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住まいの壁も、立ちはだかる壁も
もっと楽しめる未来へ。

取扱いブランド

カタログの見方

壁があるから、楽しくなる。

日本の壁に、もっと選択肢を。
それこそが、私たちのミッションです。

お客様に本当に喜んでいただくために、
幅広い選択肢のなかから
ご要望に合った壁紙をご提案したい。
たとえば、寝室の一面には落ち着きのあるデザインを。
子供部屋には明るく楽しい図柄を。

それでこそ、提供する私たちも心から喜ぶことができる。
施工する職人さんも、やりがいを感じることができる。
さらには業界全体や
社会全体の活性化にもつながるはずです。

従来の慣習や常識にとらわれず、壁紙を通じて
みんなが幸せになるような社会を築き上げる。
一人ひとりの個性を尊重して
色とりどりの世界を築き上げる。

そんな明るい未来を実現するために、
目の前に立ちはだかる壁への挑戦を楽しみながら
私たちはこれからも、一歩一歩進んでまいります。

※1の（s）はステップ柄を意味します。また、（r）はリバース柄を意味します。
※2の単価（㎡）はすべて参考価格になります。
表示価格は2021年10月現在の本体価格で、施工費、送料、消費税は含ま
れておりません。本価格は予告なく変更される場合があります。
カタログの色調は印刷のため実際の商品とは多少異なる場合もありますの
で、ご購入の際はサンプルをご確認ください。一部の商品につきましては、
サンプルのご用意がありませんのでご了承ください。

WEBサイトの商品ページを
ご覧いただけます

規格・リピート・価格・単価・材質・組成が同じ商品は、まとめて表示しています
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WEB
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規格：53cm×10m
タテリピート：53cm(s)※1
価格（ロール）：¥28,000（税抜）
単価（㎡）：¥5,290（税抜）※2
材質：不織布

407-29 407-38 407-86
不燃

「VAN GOGH コレクション」

HAMMOCK ハンモック

コール&サン セレクション

Cole&Son Selection

ETT HEM エットヘム



Reopening
2021年9月よりショールームが新しく生まれ変わりました！
より一層、輸入壁紙の魅力に触れていただける特別な空間となっています。
ぜひお越しください。

Showroom

世界中から選りすぐりの壁紙を取り揃えたテシードのショールーム。
プロの方から初めて壁紙を検討される一般の方まで豊富な壁紙見本を自由にご覧いただけます。
実際に見て、触れて、お選びください。
ひとりひとりの個性に合わせた壁紙がきっと見つかります。
専門のスタッフが壁紙選びをお手伝いいたします。

JR山手線「目白駅」より徒歩7分
東京メトロ副都心線「雑司ヶ谷駅」出口3より徒歩3分
都電荒川線「鬼子母神前駅」より徒歩4分

〒171-0031 東京都豊島区目白2-2-1 1F
10：00～17：00  ※予約制
日・祝（土を除く）・GW・夏季・年末年始

住所       ：
営業時間 ：
定休日    ：

ショールームは予約制となります。

こちらの予約専用フォームより
お申し込みください

世界中の壁紙を見て、触って、
お選びください。

ショールームのご案内

都電荒川線
鬼子母神前

JR
山手線
目白駅

東京メトロ
副都心線
雑司が谷
出口3

目白警察署

学習院ホテル
メッツ目白

銀行

目白通り

至 

池
袋

明
治

通
り
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見て、触って確認できる

実物の色味や質感、柄の大きさなどを
お確かめいただけます。

お部屋のイメージやお好みの色、柄などを
伺いおすすめをご紹介します。

オンラインで見本帳をお見せしながら
お客様のご相談に対応いたします。

専門スタッフに相談できる オンライン相談も可能



QRコード、またはIDでご登録ください

@999sdafuID

世界中の壁紙を見て、触って、
お選びください。

テシードLINE公式アカウント

友達募集中！

FacebookPinterestInstagram Twitter Youtube
SNS

詳しくは、P.03をご覧ください

スタッフに
相談もできます

チャットボットでの質問ができる！

壁紙のスペック詳細を検索できる！

豊富な施工例で
イメージが広がる！

商品紹介や壁紙の魅力などの
情報コンテンツが読める！

会員登録なしで
サンプル請求がカンタン！

直感的にサクサク
絞り込み検索で探しやすい！

カタログに載っていない壁紙がまだまだあります！

LINEでさらに便利！ ショールームに行こう！

※チャットは自動応答になります。

こちらの予約専用フォームよりご予約ください

テシードのホームページで

全ての国内在庫品を
ご覧いただけます！

国内在庫品
一覧ページ
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New Collection 01

