










Natural Rustic

�������　収録 P.98 �������　収録 P.118 �������　収録 P.131

自然素材からインスピレーションを受けた

飾らない中に洗練された空気を感じさせるスタイル。

多様な素材の調和が、スタイリッシュな中にも、ほど良いぬくもりを感じさせます。

左壁 TWP1150、正面下壁 TWP1201、正面上壁 TWP1238

商品厚が薄いものは下地処理を丁寧に行い、糊だまりやパテの色にもご注意ください。
ただし下地の状態によっては完全に凹凸を抑えることが難しい場合がありますので予めご了承ください。
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�������　収録 P.60

�������

�������　収録 P.109

�������

�������　収録 P.130

ニュアンスのあるタイルの表情が
シンプルな空間に個性をプラスします。

落ち着いたトーンと手触り感のある無地に
プリミティブなデザインが彩りを添えます。

左右壁 TWP1235、中央壁 TWP1069 TWP1175

商品厚が薄いものは下地処理を丁寧に行い、糊だまりやパテの色にもご注意ください。
ただし下地の状態によっては完全に凹凸を抑えることが難しい場合がありますので予めご了承ください。
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SKR-PB-14-①

W37×H47

CWP-2005 2-①
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Interior Garden

�������

�������　収録 P.227

��������

植物と融合し、お互いに引き立て合う

質感やデザインの瑞々しいスタイル。

ラグジュアリーなモダンインテリアに
ボタニカルデザインを大胆に取り入れ、こだわりを魅せます。

正面壁 TDE50075、左右壁 TWP1660
トキワフラットジョイナー TFJ10002 収録P.247

濃色品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。 　商品厚が薄いものは下地処理を丁寧に行い、糊だまりやパテの色にもご注意ください。
ただし下地の状態によっては完全に凹凸を抑えることが難しい場合がありますので予めご了承ください。

��������　収録 P.88・240
インクジェット壁紙デジウォール 

＊3m以上からご注文をお受けいたします。（以降1m単位）

特殊掛け率品 受注生産品

83cm

92cm
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�������　収録 P.59

������� ��������

�������　収録 P.100
��������　収録 P.240　
インクジェット壁紙デジウォール 

250cm

276cm

艶やかな麻の葉柄が植物を引き立て
特別なプライベートガーデンになります。

ダイナミックな植物柄でモダンな空間に
遊び心と個性をプラスします。

左壁 TWP1414、正面壁 TWP1067 左壁 TWP1156、正面壁 TDE50076

商品厚が薄いものは下地処理を丁寧に行い、糊だまりやパテの色にもご注意ください。
ただし下地の状態によっては完全に凹凸を抑えることが難しい場合がありますので予めご了承ください。

特殊掛け率品 受注生産品

Interior G
arden
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甘すぎない色使いとデザインで作る

大人のフェミニンスタイル。

レトロな雰囲気漂うフラワープリントは
モダンなインテリアに女性らしさをプラスします。

�������　収録 P.227

�������

�������　収録 P.85

Retro Feminine

左壁 TWP1117、右壁 TWP1656

商品厚が薄いものは下地処理を丁寧に行い、糊だまりやパテの色にもご注意ください。
ただし下地の状態によっては完全に凹凸を抑えることが難しい場合がありますので予めご了承ください。
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�������　収録 P.71

�������

�������　収録 P.227

�������

�������　収録 P.130

�������　収録 P.101

グレイッシュなピンクとダマスク柄が
エレガントな可愛らしさを演出します。

大きなテラゾーパターンに
女性らしい色使いが新鮮な
スタイルです。

アートペイントのような柔らかい色彩と
アンティーク調が絶妙な組み合わせです。

左壁 TWP1657、右壁 TWP1090 TWP1234

TWP1158

濃色品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。 　商品厚が薄いものは下地処理を丁寧に行い、糊だまりやパテの色にもご注意ください。
ただし下地の状態によっては完全に凹凸を抑えることが難しい場合がありますので予めご了承ください。
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�������　収録 P.102
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�������　収録 P.118

