
TH30833・30859

TH30834
巾なり92.5cm

TH30836
巾なり92.5cm

TH30833〜30835 TH30836〜30838防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92.5cm ↕46.1cm ↕92.5cm

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92.5cm ↕46.1cm ↕92.5cm

▲ TH30833 NEW  ▲ TH30836 NEW  

▲ TH30834 NEW  ▲ TH30837 NEW  

▲ TH30835 NEW  ▲ TH30838 NEW  

マテリアル ｜ MATERIAL　BRICKS・LEATHER・CONCRETE

別写真を見る
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TH30842

TH30839（1目盛り10cm）

フ
ィ
ル
ム
汚
れ
防
止
壁
紙

フ
ィ
ル
ム
汚
れ
防
止
壁
紙

TH30841・30842

TH30839・30840
防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�

巾92cm ↕12cm ↕46.1cm

▶ 施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照�
ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しに�
なる場合があります。

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92.5cm ↕3.2cm ↕3.3cm （エンボスリピート）

▶ 施工注意
ジョイントの際は、タイル柄の目地際で重ね裁ちにて施工してください。

▲ TH30839   

▲ TH30841 NEW  

▲ TH30840   

▲ TH30842 NEW  

別写真を見る
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TH30845TH30844TH30843

TH30843
巾なり92cm

TH30844
巾なり93cm

TH30845
巾なり93cm

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕62cm ↕92cm

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕60.6cm ↕93cm

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕60.6cm ↕93cm

▶ 施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
ジョイント部分が目立つ場合がありますので、お含みおきください。

▲ TH30843   ▲ TH30844 NEW  ▲ TH30845 NEW  
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TH30848TH30847TH30846

TH30846
巾なり92cm

TH30847
巾なり93cm

TH30848
巾なり92.5cm

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕62cm ↕92cm

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕47cm ↕93cm

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92.5cm ↕46.1cm ↕92.5cm

▲ TH30846   ▲ TH30847   ▲ TH30848 NEW  
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TH30854（1目盛り５cm）TH30850（1目盛り10cm）

TH30852〜30854TH30849〜30851 TH30855〜30857防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm

▶ 施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕11.4cm ↕11.5cm （エンボスリピート）

▶ 施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕16cm ↕46.2cm （エンボスリピート）

▲ TH30855   ▲ TH30852 NEW  ▲ TH30849 NEW  

▲ TH30856   ▲ TH30853   ▲ TH30850 NEW  

▲ TH30857   ▲ TH30854   ▲ TH30851 NEW  

マテリアル｜ MATERIAL

別写真を見る
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TH30860

TH30858

TH30859
巾なり93cm

TH30861
巾なり92.5cm

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。 
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

リアテック同柄

TH30858・30859

TH30860・30861

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますので、
お含みおきください。

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92.5cm ↕32cm ↕92.5cm

▶ 施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▲ TH30859   

▲ TH30861 NEW リアテック同柄 TD4549

▲ TH30858   

▲ TH30860 NEW リアテック同柄 TD4548

マテリアル｜ MATERIAL

別写真を見る
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TH30863

TH30864
巾なり92.5cm

TH30863
巾なり92cm

TH30862・30863

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92.5cm ↕63.9cm ↕92.5cm

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕64cm ↕92cm （エンボスリピート）

▲ TH30862 NEW  

▲ TH30863 NEW  

▲ TH30864 NEW  

マテリアル｜ MATERIAL

別写真を見る
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TH30865・30866

TH30866
巾なり92.5cm

TH30865・30866防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92.5cm ↕64cm ↕92.5cm

▲ TH30865 NEW  

▲ TH30866 NEW  

マテリアル｜ MATERIAL

別写真を見る
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TH30327・30868・30869

TH30868
巾なり93cm

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。 
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

リアテック同柄

TH30867〜30869防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm　●ステップ柄合せ

▶ 施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▲ TH30869 NEW リアテック同柄 TC5206

▲ TH30868 NEW リアテック同柄 TC5204

▲ TH30867 NEW リアテック同柄 TC5205

マテリアル｜ MATERIAL

別写真を見る
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TH30872TH30871TH30870

TH30870
巾なり92cm

TH30871
巾なり92cm

TH30872
巾なり92.5cm

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕92cm

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕92cm

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92.5cm ↕93cm ↕92.5cm

▲ TH30870   ▲ TH30871   ▲ TH30872   
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TH30861・30874

