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新商品ご紹介 

カーテンを変えてみませんか？ 

イベント、ワークショップご案内 

etc.... 
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NEW！新ブランド＆新カタログ 

         "pIP   studio   2016" 

new   catalogue  has   coming  
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NEW ARRIVAL Ⅰ 

i   2016 新カタログ入荷しました！ 

PiP STUDIO(ピップ・スタジオ)は2007年生まれのオランダのブランド。 

「PiP」とはデザイナーのCathalinaが小さい頃からのニックネームで、 

ブランドのロゴに描かれているインコも実在していて、いつもPiPの肩や 

頭の上にちょこんとのっていたそんな姿がブランドアイコンになっています。 

 

ピップ・スタジオという名前も自分の家の屋根裏部屋に 

スタジオに改装したところから名付けられたそう。 

rice  memo  価格帯：￥20,520～  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 
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NEW ARRIVAL Ⅱ 
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“Young & Vibrant”をキーワードに１９９０年代にイギリス最大の生地メーカー 

ROMOから、良いデザインをお求め安い価格で提供できるラインとして立ち上げられた 

ブランドVilla Nova。 

イギリスをはじめとするヨーロッパ諸国、アメリカのデザイナーから熱い支持を受け、 

Homes & Gardens等多数の海外インテリア雑誌に掲載されています。 

日本のお部屋に合うコーディネイトしやすい色柄が揃っており、お好みの色や雰囲気に 

合わせて、Villa Novaならではの多彩なコーディネートを楽しんでいただけます。 

 

VILLA ＮＯＶＡ  価格帯：￥18,144 ～  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！ 

ｒａｓｃｈから待望の2018シリーズが間もなく登場！ 

4月中旬店頭販売予定です。102デザイン219色展開。 

お手頃価格なのがうれしいブランド。お楽しみに！ 

COMING SOON 
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NEW  EVENT 
 × フラワー作家   

       ohana de Tico さん 

壁紙を変えてお部屋のイメージを変えてみたいけれど、どんな柄や色を選べばいいのかわからない…。 

デコールも日々試行錯誤しながらコーディネートや壁紙・カーテンなどをセレクトしていますが、その時のポイントを紹介します！ 

5月にDECO-ALLとフラワー作家ohana de Ticoさんとのコラボイベントを行います。 
壁紙とドライフラワー、刺繍枠等を使ってハイセンスなインテリアオブジェを作ります。 
詳細は近日ネット等でも公開しますのでお楽しみに！ 
 

column 

お部屋のイメージを決める 

お部屋のイメージ=コンセプトを決めましょう 
そもそもどんなイメージがいいのかわからない…という方は、

書店やモデルルーム、インテリアショップなどで、自分好みのイン

テリアを見つけてみましょう。 

時間があれば、写真や画像をスクラップしたり、まとめておくと、

自分の好みがよりはっきりとわかります。 

おおまかに、こんな雰囲気にしたいという方向性が決まったら、

お部屋の配色を考えます。(配色についてはまた別の機会

に！) 

次に、お部屋のイメージに合わせて内装を選びます。この時に、

インテリアのスクラップ等をしておくと具体的に選びやすいです。 

壁紙やカーテン選びもこのイメージに合う色・柄・素材にし

ます。 

※画像はブログよりお借りしています 
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SCHOOL&WORKSHOP  
NO1.輸入壁紙貼り方教室 

毎週土曜日 10：00～ 

定員：3名様 

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！ 

意外と簡単に貼れた！ 

という声続出！ 

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。 

 

NO3.オリジナルスツール作り 

毎週日曜日 10：00～ 

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 
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♪ 

毎週日曜日 10：00～ 

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：1時間半程度 

✿汚れても良い格好orエプロンをお持ちください✿ 

✿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！ 

普通の 

スツールが 

大変身！ 大人気！ 

HANDMADE   IDEA 
ガーランドを作ろう！ 

用意するもの 

 ・お好きな色柄の紙(もちろん壁紙で！ハギレでOK) 

 ・ハサミ 

 ・のり、またはテープなど 

 ・麻ひもなどの紐 

③ひし形の真ん中の筋と4辺にしっかりのり付けする 
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いろいろな形で 

楽しもう！ 

①ハギレをひし形に切る 

②真ん中で折って三角にする 

④紐を挟んで三角に折って接着する 

⑤ ①～④を繰り返して出来上がり 

費用：お1人様￥2,700(税込)  

お子様との 

参加も可能！ 

NO2.オリジナルデコレーションパネル

定員：4名様 
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Let's  change  curtains! 
春は模様替えにぴったりのシーズンです。重たいカーテンを変えてお部屋も明るく軽やかに変身！ 

でも、カーテンのことはよくわからないし… という方にデコールよりカーテン選びのポイントを 
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窓辺を装飾するもの全体をウィンドトリートメントと表現します。 

ウィンドウトリートメントにはカーテンやブラインドなど様々な 

種類があります。 

 

一般的にカーテンというと、このドレープとレースの 

カーテンを指します。機能性、使い勝手の良さで最も 

ポピュラーなものです。 

目隠しなどに最適な 

ブラインド。横型と縦型が 

あります。 

フラットな印象で生地も 

取り外しが可能な為 

ご自宅で手入れOK。 

生地をパタパタと折り 

畳みながら上下します。 

近年人気上昇中です。 

国産品 
ポリエステル繊維を使用した生地が多い。 

日本の高温多湿な気候に対してポリエステルは水分を 

含まず、寸法変化が少ない為、住宅事情に最適。 

ポリエステルは科学繊維である為、繊維自体に防炎機能 

などを持たせることができ、高機能。 

 