Gray Chic
素材を豊かに感じさせるデザインとシックな色合いがつくる

落ち着いた高級感漂うモダンなスタイル。

質感の組み合わせにこだわりながら、全体はシックな色づかいです。

正面左右壁 TWP1160、中央壁・右壁  TWP1202

商品厚が薄いものは下地処理を丁寧に行い、糊だまりやパテの色にもご注意ください。
ただし下地の状態によっては完全に凹凸を抑えることが難しい場合がありますので予めご了承ください。
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�������　収録 P.116

�������

�������　収録 P.117

�������

�������　収録 P.104

大きなヘリンボーンとブロックの
大胆ながらも美しい調和です。

シンプルで美しい木目がつくる
温かみのあるラグジュアリー空間です。

左壁 TWP1195、正面壁 TWP1163 TWP1198

商品厚が薄いものは下地処理を丁寧に行い、糊だまりやパテの色にもご注意ください。
ただし下地の状態によっては完全に凹凸を抑えることが難しい場合がありますので予めご了承ください。
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French Vintage
古材や古道具などの使い込まれた趣のある風合い

最新トレンドでありながら、どこか懐かしさを感じさせるスタイル

昭和 38 年設立。カーテンフック・線材加工品の製造

から始まり、カーテンレール、カーテン、窓フィルム、

壁紙と取り扱い製品の幅は広がっていきました。

現在では「インテリアを楽しみ、D I Y に挑戦する豊

かなライフスタイル」を提案。変わらない自社製造

品とともに、世界中から厳選したインテリアアイテム

をお届けしています。

左壁TWP1262、正面壁 TDE50714、右壁 TWP1065
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ヴィンテージコンクリートにヨーロッパの町並みを映し出した
どこか懐かしさの残るデザインです。

92.9cm

64.1
cm

368cm

270
cm

French Vintage 

�������　収録 P.58

���������インクジェット壁紙デジウォール　 収録 P.245
左壁 TWP1065、右壁 TDE50714

TWP1065

商品厚が薄いものは下地処理を丁寧に行い、糊だまりやパテの色にもご注意ください。
ただし下地の状態によっては完全に凹凸を抑えることが難しい場合がありますので予めご了承ください。

特殊掛け率品 受注生産品

ヴィンテージ感を引き立てるコンクリートと
ファブリックテクスチャの組み合わせです。

�������
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溶け込むような柔らかな質感と
色彩が作る癒し空間。

友安製作所  C a f e  &  B a r  阿倍野の店内に施された漆喰壁のテクスチャを忠実に再現。
凹凸によってできる陰影が、淡いホワイトカラーを引き立てます。

TWP1667

濃色品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ディッピンペイントのカラーバリエーションから

フレンチシャビーなカラーの壁紙が生まれました。

「ペンキから生まれた壁紙の色」

Colors   Dippin' Paint 

������� �������

�������　収録 P.228

�������　収録 P.228

�������

ラベンダー  Lavande

乙女心をくすぐる
やさしいラベンダーカラー 

�������　収録 P.228

�������

レニュイ  La nuit

賑わうパリの夜をイメージした
優しいネイビー  

ユーカリ  Eucalyptus

「思い出」という花言葉をもつ
ユーカリをイメージした癒しのグリーン 

�������　収録 P.228
ピレ  Pierre

やわらかい日差しに照らされた
街の石畳をイメージしたグレージュ 

�������

�������　収録 P.228
ネージュ  Neige

雪のように美しくやさしいホワイト 
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インテリアを選ばないグレージュ
なつかしさを感じる、ぬくもりのあるニュアンスカラー

TWP1668

※ DP20001 ~ DP20010のお問い合わせは
　トキワ産業（株）各営業所へご連絡ください。

「壁紙と同色のペイント全 5 色登場！」

MaisonDippin' Paint
壁紙に塗れる水性塗料

ほとんど臭いがなく、乾けば無臭
F☆☆☆☆を取得した安心の日本製 
伸びがよく塗りやすい水性塗料
汚れがつきにくくお手入れしやすい防汚機能
看板やガーデニング用品など屋外にも使用可能