エスポワールプラス



目まぐるしく変わってしまったライフスタイル。

その中で一筋の光になるよう願いを込めたコレクション。

フランス語で「希望」という意味のESPOIRに

「+」を加えた新作。

心地よさを+

自分らしさを+

前向きな気持ちを+

心に寄り添ってくれる、とっておきのデザインを

自由に選んでみよう。

気持ちを高め、生活に彩りをプラスしてくれるはず。

モダン、エレガントなスタイルを中心に

動植物、水、石などの安らぎを感じる

自然モチーフを多数セレクト。

子供から大人まで

全ての人に向けたコレクションです。

希望にプラス。
ライフスタイルに
一筋の光を。

エスポワールプラス

New Collection 01

New Wallcoverings Collection 2022

7



ESPOIR+ New Collection 01 New Wallcoverings Collection 2022
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心が落ちつく自然のモチーフたち。

ゆらりとゆれる波紋が
心に安らぎを与えてくれる。

大理石をエレガントにアレンジして
ナチュラルな印象に。

慌ただしい日々の中、自然のモチーフは私たちの心を落
ち着かせてくれます。

波紋をモチーフに上品にデザインされた柄は、お部屋を
心休まる空間にしてくれます。

大理石の質感をモチーフにエレガントにアレンジした
柄は、まるで穏やかな水面のようです。微妙なニュア
ンスの優しい色味も合わさって、癒しの空間を作り出
してくれます。

2008-146-01

2008-146-04

2008-146-02 2008-146-03

規格：52cm×10m
タテリピート：32.3cm
価格（ロール）：¥19,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,660（税抜）
材質：不織布
不燃

WEB 
CATALOG

2008-150-01

2008-150-04

2008-150-02 2008-150-03

規格：52cm×10m
タテリピート：52cm
価格（ロール）：¥26,000（税抜）
単価（㎡）：¥5,000（税抜）
材質：不織布
不燃

WEB 
CATALOG
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規格：52cm×10m
タテリピート：26cm
価格（ロール）：¥19,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,660（税抜）
材質：不織布

規格：52cm×10m
タテリピート：65cm
価格（ロール）：¥22,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,240（税抜）
材質：不織布
準 不燃 準 不燃

1907-140-021907-135-01 1907-140-031907-135-02 1907-140-051907-135-05 1907-140-061907-135-06

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG

アール・デコを
現代的にアレンジすれば
新たな印象に。

壁紙デザイン

オオハシのデザインは 1930 年代
のヴィンテージポスターからインスピ
レーションを受けており、サーフェイスプリントに
よって手書きの雰囲気がうまく表現されています。

ピックアップ



ESPOIR+ New Collection 01 New Wallcoverings Collection 2022
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1907-136-01 1907-136-02 1907-136-03 1907-136-04

規格：52cm×10m
タテリピート：65cm
価格（ロール）：¥19,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,660（税抜）
材質：不織布
不燃

WEB 
CATALOG

準 不燃

1907-141-02 1907-141-05 1907-141-06 1907-141-08

規格：52cm×10m
タテリピート：0or26cm
価格（ロール）：¥19,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,660（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

上品でどこかレトロな
デザインは
モダンなインテリアと
組み合わせても楽しい。
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2109-154-02 2109-154-03 2109-154-04

規格：52cm×10m
タテリピート：78cm(s)
価格（ロール）：¥26,000（税抜）
単価（㎡）：¥5,000（税抜）
材質：不織布
不燃

WEB 
CATALOG

1838WALLCOVERINGS
1838ウォールカバリングス

「1838WALLCOVERINGS」は、壁紙印刷の伝統が根付く北イング
ランドのランカシャーにて、4 世代に渡りラグジュアリーな壁紙を
製造している壁紙メーカーです。インテリアをより美しく引き立
てるため、突出したクラフツマンシップ、素晴らしいデザインを

