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PICK UP! カスタマイズ賃貸とは？？？ 

infO! ワークショップのいろいろ 

NEW!  新カタログ＆施工写真 rasch新作大特集 and more.. 

etc.... 
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EVENT 
4/23(土)・4/24（日）の2日間、RSKハウジングプラザさんのイベントに当店も参加させていただきましたー！ 

当店のブースでは「職人さんによる輸入壁紙貼り方講座」と「輸入壁紙ミニパネルワークショップ」を開催し、 

たくさんの方に楽しんでいただけました♪ 

なんと、貼り方講座もワークショップも無料！！！！！こんなお得なチャンスなかなかありません♪ 

6月にもまた開催されるのでぜひお越しくださいませ！（6月イベントの詳細は右ページにて） 

職人さんが実演中。 

皆さんとっても真剣な眼差しで聞

かれています！ 

実際にお客様に貼っていただきながら 

レクチャーしたり。 

優しい職人さんが丁寧に教えます！ 

貼り方と道具の使い方さえ分かれば 

1人でもすぐ貼れるようになっちゃうところが 

輸入壁紙のいいところ！ 

壁にのりを塗ってその上から貼っていきます。 

◆輸入壁紙貼り方講座◆ 

◆ミニパネルワークショップ◆ 

たくさん並んだパネル達。 

店長手作りの木製パネルに輸入壁紙を

貼っていきます！ 

貼る壁紙を選んでいる様子。 

なんと500種類以上の壁紙を 

持っていったため 

みなさんとても迷われています！ 

お子様の参加率が高かったため 

親子で仲良くパネル作り♪ 

パネルはこんな感じ。 

とっても軽いので 

画鋲でも壁に掛けられますよ！ 

参加費：無料 

開催日時：5/17(火) 10：00～15：00 

当店ワークショップへの参加費：1個500円 

③第25回住まい夢フェア 

開催日時：6/25（土）・6/26（日） 10：00～17：00 

入場料：無料 

場所：CONVEX岡山 岡山県岡山市北区大内田675 

 

開催日時：6/11（土）・6/12（日） 

※専用駐車場はございませんので、近くの駐車場 

または公共交通機関をご利用ください。 

左ページにて紹介した「輸入壁紙貼り方講座」・「ミニパネルワークショップ」を再開催します！ 

輸入壁紙貼り方講座：11：00～（両日） 

ミニパネルワークショップ：13：00～16：00（各1時間・1回10名様） 

場所：RSKハウジングプラザセンターハウス  

   岡山市北区撫川1575-1（バラ園隣り） 

①ママ・子ども・ばぁば3世代みんなで楽しめる 

                                  「Happy Collection Day」 

当店のブースでは、「ペイントと輸入壁紙を使って100均小物をリメイクしよう♪」という事で 

2種類の小物のリメイクワークショップを開催します！ 

場所：山陽新聞社 岡山市北区柳町2-1-1 

「つくる・しる・やってみる」をテーマに、体験ができるワークショップやハンドメイド・雑貨の販売、リラクゼーションなど 

様々なエリアごとに分かれて楽しめるイベントです♪ 

②RSKハウジングプラザ家づくりワークショップ 

next  EVENT 

①コルクボードにペイント＆ 

壁紙を貼って 

アクセサリーボードを作ろう！ 

②木箱をペイント＆底に壁紙を貼って 

アクセサリーケースを作ろう！ 

当日は数百種類の 

壁紙を持っていきます♪ 

各工務店や住宅設備メーカー、無料相談コーナーなど 

家づくりに関するコーナーから、ワークショップ体験コーナー、グルメコーナーまで♪ 

住まいに関する大規模なイベントです！ 

当店もブースを出して輸入壁紙のあれこれを紹介したり 

ワークショップを開催します！ 
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NEW ARRIVAL 

デンマークの人気雑貨ブランド 「rice」 × オランダの人気壁紙メーカー 「Eijf」finger」 コラボ壁紙 

rice・・・1998年にデザイナーCharotteによって 

デンマークで設立されたブランド。 

テーブルウェア・インテリア雑貨・ホームウェアなどの 

幅広いライフスタイルアイテムをプロダクトしています。 

riceのブランド名には、rice(米)と同じように 

多くの人々に必要とされ、生活の助けとなる 

ブランドになりたいという意味が込められています。 

× 
Eijffinger・・・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、 

rice  memo  価格帯：￥22,680～  納期：2～3週間 
店頭にて全ての実物サンプルがご覧いただけます！ 素材：不織布 

性能：F☆☆☆☆取得済み、不燃認定済み（パネルタイプを除
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rasch 2017 
DECO-ALL OKAYAMA人気NO.1壁紙メーカー「rasch」から待望の新コレクションが登場しました！ 

過去最高とも思われるデザイン性豊かな今回のコレクション... 