特 徴

その他のカラーや詳しい情報はこちら    https://www.styledart-store.com/paint/

商 品 名

価      格    5,980 円（1kg） / 1,980 円（200g）

容      量    1kg / 200g

※印刷物のため、実際の商品と比べて色が異なる場合がありますので、
　ご了承ください。

ネージュ（ホワイト）

ユーカリ（グリーン）

ラベンダー（ラベンダー）

レニュイ（ネイビー）

ピレ（グレージュ）

DP20001（1kg）

DP20002（1kg）

DP20003（1kg）

DP20004（1kg）

DP20005（1kg）

DP20006（200g）

DP20007 （200g）

DP20008（200g）

DP20009（200g）

DP20010（200g）

カラー名 品番（容量） 品番（容量）

ネージュ ユーカリ ラベンダー レニュイ ピレ

200g

1kg

Dippin' Paint
Maison

TWP1671

French Vintage フレンチシャビーにも
インダストリアルにも映える
グレイッシュなネイビーカラー

レニュイ（ネイビー）

PAI NT COLOR
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Febreze

w a l l c o v e r i n g s

ファブリーズ

f o r  c o m f o r t a b l e

a n d  c l e a n  l i f e

16



規定の消臭 · 抗菌効果の

基準をクリアした素材を使用。

Funct ion

02  抗 菌

菌の増殖を抑制する

壁紙表面に付着した細菌の増殖を抑え、

清潔で安全な空間を保ちます。

気になるニオイを消臭

01  消 臭

空気中のイヤなニオイの元を分解消臭。

生ゴミ、加齢臭、排泄臭、汗臭、タバコ臭、

アンモニア臭、ペット臭などに効果があ

ります。

｢ファブリーズ」は米国 P&G 社の商標です。当ブランドの壁紙（ファブリーズ壁紙）はライセンス契約により企画・製造・販売されています。
Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates. 17



左壁 TWP1005、正面壁 TWP1002

TWP1001

TWP 1001 N-9.5

TWP1002

N-9.5TWP 1002

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓16cm  ←→15.5cm  プリントリピート

TWP 1001～1002
防かび抗菌消臭

Flower Breeze
そよ風にそよいでいるように
爽やかで柔らかなフラワープリント。

柔らかな色合いのフラワープリントが
ダイニングキッチンに自然な華やぎを添えます。

febreze

W75×H60

W75×H60

SKR-PB05-②

SKR-PB05-①

18
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TWP1007

TWP1006

92.4cm

61.2
cm

46.4cm

32
cm

TWP1004

TWP1003

TWP1005

TWP 1003 N-9.5

TWP 1004 RP-9

TWP 1005 PB-9

TWP1006

TWP 1006
｜準不燃｜
  防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓32cm  ←→46.4cm  型押しリピート

N-9.5

TWP1007

TWP 1007 Y-9.25

｜準不燃｜
  防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙

TWP 1003～1005
防かび抗菌消臭

防かび抗菌消臭

｜準不燃｜
  防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓61.2cm  ←→92.4cm  プリントリピート

防かび抗菌消臭

｢ファブリーズ」は米国 P&G 社の商標です。当ブランドの壁紙（ファブリーズ壁紙）はライセンス契約により企画・製造・販売されています。
Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

SKR-PB06-①

SKR-PB06-②

SKR-PB06-③ TKP-2802B

3AP-1913A

W55×H48

W55×H48

W55×H48

W55×H81

W55×H81

19
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正面壁 TWP1008、右壁 TWP1013
TWP1008