TH30875（1目盛り15cm）

TH30873
巾なり93cm

厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

eセコウ

TH30874・30875

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92.5cm ↕23cm ↕46.3cm

▲ TH30873   

▲ TH30874 NEW  

▲ TH30875 NEW  

別写真を見る
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TH30253・30876

TH30877
巾なり93cm

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

リアテック同柄

TH30876〜30878防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▲ TH30878 NEW リアテック同柄 TC5124

▲ TH30877 NEW リアテック同柄 TC5122

▲ TH30876 NEW リアテック同柄 TC5121

ウッド ｜ WOOD

別写真を見る
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TH30881TH30880TH30879

TH30879
巾なり93cm

TH30880
巾なり92cm

TH30881
巾なり93cm

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。リアテック同柄

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4346

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕92cm

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▲ TH30879 NEW  ▲ TH30880   ▲ TH30881   
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TH30884（横貼り）TH30875・30883TH30882（横貼り）

TH30882
巾なり92cm

TH30883
巾なり93cm

TH30884
巾なり92cm

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。リアテック同柄

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕124cm ↕92cm （板巾11.6cm）

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕124cm ↕92cm リアテック同柄 TC5117

▲ TH30882   ▲ TH30883 NEW  ▲ TH30884 NEW  
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TH30886・30887

TH30018・30885

TH30886（1目盛り10cm）

TH30887
巾なり92cm

TH30885
巾なり93cm

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕64.2cm ↕46.2cm

▶ 施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕64.2cm ↕46.2cm

▶ 施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

※TH30886のベース部分と同柄の商品です。

▲ TH30885 NEW  

▲ TH30887   

▲ TH30886   
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TH30889（横貼り）

TH30406・30888

TH30888
巾なり93cm

TH30889
巾なり92cm

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕68cm ↕92cm

▶ 施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

▲ TH30888 NEW  

▲ TH30889   

ウッド｜ WOOD
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TH30902

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり93cm

表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

▶ 施工注意

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。リアテック同柄

オーク板柾

ウォルナット板柾

オーク柾目

チョークドオーク板柾

エルム柾目

アッシュ板柾

P.209〜P.212の掲載商品はすべてリアテック
同柄シリーズの壁紙です。
＊�その他のページにもリアテック同柄商品をご用意しています。�
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

リアテック同柄

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4177

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4175

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4174

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4359

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC5081

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC5066

▲ TH30893 NEW  

▲ TH30894   

▲ TH30895 NEW  

▲ TH30890   

▲ TH30891   

▲ TH30892   

ウッド｜ WOOD

別写真を見る
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巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり92cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり93cm

表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▶ 施工注意 リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

リアテック同柄

メイプル板目

メイプル板目

チェリー柾目

オーク柾目

チェリー板柾

オーク板柾

チェリー柾目

チェリー柾目

チェリー板柾

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4260

��

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4280

��

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4288

��

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4273

��

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4208

��

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4215

��

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4256

��

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕30.7cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4222

��

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4212

��

▲ TH30899   ▲ TH30902   

▲ TH30900   ▲ TH30903 NEW  

▲ TH30901   ▲ TH30904   

▲ TH30896   

▲ TH30897   

▲ TH30898 NEW  

ウッド｜ WOOD

別写真を見る
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TH30186・30912

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり92cm

巾なり93cm

表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▶ 施工注意

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。リアテック同柄

チョークドオーク板柾

エルム柾目

ウォルナット板柾

ウォルナット板柾

ウォルナット柾目

ウォルナット板柾

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4360

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC5082

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4240

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC5072

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕124cm ↕92cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4241

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC5073

▲ TH30908 NEW  

▲ TH30909   

▲ TH30910 NEW  

▲ TH30905 NEW  

▲ TH30906   

▲ TH30907   

別写真を見る
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巾なり93cm

巾なり92cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり92cm

巾なり92cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり92cm

表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▶ 施工注意 リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

リアテック同柄

チーク柾目

ウォルナット板目

マホガニー柾目

ウォルナット板柾

オーク板柾

ゼブラウッド柾目

チョークドオーク板柾

ウォルナット板柾

ゼブラウッド柾目

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm　●ステップ柄合せ

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4254

��

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕124cm ↕92cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4310