軸とし、新しい視点でコレクションを作り上げています。数々のアー
カイブから厳選したデザインをオリジナルの良さを活かしながら、ト
レンドに合わせアレンジして展開しています。全ての壁紙は自社で製
造され、環境に優しいインクを使用しています。

ブランドのご紹介

繊細なディテールの
エレガントな花モチーフ。
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BOTA85941209 BOTA85891423BOTA85946755 BOTA85892175BOTA85947340 BOTA85897490BOTA85949852

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG

植物の生命力に満ちた
豊かで美しい空間。

壁紙デザイン

躍動的なねむの木のドローイン
グはチョークで描かれていま
す。チョークならではのタッチ
が生き生きとした雰囲気
を作り出しています。

ピックアップ

規格：53cm×10m
タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥24,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,530（税抜）
材質：不織布
不燃

規格：53cm×10m
タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥20,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,780（税抜）
材質：不織布
不燃
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FOCL85831164

FOCL85814115

FOCL85831358

FOCL85816384

FOCL85837105

FOCL85819208

FOCL85839431

FOCL85819482

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG

規格：53cm×10m
タテリピート：0cm
価格（ロール）：¥14,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,650（税抜）
材質：(表)塩化ビニール  (裏)不織布
不燃

規格：53cm×10m
タテリピート：32cm
価格（ロール）：¥14,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,650（税抜）
材質：(表)塩化ビニール  (裏)不織布
不燃

クラシカルで居心地良い
イギリスの喫茶店から
インスパイア。
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光と影で生まれる上品な質感。
繊細で美しいテクスチャーは
空間に奥行きと落ち着きを与える。

光と影の効果が鉱物のような質感を表現している上品
な無地壁紙です。陰影により、シンプルでありながら
空間に奥行きと落ち着きを与えてくれます。柄との
コーディネイトにもぴったりです。

STNE80831212

STNE80834174

STNE80837436

STNE80831313

STNE80836345

STNE80837571

STNE80831629

STNE80836812

規格：53cm×10m / タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥17,000（税抜） / 単価（㎡）：¥3,210（税抜）
材質：不織布
不燃

※他の国内在庫コレクションに収録の PGE80831212・PGE80831629・
PGE80836812・PGE80837436 も同じ商品になります。

WEB 
CATALOG
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PDG1126/01 PDG1126/04 PDG1126/05

WEB 
CATALOG

規格：52cm×10m
タテリピート：52cm(s)
価格（ロール）：¥25,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,810（税抜）
材質：不織布
不燃

WEB 
CATALOG

規格：52cm×10m
タテリピート：52cm
価格（ロール）：¥25,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,810（税抜）
材質：不織布
不燃

優雅で上品なボタニカル柄。

繊細に描かれた優しい雰囲気のリーフ柄と、フレスコ
壁画が消えていくような、はかなげな雰囲気が魅力的
な淡く優しいダマスク柄。

優しく上品なトーンで、インテリアになじみやすいデ
ザインです。

PDG1127/01 PDG1127/03 PDG1127/06

どんなお部屋にも取り入れやすい、
優しくて上品な植物モチーフ。
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PDG1125/02 PDG1125/03 PDG1125/04

デザイナーズギルド

「DESINGERS GUILD」はイギリス・ロンドン発の、暮らしを彩る
楽しさを発信し続けるトータルライフスタイルブランドです。1970
年に設立し、小さなお店からはじまった「DESIGNERS GUILD」は、
またたく間に世界中で人気となりました。

創業者であり、クリエイティブディレクターでもあるトリシア・ギ
ルドは、東欧の装飾美術やイタリアの建築など、世界のあらゆるも
のからインスピレーションを得ながら、ロンドンのスタジオで日々、
人々の心を打つデザインを生み出し続けています。

ブランドのご紹介

壁面いっぱいに咲き誇る花々は
華やかでありながらシックな印象も。

WEB 
CATALOG

規格：52cm×10m
タテリピート：52cm(s)
価格（ロール）：¥21,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,040（税抜）
材質：不織布
不燃
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RY31202

