mm 座面直径270mm） 8640円  

※アイアンスツールはサイズ・丸脚・角脚お好きな物を選べます。 

※座面に貼る壁紙は約300種類からお好きな物を選べます。 

※脚は、アイアンの色をそのまま活かしたい場合はペイント無しでもOK! 

開催日：土曜・日曜→10：00～（お1人様からご予約可能） 

         平日→お好きな時間（お2人様からご予約可能）  

定員：4名様 

所要時間：約1.5時間 

アイアンスツールワークショップ 
選べる壁紙：約300種類 

選べるペイント：33カラー 

Come ON!!! 
ドリンク付き!!! 
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SCHOOL&WORKSHOP  

所要時間：1時間半程度 

費用：お1人様￥1,620(税込)  

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 

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！ 

所要時間：2時間程度 

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 

✿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！ 

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

  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 

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！ 
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INFORMATION 
ネットでもDECO-ALL OKAYAMAの壁紙が通販で購入出来ます 

当店ネットショッピングだと... 
・輸入壁紙を買いたいけどお店までは遠い方でも行かずに買える！ 

・忙しい方でも、ネットだったら24時間いつでも買える！ 

・ネットで買うとTポイントが貯まる！ 

・お店でじっくりと見れなかった何十冊ものカタログが家でゆっくり見られる！ 

・「色」 「柄」 「コレクション」 「納期」でカテゴリ分けしてあるので 

 探しているものが見つけやすい！ 

・輸入壁紙の施工実例集が載っているので参考にしやすい！ 

・壁紙の貼り方マニュアルが見られる！ 

・キャンペーンでクーポンを発行したりTポイントをプレゼントしたりしているので 

 お得に輸入壁紙が買える！ 

 

など、良いことがたくさん♪ 

輸入壁紙以外にもDIYで貼れちゃう床材や、 

届いてすぐ塗れる練り済みしっくいなども販売中！ 

ぜひご覧ください。 

http://store.shopping.yahoo.co.jp/decoall/ 

◆「インテリアショップデコール」という店名で出店中◆ 

ネットショップ「インテリアショップデコール」のネット限定オススメ商品☆ 

①はじめての輸入壁紙DIYセット 
輸入壁紙を貼ってみたいけど 

道具を揃えるのも面倒... 

そんな諦めも必要なし！ 

輸入壁紙1ロール+専用のり+施工道具のお得なセットが登場☆ 

約240柄からお好きな柄をお選びいただけます！ 

セット価格￥8,100(税込み) 

輸入壁紙デビュー！賃貸でもOK！ 

はじめての輸入壁紙DIYセット 

選べる 

約240柄 

施工道具 

 付き♡ 

届いてすぐ塗れる練り済み漆喰！ 

はじめての塗り壁セット 

選べる 

約9色！ 

施工道具 

 付き♡ 

②はじめての塗り壁セット 
当店ネットショップで大人気の練り済みしっくい「ベジタウォール」 

パステルカラーがかわいい漆喰からもはじめてセットが登場☆ 

ベジタウォール16kg缶+施工道具7点のセットです！ 

練る手間も必要ないので届いてすぐ塗れるのが特徴。 

初心者でも使いやすい道具が揃っています！ 

セット価格￥9,980（税込み） 

 
この他にも、約3,500種類の輸入壁紙等取り扱い中！（2016年7月末現在）ぜひチェックしてみてください☆ 

NEWS!!! 
デコール岡山、OPENして間もなく2周年を迎えます！（2014.09.11 OPEN） 

よくお客様から「ホームページはありますか？」とご質問をいただいていましたが 

ずっとちゃんとしたホームページはありませんでした...。 

それがついに今回、ホームページ作成が進行中ー！！！ 

お店の情報やワークショップ、の情報、施工実例や貼り方などなどコンテンツは盛りだくさん☆ 

ぜひデコール岡山のホームページで最新情報をチェックしてみてください！ 

ホームページ開始と同時にお店のロゴもついに出来ました！ 

DECO-ALL OKAYAMA 略して DAO！ロゴの文章には 

「型にはまらない人生を楽しもう！」壁紙でお気に入りの場所が手に入る。可能性は無限大。 

という意味が込められています！ 

deco-all.jp 

ホームページイメージその1 

ホームページイメージその2 

ホームページイメージその3 
お店のロゴも決定！ 
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EVENT 

今までこんな感じでごちゃごちゃしていた 

お店のバックヤード。 

ここを改装してお客様が使えるスペースにしよう！ 

という事でDIYで部屋作りが始まりました！！！ 

その一部始終をご紹介☆ 

まずは事務スペースと 

お客様用スペースを分けるための壁作り！ 

壁の枠を作っています。 

枠が出来たら石膏ボードを 

打ち付けます！ 
下地を平滑にする為にパテを塗ります！ 

 