輸入品 
リネンや綿（コットン）・シルクなど自然素材を合わせた 

組成生地が多く、自然素材を組み合わせていることにより、 

均一でないデザインであったり 自然素材の香りが漂う商品も 

ある。また、国の規格として防炎品を使用する義務を課して 

いない為、防炎機能がついていないものがほとんど。 

しかしながら、肌触りがよく、色・柄・デザインは国産品には 

ない美しさがある。 

 

国産メーカー一例 

輸入メーカー一例 

キリトリ線 キリトリ線 

リビング・ 

子供部屋など 

  

寝室・ 

暗室など 

遮光生地よりも色合

いがきれいでデザイ

ン性に優れている。 

自然光が入ってくる。 

 

通常のドレープより保

温性が優れている。 

 

外からの 

みえにくさ 

デザイン 

重視 

UVカット効果等の

機能に優れている。 

 

刺繍、オパールプリント

等デザイン性に優れて

いる。 

腰窓 

掃出窓 

木製・レザー調・ア

ルミなど様々な素材

がある。 

 

ポリエステル・レザー

調など高さが協調で

き、モダンな印象 

 

カーテンを彩り、機能を高めるさまざまな小物たちがあります。 

こだわりの小物をひとつ加えるだけで、窓辺はグッとおしゃれになります。 

カーテン生地のみの金額について       採寸・お見積りについて 

 掃出窓（室外に出入りできる窓）1窓の場合      いずれも無料で行っています。 

   レースカーテン…およそ6,000円から       ご自宅にお伺いして採寸し、生地選び 

   ドレープカーテン…およそ10,000円から      のお手伝いを致します。（一部サンプ 

 小窓1窓の場合                   ルをお持ちすることも可能です。） 

   ロールスクリーン…およそ12,000円から      お見積りをご覧頂き、ご納得頂いた上 

 ※取付費などは別途必要です。            でご注文頂けます。 
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PAINT 
日差しも暖かくなって、ペンキ塗りも楽しいシーズン到来♪ 

アニースローンの新色ペンキや新色ワックスをご紹介します 

鮮やかで発色のよい明るいブルーです。

青の中でも少しグリーンがかっていて赤

系の色は何も混ざっていません。 

デコールのキッズスペースの家具にもペイ

ントしています。この春一押しの新色です

♪ 

力強く深い緑は、特にアムステルダムの

街並みに溶け込むドアや窓のルーバー

から影響を受けていて、存在感とヨー

ロッパの雰囲気を表現するのにおすす

めの一色です。 

近代的なモダンデザインやフランス

の素朴な田園地帯にある豊かな暖

かい茶色からインスピレーションを受

けています。ありそうでなかった茶色。

使い勝手の良い色です。 

ジヴェルニー アムステルダムグリーン オンフルール 

ホワイトワックス ブラックワックス 

ペンキの上にこのワックスを塗るだけで流行中のシャビー

な風合いに！春先のパステルカラーとも相性◎です！ 
家具の角部分にハケやスポンジなどで少し乗

せるだけでビンテージ感UP。男性も取り入れや

すいワックスです。 

 ( ) 5,400  
   ( ) 1,620  

( ) 3,240  
   ( ) 1,728  

( ) 3,240  
   ( ) 1,728  
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NEW  ITEM 
壁紙をもっと気軽に楽しもう！！ 

壁紙を貼りたいけど大変そう、、、簡単にお部屋のインテリアを変えたい、、、などなどズボラな私にもぴったりな 

優れものアイテムが登場！初めて輸入壁紙を取り入れる方も、もうお部屋に壁紙を貼っているあなたにも、お部 

屋のインテリアを格上げすること間違いなし！！！ 

接着バー 

ウェイトバー 

ウェイトバーキャップ 

幅53㎝壁紙用  

￥1,620 
 
幅70㎝壁紙用  

￥1,620 

季節ごとに壁紙をかえるのも 

素敵！ 

ファブリックでもOK！ 
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お客様がご自身で貼って下さった写真や当店で依頼を受けて施工した物件の写真などを一部 

ご紹介します。 

施工写真送信特典・雑貨プレゼント 
壁紙（１ロール以上）を貼った写真を送って下さった方にお好きなインテリア雑貨を

        写真の送信方法 

・Facebookメッセージで送る     ・メールで送る 

雑貨プレゼントの一部！（在庫が無くなり次第商品は入れ替わります） 

  
   info@deco-all.jp 
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皆様のお部屋に負けないようにデコールも日々バージョンアップしています。 

初めてご来店のお客様も、お久しぶりに来店のお客様にも楽しんで頂けるよう 

お店の様子を公開します！ 

SHOP’S PHOTO 



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！ 

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

https://www.facebook.com/decoallokayamacatalogs 
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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 

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～) 
 
ホームページ公開しています！最新情報はぜひこちらでチェック！フェイスブック、インスタグラム、Yahoo!ブログも随時

更新中！ 

DECO-ALL OKAYAMA ACCESS 
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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! 

新商品ご紹介 

カーテンを変えてみませんか？ 

イベント、ワークショップご案内 

etc.... 

NEW！新ブランド＆新カタログ 

deco-all.jp 

Yahooﾌﾞﾛｸﾞ更新中！ 