RY30702

RY30100

RY31206

RY30706

RY30101

RY31212

RY30712

RY30104

WEB 
CATALOG

規格：68.5cm×8.2m
タテリピート：68.6cm
価格（ロール）：¥16,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,850（税抜）
材質：紙
不燃

WEB 
CATALOG

規格：52cm×10m
タテリピート：53cm（s）
価格（ロール）：¥16,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,080（税抜）
材質：紙
不燃

WEB 
CATALOG

規格：52cm×10m
タテリピート：53cm(s)
価格（ロール）：¥16,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,080（税抜）
材質：紙
不燃

都会的でモダンな
インテリアに、
民族的なイメージを
取り入れる。

こんな使い方もおすすめ

トレンドのインテリアスタイルである、Boho
（ボーホー）スタイルはボヘミアンとニュー
ヨークのソーホーを掛け合わせた造語で、
都会的な洗練された雰囲気の中にナチュ
ラルな民族系のアイテムをミックスした、
自由気ままなインテリアスタイルです。
民族的なモチーフの壁紙に、現代的なイン
テリアを組み合わせて Boho スタイルを楽し
みましょう。
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規格：52cm×10m
タテリピート：0cm
価格（ロール）：¥21,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,040（税抜）
材質：(表)塩化ビニール  (裏)不織布

規格：52cm×10m
タテリピート：90cm(s)
価格（ロール）：¥21,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,040（税抜）
材質：(表)塩化ビニール  (裏)不織布
準 不燃 準 不燃

307300 307311307302 307312307306 307314

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG

美術館を思わせる
エレガントで華やかな
デザインたち。

こんな使い方もおすすめ

施工時に壁紙が余ってしまうことも…
そんな時は、額装したり、アートパネル
として楽しむこともできます。
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220504220501 220506

220507

準 不燃

規格：53cm×10m
タテリピート：0cm(r)
価格（ロール）：¥15,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,840（税抜）
材質：(表)塩化ビニール  (裏)不織布

WEB 
CATALOG

美しくスタイリッシュなアニマル柄。

クールなパイソン柄をトレンド感あふれるスタイ
リッシュなデザインにアレンジしています。同素材
の無地柄もございますので組み合わせてコーディネ
イトしてみてはいかがでしょうか。

どちらもエンボス加工と光沢感で豊かな表情を生み
出しています。

そして、シックなカラー展開が魅力の重厚なレザー
調の壁紙もございます。こちらも空間に落ち着きと
クールさをプラスしてくれます。

準 不燃

規格：53cm×10m
タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥15,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,840（税抜）
材質：(表)塩化ビニール  (裏)不織布

WEB 
CATALOG

220540 220541 220543

規格：53cm×10m
タテリピート：0cm(r)
価格（ロール）：¥15,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,840（税抜）
材質：(表)塩化ビニール  (裏)不織布

WEB 
CATALOG

220520 220521 220523

エンボス加工によって作られた
美しいテクスチャー感。

不燃
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準 不燃

SK30094

SK30042 CH01320

SK30092

SK30040 CH01319

SK30095

SK30046 CH01321 CH01322

SK30096

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG

規格：53cm×10m
タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥15,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,840（税抜）
材質：不織布

規格：53cm×10m
タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥15,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,840（税抜）
材質：不織布

規格：53cm×10m
タテリピート：4cm
価格（ロール）：¥20,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,780（税抜）
材質：不織布

不燃

不燃

軽快なトーンの幾何学模様は
インテリアを
明るく引き立ててくれる。
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壁紙を実際に施工した事例を、店舗・施設・注文住宅・リフォーム・リノベーション・賃貸物件など
WEB サイトで幅広くご紹介しております。

column 01 施工事例

「碧の時間」がコンセプトの
リゾートライクな空間 モルディブが大好きな

ご夫婦からのご要望。

毎日がリゾートホテル！

物件 ： 個人邸

インテリアコーディネーター荒井詩万様が手がけられたお部屋です。
爽やかなブルーにきらめく海面を思わせる壁紙を使い、
リゾートホテルのようにしたい！というお客様のご要望を見事に叶えています。
モダンリビング主催の第 5 回スタイリングデザイン賞にノミネートされました。