アニースローン社の「ウォールペイント」を 

使用しました！ 

オービュッソンブルーという深いブルー。 

ローラーでコロコロしながら 

塗っていきます！ 

天井完成～ 

落ち着いた空間に！ 

白（が汚れてグレーになっている） 

床を変身させます！ 

使用したのは「ユカハリタイル」 

のりも使わず置くだけなので 

気軽に無垢材が楽しめます♪ 

表面保護のためにワックスを塗ります。 

今回使用したのはアンティークワックス 

なので色が少し濃くなります！ 

床完成～ 

空間に温かみが出ました！！ 

壁作り 

天井 

床 
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このスペースのご利用の仕方については次のページへ！！！！！→→ 

腰壁に白木目、腰上にブルーの壁紙で 

夏らしい涼しげな雰囲気に！ 

アクセントは大人気のフラミンゴ柄壁紙です☆ 

反対側にはマリメッコのウニッコを☆ 

ブラックはかわいくもありかっこよくもあり 

空間が引き締まります！ 

最終の仕上げに壁紙貼り！！！ 

公開施工をしてお客様に 

貼り方を説明しながら 

練習がてら貼っていただきました☆ 

今回使用するのは当店人気NO1メーカー 

ドイツの「rasch社」の壁紙です！ 

もちろん、剥がせるのりを 

使って貼りました☆ 

ちっちゃな職人さんも 

お手伝いしてくれました♪ 

ローラーを使って 

のりを壁に塗り塗り。 

お子様をおんぶ 

したまま壁紙を 

貼ってくださった 

お客様。 

お家の壁紙を自分で 

貼り替えたいという事で 

練習されたお客様。 

みなさんあっという間に 

慣れてスムーズに 

貼られていました！ 

壁紙貼り 

ドアの周りや 

コンセント周りなど 

どうやって貼るの？ 

という場所では 

実際にスタッフが 

貼りながら貼り方を 

レクチャーしました！ 
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DECO-ALL OKAYAMA 

壁紙DIYレンタルスペース OPEN! 

HOW TO USE 

①DIYでリメイクしたいものを自宅から持ってくる 

 

ex.ふすま、家具（イス・机・カラーボックスなど） 

   戸棚の扉etc... 店のドアを通る大きさならOK! 

②持ってきたものに貼る壁紙を選んで買う 

（10cm単位で切売可。） 

③壁紙DIYレンタルスペースで 

 お好きにリメイクして持ってかえる！ 

スペースに限りがありますのでご利用の際はご予約をお願いします 

PRICE 

￥540/1時間(スペースご利用代) 

のり・道具は無料で使い放題！ 

家具の引き出しの前面に貼ったり... 

(貼りたい部分だけ取り外して持ってくれば楽ちん！) 

テーブルの天板にも貼れる！ 

カラーボックスの奥の面だけに 

貼るのもオシャレで手軽！ 

大人気の「壁紙でふすまリメイク」 

壁紙を貼って、枠は好きな色でペイントすれば 

和室の雰囲気がガラリと変わります☆ 

壁紙代  実費 

         (10cm単位で切売り可) 

 

ペイントもする場合 

ペイント +￥540(2色まで) 

ワックス +￥324 
※ペイントは2色ごとに+￥540となります 
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gallery 輸入壁紙の施工写真をご紹介！！！ 

【DIY】 

①カラフルな羽根柄と、 

無地オレンジの壁紙の組み合わせで 

明るくポップなトイレに☆ 

【弊社施工】 

②子供部屋にガーランド柄の壁紙で 

楽しい空間に♪ 

【弊社施工】 

③ヒョウ柄の壁紙でファンキーなトイレに！ 

お気に入りのデザインに囲まれる 

特別な空間になりました☆ 

【DIY】 

④無地の明るいブルーの壁紙で 

爽やかで清潔感のある洗面所に！ 

【他社様施工】 

⑤モロッカンタイル柄で 

オシャレなお店に♪ 

【DIY】 

⑥迫力のある花柄壁紙で 

エレガントな気分に♪ 

【DIY】 

⑦引き出しの 

全面に交互に 

英字柄の壁紙を 

貼ってリメイク☆ 

ノブも変えてまさに 

世界に1つの 

オリジナル家具の 

誕生です！ 

【DIY】 

⑧なんと冷蔵庫 

にも壁紙☆ 

マリメッコの 

プケッティ柄で 

かわいらしく 

どこかレトロな 

雰囲気です！ 

【DIY】 

⑨インダストリアルな 

ロッカー柄の壁紙！ 

周りの小物とも 

マッチしてオシャレで 

遊び心のある 

空間の完成です☆ 
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TEL:086-280-5925 

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 

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 

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! 

ワークショップのご予約も受付中！ 

200種類以上の実物の壁紙と、130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 

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

https://www.facebook.com/decoallokayamacatalogs 

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! 