��

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4284

��

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4307

��

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕124cm ↕92cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4327

��

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕92cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4321

��

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4362

ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4339

ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕92cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4344

ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

▲ TH30914   ▲ TH30917 NEW  

▲ TH30915   ▲ TH30918 NEW  

▲ TH30916   ▲ TH30919   

▲ TH30911 NEW  

▲ TH30912   

▲ TH30913   

ウッド｜ WOOD
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TH30924

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり92cm

巾なり92cm

表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▶ 施工注意

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。リアテック同柄

▶ 施工注意

杉［すぎ］

檜［ひのき］

桜［さくら］

栗［くり］

黒柿［くろがき］

日本の木

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕94cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC5054

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4155

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意

リアテック同柄 TC4157

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕124cm ↕92cm

▶ 施工注意

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕92cm

▶ 施工注意

▲ TH30923   ▲ TH30920   

▲ TH30924   ▲ TH30921   

▲ TH30922   

別写真を見る
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TH30927

巾なり93cm

巾なり93cm

巾なり92cm

TH30926

TH30927

TH30930

厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

eセコウ

オーク柾目

ウォルナット板柾

ベイマツ板目

eセコウクロス　木目 厚みのある木目調壁紙です。天井施工やリニューアル物件におすすめです。

TH30929・30930

TH30927・30928

TH30925・30926防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意 製法上、表面がややキズつきやすいため、お取り扱いにご注意ください。

防火種別1-4　AA 1,080円/㎡�
巾93cm ↕125cm ↕93cm

▶ 施工注意 製法上、表面がややキズつきやすいため、お取り扱いにご注意ください。

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕64.1cm ↕92cm

▲ TH30926   ▲ TH30925 NEW  

▲ TH30928 NEW  

▲ TH30930 NEW  

▲ TH30927   

▲ TH30929 NEW  

別写真を見る
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1. キズに強い
エバール®フィルムの耐久性とキズが付きにくい構造により壁紙表面の耐久性
を向上させた壁紙です。

2. 衝撃に強い
一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能
汚れにも強く、防臭効果も期待できます。また、耐薬品性と抗菌性にも
優れているので、メンテナンスしやすく清潔な環境をキープすることができます。

＊エバール®フィルムの機能については、P.83のフィルム汚れ防止壁紙の説明をご覧ください。

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

試験材 5回往復 15回往復 30回往復
スーパー耐久性 性能基準

（※自社基準） 4級以上

ー

5級

4級以上

5級

ー表面強化壁紙 性能基準
（※壁紙工業会規定）

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性

表面強化壁紙 5回（4級保持）

0 5 10 15 20 25 30（回）

［試験方法］壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
［評価基準］所定の摩擦子（荷重200ｇ）を取り付け、5回・15回・30回往復させ、

目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級 ： 一見視で特に変化がみられない
4級 ： 多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級 ： 表面層の破れが明確にみえる
2級 ： 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm未満）
1級 ： 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm以上）

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

30回（4級保持）

■ 表面強度比較

表面強化壁紙のさらに
約6倍の表面強度！

スーパー耐久性 一般ビニル壁紙

■ 表面強度性能比較

スーパー耐久性　木目
フィルム汚れ防止壁紙

巾なり92cm

巾なり92cm

TH30932

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

▶ 施工注意

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

リアテック同柄

ウォルナット柾目

プリマベラ柾目

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕92cm

▶ 施工注意
  

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕92cm

▶ 施工注意

  

  

▲ TH30933 NEW リアテック同柄 TC5071  

▲ TH30932 NEW リアテック同柄 TC5070  

▲ TH30934 NEW リアテック同柄 TC4198  

▲ TH30931 NEW リアテック同柄 TC5069  

別写真を見る
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TH30932

巾なり92cm 巾なり92cm

巾なり92cm

TH30937

TH30939

TH30941

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

▶ 施工注意

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。リアテック同柄

オーク柾目 チェリー板柾

ラインウッド柾目

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕46.1cm

▶ 施工注意

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕92cm

▶ 施工注意

防火種別1-4　AA 1,090円/㎡�
巾92cm ↕93cm ↕46.1cm

▶ 施工注意

▲ TH30937   ▲ TH30941   

▲ TH30936   

▲ TH30938  リアテック同柄 TC4167  ▲ TH30939  リアテック同柄 TC4336  

▲ TH30935   ▲ TH30940   

ウッド｜ WOOD
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織物調（全23点）TC・TN：リアテック　TH：不燃認定ビニル壁紙