爽やかで優しいブルーが印象的なこちらのお部
屋。コンセプトは「碧の時間」。

モルディブが大好きなご夫妻のご要望で、ラグ
ジュアリーなリゾートホテルをイメージされた
そう。

様々なブルーやグリーンが交じり合い、きらめ
く海面を思わせる「WALLQUEST」の壁紙を
採用いただきました。

ホワイトのエレガントな
家具や照明とぴったりで
す。現代アートのオブジェ
もアクセントが効いてい
ますね。

実際に窓から海の見えるマンションとのこと
で、まさにリゾートです。お洒落な空間で家
族の会話も弾みそうです。毎日がリゾートホ
テル！憧れますね。

事例を見たい
もっと

WEBサイトで多数の施工事例をご紹介しています。

https://www.tecido.co.jp/roomset/

使用している商品

The Bloominghouse7
SE30504

インテリアコーディネート ： CHIC INTERIOR PLANNING  荒井詩万 様 https://chic-interior.net

あ お

あお



QRコード、またはIDでご登録ください

@999sdafuID

世界中の壁紙を見て、触って、
お選びください。

テシードLINE公式アカウント

友達募集中！

FacebookPinterestInstagram Twitter Youtube
SNS

詳しくは、P.03をご覧ください

スタッフに
相談もできます

チャットボットでの質問ができる！

壁紙のスペック詳細を検索できる！

豊富な施工例で
イメージが広がる！

商品紹介や壁紙の魅力などの
情報コンテンツが読める！

会員登録なしで
サンプル請求がカンタン！

直感的にサクサク
絞り込み検索で探しやすい！

カタログに載っていない壁紙がまだまだあります！

LINEでさらに便利！ ショールームに行こう！

※チャットは自動応答になります。

こちらの予約専用フォームよりご予約ください

テシードのホームページで

全ての国内在庫品を
ご覧いただけます！

国内在庫品
一覧ページ
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Special Collection

コール&サン セレクション



Wallcoverings Collection 2022
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「Cole&Son」はイギリスで140年以上の歴史をもち、

英国王室御用達の証であるロイヤルワラントを取得している

壁紙ブランドです。 

 

その豊富なアーカイブは圧巻で、有名デザイナーの

手彫りの木版を含め、貴重なブロックプリントやスクリーンプリントを

数多く保有しています。 

品質の確かさから、ウェストミンスター宮殿・バッキンガム宮殿・

ホワイトハウス・ウィンザー城といった

世界の名だたる建造物の壁紙に採用されてきました。

伝統を誇る一方で、トレンドを牽引する存在でもあり、

業界内でも常に注目を集めています。

テシードでは「Cole&Son」の厳選した商品を国内に

在庫しております。

伝統と革新を誇る
英国随一の壁紙ブランド

英国女王、エディンバラ公、ウェールズ公によって品質を認められ、王室への
納入を許可されたお店や企業が持つ令状のこと。Cole&Son 社は英国女王の
ロイヤルワラントを取得しています。

「ロイヤルワラント」とは

Cole&Son Selection

コール&サン セレクション

Special Collection



Cole&Son Selection Special Collection Wallcoverings Collection 2022

43 44

緻密で立体感のある
彫刻のようなデザイン。

規格：68.5cm×10m / タテリピート：68.5cm
価格（ロール）：¥42,000（税抜） / 単価（㎡）：¥6,140（税抜）
材質：不織布

17世紀の彫刻家の仕事を
現代の壁紙に。

17 世紀に活躍した彫刻家グリンリング・ギボンズの特
徴的なスタイルである、緻密で立体感のある木彫り作品
からインスパイアされたデザインの壁紙です。

大胆で装飾的なデザインは、鳥や貝柄、植物、フルーツ
など様々なモチーフで構成され「新しい生命・豊かさ ・ 
健康」が表現されていて、空間を力強く演出します。

118/9018 118/9019 118/9020

WEB 
CATALOG

不燃

Gibbons Carving
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英国王室らしいモチーフで、
お部屋を華やかに彩る。

「Court Embroidery」は、シルクの豪華な花々の刺繍
がモチーフになっており、19 世紀はじめの王室ドレス
コレクションからインスパイアされています。可愛ら
しくも落ち着きのある雰囲気です。