TWP 1008  リフォーム推奨品 N-9.5

TWP1009

TWP 1009  リフォーム推奨品 NNY-9.5

TWP1010

TWP 1010  リフォーム推奨品 N-9.5

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓31.4cm  ←→46.4cm  型押しリピート

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓31.4cm  ←→46.3cm  型押しリピート

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓31.4cm  ←→46.4cm  型押しリピート

防かび抗菌消臭 防かび抗菌消臭 防かび抗菌消臭

febreze

リ
フ
ォ
ー
ム

推
奨
品
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TWP1013TWP1012
TWP1011

TWP 1011  リフォーム推奨品 N-9.5

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓31.7cm  ←→46.3cm  型押しリピート

TWP1012

TWP 1012  リフォーム推奨品 N-8.75

TWP1013

TWP 1013  リフォーム推奨品 B-7.5

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓31.4cm  ←→46.4cm  型押しリピート

防かび抗菌消臭防かび抗菌消臭

｢ファブリーズ」は米国 P&G 社の商標です。当ブランドの壁紙（ファブリーズ壁紙）はライセンス契約により企画・製造・販売されています。
Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.
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TWP1015

TWP1016

NYR-9.25TWP 1016  リフォーム推奨品

TWP1015

N-9.25TWP 1015  リフォーム推奨品

TWP1014

N-9.5TWP 1014  リフォーム推奨品

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
TWP 1014～1016

防かび抗菌消臭

febreze

リ
フ
ォ
ー
ム

推
奨
品
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左壁・天井 TWP1019、正面壁 TWP1020

TWP1017 TWP1018

TWP 1017  リフォーム推奨品 TWP 1018  リフォーム推奨品 NYR-9N-9.5

TWP1019 TWP1020

TWP 1019  リフォーム推奨品 TWP 1020  リフォーム推奨品 YR-6NYR-9.25

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙

｜準不燃｜
  防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙

｜準不燃｜
  防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙

防かび抗菌消臭 防かび抗菌消臭

防かび抗菌消臭

｢ファブリーズ」は米国 P&G 社の商標です。当ブランドの壁紙（ファブリーズ壁紙）はライセンス契約により企画・製造・販売されています。
Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.
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TWP1025

TWP1023

TWP1021 TWP1024

TWP 1021 N-9.5

TWP1022 TWP1025

TWP 1022  リフォーム推奨品 N-9.5

TWP1023 TWP1026

N-9.25TWP 1023

｜不燃｜準不燃｜
  防火種別1-4  塩化ビニル樹脂系壁紙

TWP 1024～1026

TWP 1024  リフォーム推奨品 N-9.5

｜不燃｜準不燃｜
  防火種別1-4  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓30.8cm  ←→46.4cm  型押しリピート

TWP 1025  リフォーム推奨品 N-9.25

｜不燃｜準不燃｜
  防火種別1-4  塩化ビニル樹脂系壁紙

TWP 1026  リフォーム推奨品 NYR-9.25

｜不燃｜準不燃｜
  防火種別1-4  塩化ビニル樹脂系壁紙

防かび抗菌消臭

防かび抗菌消臭

防かび抗菌消臭

防かび抗菌消臭

febreze

リ
フ
ォ
ー
ム

推
奨
品

不燃
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TWP1028

正面壁 TWP1030、右壁 TWP1029

TWP1027 TWP1028

TWP1029 TWP1030
｜不燃｜準不燃｜防火種別1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙 

TWP 1029 TWP 1030 NNY-8NNY-9

｜不燃｜準不燃｜防火種別1-4  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓23cm  ←→46.2cm  プリントリピート　無地貼りも出来ます。

TWP 1027 N-9.5 TWP 1028 NYR-9.25
防かび抗菌消臭

｢ファブリーズ」は米国 P&G 社の商標です。当ブランドの壁紙（ファブリーズ壁紙）はライセンス契約により企画・製造・販売されています。
Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

商品厚が薄いものは下地処理を丁寧に行い、糊だまりやパテ色にもご注意ください。
ただし下地の状況によっては完全に凹凸を抑えることが難しい場合もありますので、予めご了承ください。

防かび抗菌消臭

不燃

25
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左壁 TWP1098、右壁 TWP1101、天井 TWP1485
�������

�������　収録 P.181  リフォーム推奨品

▽ベースクロス

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓32cm  ←→30.8cm  プリントリピート

TWP 1100～1101
防かび

N-9.5TWP 1100

TWP1100

YR-8.75TWP 1101

TWP1101

�������　収録 P.169

�������

▽コーディネートクロス

�������　収録 P.74

�������

▽コーディネートクロス

ナチュラル natural

リ
フ
ォ
ー
ム

推
奨
品

ナ
チ
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ラ
ル
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左壁 TWP1170、右壁 TWP1111

左壁 TWP1379、正面壁 TWP1112、右壁 TWP1178

�������

�������　収録 P.162

▽ベースクロス

NYR-9.25TWP 1111

�������　収録 P.107

TWP1111 �������

▽コーディネートクロス

N-9.5TWP 1112

濃色品はひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

�������　収録 P.110

TWP1112 �������

▽コーディネートクロス

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓10.7cm  ←→10.3cm  プリントリピート

防かび

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓32cm  ←→30.7cm  プリントリピート

防かび

カジュアル casual

DESIGNED BY  ピーレ・コレクティブ

DESIGNED BY  ピーレ・コレクティブ

和

カ
ジ
ュ
ア
ル

ス
タ
イ
ル

82
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左壁 TWP1650、正面壁 TWP1114

正面壁 TWP1113、右壁 TWP1177

R-8TWP 1113

�������　収録 P.110

TWP1113 �������

�������

�������　収録 P.171  リフォーム推奨品

▽ベースクロス

▽コーディネートクロス

BG-6TWP 1114

�������　収録 P.227

TWP1114 �������

▽コーディネートクロス

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓16cm  ←→13.2cm  プリントリピート

防かび

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓32cm  ←→30.9cm  プリントリピート

防かび

カジュアル casual

DESIGNED BY  エリザベス・オルウェン

DESIGNED BY  エリザベス・オルウェン

リ
フ
ォ
ー
ム

推
奨
品

カ
ジ
ュ
ア
ル

ス
タ
イ
ル
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93cm

94
cm

濃色品はひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
商品厚が薄いものは下地処理を丁寧に行い、糊だまりやパテの色にもご注意ください。ただし下地の状態によっては完全に凹凸を抑えることが難しい場合がありますので予めご了承ください。

TWP1153

N-8.5TWP 1153

TWP1154

N-2TWP 1154
｜不燃｜準不燃｜防火種別1-4  塩化ビニル樹脂系壁紙  ↑↓94cm  ←→93cm  プリントリピート 防かび

TWP1153 TWP1154

コンクリート concrete

不燃

レ
ン
ガ
・コ
ン
ク
リ
ー
ト

マ
テ
リ
ア
ル
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左右壁 TWP1370、正面壁 TWP1185

左壁 TWP1433、右壁 TWP1187

TWP1185 TWP1186

TWP 1185  リフォーム推奨品 TWP 1186  リフォーム推奨品 YR-8.75NYR-9.25

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙  ↑↓23cm  ←→46.4cm  プリントリピート 防かび
TWP1187 TWP1188

TWP 1187  リフォーム推奨品 TWP 1188  リフォーム推奨品 N-6YR-6

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙  ↑↓23cm  ←→46.4cm  プリントリピート 防かび

タイル tile

タ
イ
ル

マ
テ
リ
ア
ル

リ
フ
ォ
ー
ム

推
奨
品
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デニム denim

TWP1222

TWP 1222 B-8

TWP1223

TWP 1223 B-3.5

｜不燃｜準不燃｜防火種別1-4  塩化ビニル樹脂系壁紙  ↑↓60.6cm  ←→93cm  プリントリピート 防かび

TWP1222

左壁 TWP1409、右壁 TWP1223

ウ
ッ
ド

マ
テ
リ
ア
ル

不燃

リ
ア
ル
フ
ェ
イ
ク

マ
テ
リ
ア
ル
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200618-324069-PINEBULL 見本帳 / TPB-138_L-c3