※リアテック、ハードウォール、壁紙は材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを正確に合わせることはできませんのでご了承ください。
※原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色やツヤや質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。
※連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。
※リアテック商品につきましては、見本帳の有効期限が異なります。価格変更の可能性もございますのでご注意ください。詳しくは「REATEC vol.10」見本帳をご覧ください。

粘着剤付化粧フィルム リアテック

　　　   同柄シリーズ
用途や機能に応じて使い分けができる同柄シリーズ

ハードウォール HF1018
特殊コーティングにより表面強度を
アップした壁紙です。カウンターや
腰下部分など、キズのつきやすい
場所におすすめします。

不燃認定ビニル壁紙 TH30915
比較的キズのつきにくい場所へ、
コストパフォーマンスに優れる壁紙
をおすすめします。

リアテック TC4327
リアルな表情と表面強度が特徴
の粘着剤付化粧フィルムです。
鉄扉など金属下地への施工にも
適しています。

REATEC（リアテック）は、建具やドア枠、扉、家具などの多様な形状、
素材への施工が可能な粘着剤付化粧フィルムです。

REATEC同柄シリーズは、不燃認定ビニル壁紙やハードウォール（詳細
P.221）と同柄展開しているシリーズです。
同じ空間の中で、用途や機能に応じて使い分けていただくことで、コー
ディネートに統一感が生まれます。

シルクシャンタン

TC4473
TH30155 (P.47)

TC4474
TH30159 (P.47)

TC5181
TH30156 (P.47)

シルクシャンタン シルクシャンタン

カラー（全7点）TA：リアテック　TH：不燃認定ビニル壁紙

TA4737
TH30291 (P.66)

TA4757
TH30292 (P.66)

TA4758
TH30293 (P.66)

TA4791
TH30294 (P.66)

TA4765
TH30295 (P.66)

TA4776
TH30296 (P.66)

TA4752
TH30300 (P.66)

TN5174
TH30170 (P.49)

TN5175
TH30171 (P.49)

TN5176
TH30172 (P.49)

TN5173
TH30168 (P.49)

ファインクロス

TN5172
TH30169 (P.49)

ファインクロス ファインクロス ファインクロス ファインクロス ファインクロス

TN5177
TH30173 (P.49)

TN5178
TH30178 (P.49)

ファインクロス

TC5189
TH30318 (P.77)

コトーネ

TC5192
TH30322 (P.77)

コトーネ

TC5185
TH30323 (P.77)

ガコトーネ

TC5186
TH30324 (P.77)

コトーネ

TC5190
TH30319 (P.77)

コトーネ

TC5191
TH30320 (P.77)

コトーネ コトーネ

TC5187
TH30325 (P.77)

TC5188
TH30326 (P.77)

コトーネ

TN5168
TH30338 (P.79)

TN5169
TH30339 (P.79)

TN5170
TH30343 (P.79)

トラッドリネン トラッドリネン トラッドリネン

TC5180
TH30399 (P.88)

バーティカルストライプ

TC5179
TH30400 (P.88)

バーティカルストライプ

REATEC商品につきまして、詳しくは弊社見本帳
「REATEC vol.10」をご覧ください。
同柄シリーズ90点含め、全837点の粘着剤付化粧
フィルムを掲載しております。
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木目（全55点）TC：リアテック　TH：不燃認定ビニル壁紙　HF：ハードウォール

※リアテック、ハードウォール、壁紙は材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを正確に合わせることはできませんのでご了承ください。
※原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色やツヤや質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。
※連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。
※リアテック商品につきましては、見本帳の有効期限が異なります。価格変更の可能性もございますのでご注意ください。詳しくは「REATEC vol.10」見本帳をご覧ください。

コンクリート・錆（全5点）TC・TD：リアテック　TH：不燃認定ビニル壁紙　HF：ハードウォール

エイジドモルタル

TC5205
TH30867 (P.201)

エイジドモルタル

TC5204
TH30868 (P.201)

エイジドモルタル

TC5206
TH30869 (P.201)