ハンプトンコート宮殿といえば庭園に咲き誇る美しい
バラ。「Hampton Roses」は、そんなハンプトンコート
宮殿の美しいバラを流れるような曲線で優雅に表現し
ています。繊細な花びらから夏の香りまで感じられる
ような優美なデザインです。

どちらも、イギリスらしさをふんだんに取り入れた
デザインで、庭園の花たちのようにお部屋を華やか
に彩ります。

規格：52cm×10m / タテリピート：52cm
価格（ロール）：¥36,000（税抜） / 単価（㎡）：¥6,930（税抜）
材質：不織布

規格：52cm×10m / タテリピート：64cm
価格（ロール）：¥36,000（税抜） / 単価（㎡）：¥6,930（税抜）
材質：不織布

118/13029

118/7013

118/13030

118/7015

118/13031

118/7016

Court Embroidery

Hampton Roses

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG

不燃

不燃

ドレスの刺繍、宮殿の庭園…
英国王室の空気を感じて。
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スペインの観光都市
セビリアをイメージした、
明るくエネルギッシュな
デザイン。

117/4010 117/4011 117/4012

規格：68.5cm×10m
タテリピート：76.2cm 1/3（s）
価格（ロール）：¥40,000（税抜）
単価（㎡）：¥5,840（税抜）
材質：不織布

規格：52cm×10m
タテリピート：76.2cm（s）
価格（ロール）：¥34,000（税抜）
単価（㎡）：¥6,540（税抜）
材質：不織布

規格：52cm×10m
タテリピート：91.4cm
価格（ロール）：¥33,000（税抜）
単価（㎡）：¥6,350（税抜）
材質：不織布

不燃

不燃

不燃

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG

AlfaroOrange Blossom

Triana

117/1001 117/1002 117/1003 117/1004

117/5013 117/5014 117/5015

スペインのアンダルシア州にある観光都市「セ
ビリア」。オレンジの木、ブーゲンビリアの花、
タイル、フラメンコ、というように街を象徴す
るモチーフがたくさん。そんなセビリアの街か
らインスピレーションを受けたデザインです。

情熱的な観光都市「セビリア」
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気品ある伝統的な
英国王室のシンボルを
モチーフに。

116/5017

116/10036

116/5018

116/10037

116/5019

116/10038

116/5020

116/10039

Woodvale Orchard

Boscobel Oak

準 不燃

規格：52cm×10m
タテリピート：68.6cm（s）
価格（ロール）：¥34,000（税抜）
単価（㎡）：¥6,540（税抜）
材質：不織布

規格：52cm×10m
タテリピート：61cm（s）
価格（ロール）：¥29,000（税抜）
単価（㎡）：¥5,580（税抜）
材質：不織布

不燃

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG
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イタリアの芸術家
FORNASETTIの描く
ユーモラスで
夢のような世界感。

準 不燃

規格：52cm×10m
タテリピート：76cm（s）
価格（ロール）：¥45,000（税抜）
単価（㎡）：¥8,660（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

114/7013 114/7014

Mediterranea

規格：68.5cm×10m
タテリピート：76.2cm 1/3（s）
価格（ロール）：¥55,000（税抜）
単価（㎡）：¥8,030（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

114/13025

Libreria

不燃

規格：68.5cm×10m
タテリピート：76.2cm（s）
価格（ロール）：¥90,000（税抜）
単価（㎡）：¥6,570（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

114/10020 97/1002

Macchine Volanti

不燃

※こちらは 2 本セットの
商品となります

ピエロ・フォルナセッティは 20 世紀のイタリアを代表するミラノ出
身の芸術家です。フォルナセッティは絵画から彫刻、本の装丁、イン
テリア、家具の製作など幅広く手掛けました。フォルナセッティとの
コラボレーションで生まれた、ユーモラスで夢のような美しい壁紙を
お楽しみください。

イタリアの芸術家、FORNASETTI（フォルナセッティ）
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115/9028