子供部屋に 

フラッグ柄を貼って 

いただきました！ 

モノトーンだと 

スタイリッシュで 

かっこいい印象です。 

息子様も 

「お母さんすごい！」 

キッチンの壁に 

貼っていただきました！ 

レザー調のベースに 

ステッチの柄が 

入っている壁紙なんですが 

思わず触りたくなってしまう 

ほど立体感がリアルなんで

す！ 

表面がビニールなので、 

こういったキッチン周りに

貼って 
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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 

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」 

INFORMATION 
ネットでもDECO-ALL OKAYAMAの壁紙が購入出来ます 

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◆ 
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DIY!!! 
輸入壁紙のミニ貼り方講座！！！壁紙って、こんなに簡単に貼れちゃうんです。 

もちろん店頭でも、壁紙を貼られる際は詳しい貼り方や道具の使い方など 

丁寧に説明致しますのでぜひチャレンジしてみては...♪ 

専用の糊を使えば、 

今貼ってある壁紙の上からそのまま貼れます！ 

賃貸でもOK！ 

退去時にはきれいに剥がせます。 

まずは壁に糊を塗ります。 

広い面はローラーで、 

端など細かいところはハケで 

たっぷりと塗りましょう！ 

床に壁紙をロールのまま置き、 

しゅるしゅるーっと上にのばして貼ります。 

貼っても乾くまでは壁紙は動かせるので 

怖がらず思い切ってOK！ 

ぴったりに貼らず、上下とも5cm程余分を残します 

左端は壁のラインに合わせます 上下に残した余分に竹べらで型を付けます 

カッターのガイド役「地ベラ」を押し当てて 

余分をカットします 
「撫でバケ」というハケで空気を抜きます。 

優しく撫でるだけでOK！ 

「ジョイントローラー」というローラーで 

つなぎ目をコロコロして押さえます。 

1枚貼り終わるごとに、余計なところに付いた糊を 

水を含んたスポンジで拭き取りましょう。 

2枚目を貼ります。 

同じ手順で糊を塗って 

1枚目の横にペタリ。 

つなぎ目は重ねずに 

隙間なくぴったりと 

くっつけて貼ります。 

後は1枚目と同じ手順！ 

この繰り返しで貼れます。 

 

今回出てきた道具は 

全てレンタルをしているので 

用意も不要♪ 

気軽にDIYに 

チャレンジ 

してみてください！ 

① ② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 
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⑥ 

 壁紙を購入 

(1ロール以上) 

完成写真を撮る 

1 
BEFORE→AFTERの 

写真を送信する 

壁紙を貼る 

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! 

・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 

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 

店頭にて 

プレゼントを 

    選ぶ 

① 

④ ⑤ 

壁紙を貼る前の 

  写真を撮る 
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Customize Rental house 
「カスタマイズ賃貸」という言葉、最近耳にしたことはありませんか？ 

「賃貸でも自由なインテリアを」というニーズがどんどん増えている事で近年、都市部では増加しているカスタマイズ

賃貸。 

デコール岡山では、岡山にもそんな自由な賃貸住宅を増やしたい！という事で、 

大家さんにとってのメリット 借りる人にとってのメリット 

・「好きな壁紙を貼りたい」「好きな色の床にしたい」「棚を取り付け

たい」などなど、今まで「賃貸だから...」と諦めていた事が実現可

能に！ 

・自分らしいオシャレなお部屋に住める！ 

・基本的にはカスタマイズ費用は大家さん負担になるため、出費

が少ない！（追加のご要望などがある場合は一部費用負担もあ

ります） 

・他の賃貸住宅との差別化が図れる 

・住人の方が気に入るお部屋を作る事で長く住んでもらえる 

・ご入居者様が決定してからの投資となるので、アクセントは不

要という方にも対応出来るため 

 初めからアクセントクロスを決めて貼っておくよりは無駄なコストを

かけずに済みリスクが少なくする事ができる 

デコール岡山店頭にて 

     貼り方教室実施 

 

大家さんが貼る 

 

現地にて貼り方教室実施 

入居者様が貼る 弊社施工 

当店スタッフが現地までお伺いして 

レクチャー致します。 

日時を打合せし、施工にお伺いします。 

 

壁紙代とは別途施工費がかかります。 

 

貼り方教室の様子 施工道具は貸し出し致します 

or 施 

工 

カスタマイズ賃貸を探している！住んでみたい！ 

という方がいらっしゃいましたら当店スタッフへご相談ください。 

カスタマイズ賃貸を扱っている不動産屋さんを紹介致します♪ 

入居者様に直接ご来店いただいた場合は 

当店スタッフにて壁紙の打合せを致します。 

入居者様が 

店頭にて選ぶ 
壁 

紙 

選 

び 

豊富な種類の中から選べるので 

思い通りのインテリアに！！！ 

入居者さんを増やしたい！ 

他とは違う賃貸住宅を作りたい！という大家さん、 

せひ当店へご相談ください。 

輸入壁紙はもちろん、内装工事屋なので床材や塗り壁、 

ペイントなど様々な内装材にて幅広くご要望にお応えできます。 
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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！ 

書き方の例：ざっくりとした絵でOK！絵が苦手な方は写メを撮って来ていただけると分かりやすいで

す！ 
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DIY memo! 
こちらのメモに寸法などを書き込んでお持ちいただき壁紙を購入された方 

施工道具一式レンタル代無料！（レンタル期間：1週間） 

※レンタル期間を延長される場合は￥500/1週間となります 

貼る場所の簡単な形状と寸法をご記入ください。 

（写メを撮ってきていただくと更に詳しく必要量の計算や貼り方のアドバイスが出来ます） 

壁に障害物（コンセント、スイッチ、インターフォンのモニター、換気口など）がある場合は 

記入していただいているとよけ方を説明出来ます♪ 
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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 

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、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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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! 