錆

TD4549
TH30861 (P.198)
HF1104   (P.225)

錆

TD4548
TH30860 (P.198)
HF1103   (P.225)

TC5061
HF1112   (P.222)

アッシュ柾目

TC5062
HF1113   (P.222)

アッシュ柾目

TC5063
HF1114   (P.223)

アッシュ柾目

TC5064
HF1115   (P.222)

アッシュ柾目

ゼブラウッド柾目

TC4344
TH30919 (P.212)

TC4235
HF1045   (P.223)

ゼブラウッド柾目

TC4181
HF1002   (P.222)

ラインウッド柾目

TC4244
HF1005   (P.222)

ゼブラウッド柾目

TC4308
HF1015   (P.224)

ウォルナット板目

TC5073
TH30910 (P.211)

ウォルナット板柾

TC4362
TH30917 (P.212)

チョークドオーク板柾

TC4339
TH30918 (P.212)

ウォルナット板柾

TC4260
TH30901 (P.210)

オーク板柾

TC4360
TH30905 (P.211)

チョークドオーク板柾

TC5082
TH30906 (P.211)

エルム柾目

ブロックオーク

TC5124
TH30878 (P.204)

TC4178
HF1042   (P.222)

シカモア柾目

TC4177
TH30890 (P.209)

オーク板柾

TC4175
TH30891 (P.209)

ウォルナット板柾

TC4359
TH30893 (P.209)

チョークドオーク板柾

メイプル板目

TC4208
TH30896 (P.210)

TC5081
TH30894 (P.209)

エルム柾目

TC5066
TH30895 (P.209)

アッシュ板柾 オーク柾目

TC4222
TH30899 (P.210)
HF1023   (P.223)

TC4346
TH30879 (P.205)

　ペイントパイン

ウォルナット柾目

TC5069
TH30931 (P.215)
HF1116   (P.222)

ウォルナット柾目

TC5071
TH30933 (P.215)
HF1118   (P.224)

ブロックオーク

TC5121
TH30876 (P.204)

ラインウッド柾目

TC4167
TH30938 (P.216)
HF1001   (P.222)

プリマベラ柾目

TC4198
TH30934 (P.215)
HF1004   (P.222)

ウォルナット柾目

TC5070
TH30932 (P.215)
HF1117   (P.222)

ウォルナット板柾

TC4240
TH30907 (P.211)

TC5072
TH30908 (P.211)

ウォルナット板柾 ブロックオーク

TC5122
TH30877 (P.204)

ウォルナット柾目

TC4241
TH30909 (P.211)
HF1009   (P.222)

ウォルナット板目

TC4310
TH30912 (P.212)
HF1012   (P.224)

TC4324
HF1044   (P.224)

プリマベラ柾目

TC5054
TH30920 (P.213)

杉柾目

TC4155
TH30921 (P.213)

檜柾目

TC4157
TH30922 (P.213)

桜柾目

TC4215
TH30897 (P.210)

メイプル板目

チェリー柾目

TC4272
HF1043   (P.223)

TC4212
TH30900 (P.210)

チェリー板柾

TC4288
TH30903 (P.210)

チェリー柾目

TC4273
TH30904 (P.210)

チェリー板柾

TC4254
TH30911 (P.212)

チーク柾目チェリー柾目

TC4256
TH30898 (P.210)
HF1027   (P.223)

チェリー柾目

TC4280
TH30902 (P.210)
HF1041   (P.223)

TC4284
TH30913 (P.212)

マホガニー柾目 ブロックウォルナット

TC5117
TH30884 (P.206)

　 ウォルナット板柾

TC4307
TH30914 (P.212)
HF1013   (P.224)

TC4321
TH30916 (P.212)

ゼブラウッド柾目

TC4327
TH30915 (P.212)
HF1018 (P.224)

オーク板柾 ラインウッド柾目

TC4336
TH30939 (P.216)
HF1020   (P.224)

オーク柾目

TC4174
TH30892 (P.209)
HF1021   (P.222)

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）　

　　　　　 巾122cm

TA 4,100円/㎡（4,920円/m）
TC 6,100円/㎡（7,320円/m）
TD 6,200円/㎡（7,440円/m）
TN 7,800円/㎡（9,360円/m）

※不燃認定ビニル壁紙やハードウォールとは掛率が異なりますので、ご注意ください。
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