TWP1282

壁 TWP1278、天井 TWP1277

TWP1277 TWP1279

TWP1282

TWP 1282  リフォーム推奨品 R-8.75

TWP1281

TWP 1281  リフォーム推奨品 NYR-9.25

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙  ↑↓32.2cm  ←→23.2cm  プリントリピート 防かび

TWP 1277  リフォーム推奨品 NYR-9.25 TWP 1279  リフォーム推奨品 R-8.75

TWP1278 TWP1280

TWP 1278  リフォーム推奨品 YR-8.75 TWP 1280  リフォーム推奨品 B-8

織物 fabric

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
TWP 1277～1280

防かび

リ
フ
ォ
ー
ム

推
奨
品

織
物
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壁 TWP1338、天井 TWP1415

TWP1336

TWP1336

TWP1337

TWP1338

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓64cm  ←→92.4cm  プリントリピート

TWP 1337～1338
防かび

TWP 1338  リフォーム推奨品 NYR-4.5

TWP 1337  リフォーム推奨品 NYR-9

TWP 1336 NYR-9.5

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓21.3cm  ←→46.3cm  プリントリピート

防かび

和 japan

リ
フ
ォ
ー
ム

推
奨
品

和
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TWP1708

TWP 1708 N-7

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓46cm  ←→92.6cm  プリントリピート

TWP1709

防かび

TWP 1709 NYR-9

｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル樹脂系壁紙
↑↓46cm  ←→46.1cm  プリントリピート

防かび

ワ
ン
ピ
ー
ス

236
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新形状のフラットタイプ。はめこみがとても簡単です。

施工面に墨出しして位置を決める。 アタッチメントの両面テープをはがし
て、墨出しラインに沿って施工する。

アタッチメントの羽部分にパテ処理を
して下地を整える。

アタッチメントの凸部分を残して壁紙
を施工する。

アタッチメントへジョイナーをはめ込
み、完成。

施工手順

※アタッチメント、ジョイナーはハサミやカッターで切ることができます。
※浮きはがれの原因になりますので、アタッチメントの施工時には下地に合った接着剤の併用をお奨めします。
※ジョイナーを縦横連結させる場合はアタッチメント、ジョイナーを45度にカットして施工して下さい。
※出隅へ施工する場合は専用のアタッチメント、ジョイナーをお使い下さい。

平面用ジョイナー

平面用アタッチメント  穴あきタイプ

コーナー用ジョイナー

TFJ10001
ホワイト

TFJ10002
ブラック

TFJ10003
ライトウッド

TFJ10004
グレーウッド

TFJ10005
ダークウッド

価格 : 600円 / 本（税別）    サイズ：巾 47 ㎜×高さ 2.6 ㎜ ×長さ 2,500 ㎜　　材質：塩化ビニル樹脂    TFJ10006

価格 : 730円 / 本（税別）    サイズ：巾 30 ㎜ × 30 ㎜ ×長さ 2,500 ㎜　　材質：塩化ビニル樹脂TFJ10012

価格 : 600円 / 本（税別）    サイズ：巾 7 ㎜×高さ 3.2 ㎜ ×長さ 2,500 ㎜　　材質： ABS 樹脂 / オレフィンシートTFJ10001～10005

コーナー用アタッチメント  穴あきタイプ

商品断面図

商品断面図

商品断面図

商品断面図

47㎜

2㎜

0.5㎜

30
㎜

0.6㎜

8mm両面テープ貼り

穴あきタイプ

平面用
ジョイナー

平面用
アタッチメント

8mm両面テープ貼り

TFJ10007
ホワイト

TFJ10008
ブラック

TFJ10009
ライトウッド

TFJ10010
グレーウッド

TFJ10011
ダークウッド

価格 : 1,000 円 / 本（税別）    サイズ：巾 6 ㎜× 6 ㎜ ×長さ 2,500 ㎜　　材質： ABS 樹脂 / オレフィンシートTFJ10007～10011

特殊掛け率品

0.3㎜
1.5㎜

30㎜

穴あきタイプ

コーナー用
ジョイナー

コーナー用
アタッチメント

＊商品のお問い合わせはお近くの弊社営業所へお問い合わせください。

6㎜
シート貼り

7㎜

3.2㎜

シート貼り

0.7㎜

① ②

④ ⑤

③

トキワフラットジョイナー

トキワフラットジョイナー TFJ10002
上壁 TWP1079、下壁 TWP1597

副
資
材



副
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248 ＊DENIM WALL は株式会社ジャパンブルーの商標登録商品です。 ＊商品写真は、現物と多少異なる場合があります。　＊商品のお問い合わせはお近くの弊社営業所へお問い合わせください。

DENIM WALL
デニム ウォール

上代：6,900円 /m 上代：6,900円 /m

準不燃｜繊維系壁紙｜生地巾：92cm
巻き数・販売単位：12m巻き　1本

準不燃｜繊維系壁紙｜生地巾：92cm
巻き数・販売単位：12m巻き　1本

準不燃｜繊維系壁紙｜生地巾：92cm
巻き数・販売単位：12m巻き　1本

準不燃｜繊維系壁紙｜生地巾：92cm
巻き数・販売単位：12m巻き　1本

準不燃｜繊維系壁紙｜生地巾：92cm
巻き数・販売単位：12m巻き　1本

準不燃｜繊維系壁紙｜生地巾：92cm
巻き数・販売単位：12m巻き　1本

撥 水ほつれ防止 撥 水ほつれ防止 撥 水ほつれ防止

T W I L L 綾 織 り P L A I N W E A V E 平 織 り

撥 水ほつれ防止 撥 水ほつれ防止 撥 水ほつれ防止

DW-101 DW-203

シン・デニム

独自開発した染色技術による堅牢度アップと

オリジナル紡糸による耐摩耗性も大幅に向上。

衣料用から資材用まで幅広い汎用性が期待できる

シン・デニムを内装材として商品化しました。

デニム生地特有の色落ちはほとんど無い、新素材

「シン・デニム」を壁紙として商品化に成功。従来

の壁紙には見られない素材感、高いファッション

性も表現できる、倉敷ジャパンメイドのデニム素

材の壁紙です。日本の伝統色の藍色が落ち着いた

雰囲気の空間を演出。準不燃取得。

商品特徴

取り扱い上のご注意 :施工時にはデニム繊維をカットするため、ジョイント部だけは「ほつれ」が生じる可能性があります。重ね切り（ダブルカット）施工をおすすめ致します。

　　　　　　　　　　全点ほつれ防止加工を施しておりますが、完全に防止できない場合があります。天然素材系なので、ジョイント部の色差が生じる場合があります。

特殊掛け率品

DW-101No. DW-103No. DW-201No. DW-203No.DW-105No. DW-205No.

桃太郎ジーンズで有名なジャパンブルーと老舗のクロス専門メーカーのトキワがタッグを組みました。
J A PA N B L U E T O K I W A

防炎・撥水・ほつれ防止処理済み      F★★★★・JIS 規格適合品 防炎・撥水・ほつれ防止処理済み      F★★★★・JIS 規格適合品

point.1 タフな新素材シン・デニムで色落ちしづらい

point.2 キズに強い・クラックしにくい

準不燃で防火も安心point.3



特殊掛け率品

＊商品のお問い合わせはお近くの弊社営業所へお問い合わせください。

マグネットがくっつくホワイトボード・黒板・ブラックボード
住宅・店舗・オフィス・病院・介護施設・教育施設など　壁スペースをマグネットで有効活用

＊この商品はマグネットシートではありません　　　＊上記の価格は 2022 年10月11日出荷分より有効となります。

商品番号

上代価格

サ イ ズ

厚 さ

タ イ プ

TRWS950-W

49,600 円 / 本（税別）
巾 900mm×5m巻
0.6mm
のりなし

TRWS918-W

18,300 円 / 本（税別）
巾 900mm×1.8m巻
0.6mm
のりなし

商品番号

上代価格

サ イ ズ

厚 さ

タ イ プ

TRKS950-G

57,200 円 / 本（税別）
巾 900mm×5m巻
0.6mm
のりなし

TRKS918-G

21,200 円 / 本（税別）
巾 900mm×1.8m巻
0.6mm
のりなし

商品番号

上代価格

サ イ ズ

厚 さ

タ イ プ

TRBS950-BK

89,100 円（税別）
巾 900mm×5m巻
0.72mm
のりなし

TRBS918-BK

33,000 円（税別）
巾 900mm×1.8m巻
0.72mm
のりなし

＊上記の価格は 2022 年10月11日出荷分より有効となります。

特殊掛け率品

マグの相方とは

製品情報

使い方

マグネットがくっつくやわらか素材
住宅・店舗・オフィス・病院・介護施設・教育施設など　壁スペースをマグネットで有効活用

「マグの相方」はスチール（鉄粉）

をふくんだやわらかいラバーシー

トです。そのため、マグネットが

くっつきます。シートはやわらか

いのでハサミやカッターで切るこ

とができます。マグネットがくっ

つきますので壁以外にも色々な用

途に活用可能です。

「マグの相方」を壁紙の内側に貼るこ

とでメモや額縁、ポスターなどがマ

グネットでくっつくようになります。

壁スペースをキズつけることなく

色々なものを飾りたい。変更の多い

案内板を簡単に案内変更したい等、

「マグの相方」とマグネットの組み合

わせでお応えします。

＊この商品はマグネットシートではありません

TRSS900
47,800 円 / 本（税別）
巾 900mm×10m巻
0.5mm

商品番号
上代価格
サ イ ズ
厚 さ

商品番号
上代価格
サ イ ズ
厚 さ

巻取りタイプ：裏面のりなし

白い面はハクリ紙です

TPSS600A
3,500 円 / 本（税別）
巾 600mm×1m巻
0.5mm

安心の品質

施工方法

施工方法はこちらより
ご確認いただけます。

・ホルムアルデヒド放散等級の
　最上位規格フォースターを取得

・MSDS（化学物質安全性データシート）
　作成済み

・JIS（日本工業規格）Z2371：2000
　「塩水噴射試験方法」に準拠

ロールタイプ：裏面のり付

TRSS900-1
5,300 円 / 本（税別）
巾 900mm×1m巻
0.5mm
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製作/トキワ産業株式会社
発行 2020年 11月　有効期限 2023年

DEEP GREEN 商品表示の見方

逆さ品番

商品番号

防火表示 リピート表示

●商品収録頁の下端に表示

色記号

打ち合わせ時に反対側からも
品番が確認できます。

・青色表示は重複貼り

TWP 0000 XXX-0.0

｜不燃｜準不燃｜防火種別2-3  塩化ビニル系樹脂壁紙 
 00.0cm  ←→00.0cm  プリントリピート

防かび

←→

TWP0000

サイクル消臭耐クラック

表面強化

防かび

抗菌 汚れ防止

マイナスイオン

通気性 吸放湿撥水

消臭

アレルバスター

リフォーム推奨品 不燃壁紙

リ
フ
ォ
ー
ム

推
奨
品

見本帳ラインナップ

ココアブラウン ディープグリーン パインブルS  2020 - 2022

表面丈夫壁紙を多数収録

住宅向け・新築＆リフォーム コットンを使用した自然素材

コットンソフィーナ
通気・透湿機能壁紙

TSクロス  2018 - 2021

耐クラック「ねばり強い壁紙」マッスルウォール  2019 - 2021

マッスルウォールリフォーム
                                  2020 - 2022

高機能性壁紙

住宅向け・新築＆リフォーム

https://www.tokiwa.net/

パインブル 2021-2023.12
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