Forest

壁紙デザイン

手書きで丁寧に描かれた美しい森のデザイ
ンは、木々の息づかいまで感じられます。

ピックアップ

Allium Bluebell

115/12034 115/3010115/12035 115/3008115/12036

四季折々の美しい
イギリスの庭園がモチーフ。

準 不燃

規格：70cm×10m
タテリピート：102.5cm（s）
価格（ロール）：¥85,000（税抜）
単価（㎡）：¥12,150（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

規格：52cm×10m
タテリピート：76.2cm（s）
価格（ロール）：¥30,000（税抜）
単価（㎡）：¥5,770（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

規格：52cm×10m
タテリピート：76.2cm
価格（ロール）：¥30,000（税抜）
単価（㎡）：¥5,770（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

不燃 不燃
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事例を見たい
もっと

column 02 施工事例

半世紀以上愛され続けている
Cole& Sonの代表作、「Woods」。

112/3009 112/3012

色褪せることのない名作壁紙。

1959 年発売以来、60 年以上に渡り今もなお世界中から
愛されている Cole&Son の代表作「Woods」は、長
い時を経ても色褪せない名作です。

シンプルで飽きのこないデザインは様々な空間になじ
み、木々の重なりによる視覚的な効果から空間に奥行
きを生み出してくれます。

星が描かれた「Woods & Stars」や、洋梨が実った
「Woods & Pears」など Woods をベースにアレンジ
されたデザインも生まれています。

Woods

「壁紙でインテリアに自然を取り入れる」をテー
マ に し た ダ イ ニ ン グ を ご 紹 介 し ま す。 壁紙は
Cole&Son の代表的なデザイン「Woods」に星がち
りばめられた「Woods&Star」。シンプルな柄で
すが、版画のようなタッチで気品あふれる佇ま
いは Cole&Son ならでは。そこにメタリックの
スターがちりばめられ、可愛らしさがプラスさ
れたデザインです。

キッチンにつながるダイニングの壁に張っていま
す。ストライプ状に伸びた木々のおかげかシュッと
した印象に。広い面積でなくともアクセントに張る
だけで空間が引き締まります。

同じ柄を飼っているインコの
ケ ー ジ ス ペ ー ス の 背 景 に も
張っています。インコ映えも
ばっちりです。

※国内在庫品ではなく
海外取り寄せ品です。

使用している商品

WHIMSICAL
103/11050物件 ： H邸

施工 ： アトリエサンクレーヴ 様

森林の中で楽しむダイニング。

準 不燃

規格：52cm×10m
タテリピート：70cm（s）
価格（ロール）：¥28,000（税抜）
単価（㎡）：¥5390（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

WEBサイトで多数の施工事例をご紹介しています。

column 02 施工事例

壁紙を実際に施工した事例を、店舗・施設・注文住宅・リフォーム・リノベーション・賃貸物件など
WEB サイトで幅広くご紹介しております。 https://www.tecido.co.jp/roomset/
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column 03 施工事例

column 03 施工事例

上質なオトナの空間に
あそび心をプラス。

ラグジュアリーな多目的スペース。

入った瞬間
ワクワクする診察室。

インテリアデザイナー在原由佳様の手がけたこちらは、なんとデンタルサロン！
「上質なオトナの空間にあそび心をプラス！」をコンセプトに
治療の緊張感を和らげる居心地の良さ、そして医院を訪れるたびに
ワクワクするような空間を意識されたそうです。

こちらはウェイティング、カウンセリング、ミー
ティング等に使用される多目的スペースです。
FORNASETTI の本棚柄をアクセントクロスに
採用いただきました。お洒落なバーのようで、
落ち着いた中にも華やかさがあります。

診察室ごとに違う壁紙を使っています。一つ目
の診察室は縦に並んだ花柄に、明るいパープル
でまとめられた華やかな空間になっています。

二つ目の診察室は、動物達がいきいきと描かれ
た遊び心のあるジャングル柄です。ティファニー
ブルーのような明るいブルーグリーンでまとめ
られてとっても爽やかです。

そして三つ目の診察室には Cole&Son の代表的
な「Woods」シリーズを。木調のエレメントと
グレーの塗装で落ち着きのあるナチュラルモダ
ンな空間になっています。

こんな診察室なら、施術のたびに今日はどの診
察室に入るのかも楽しみになりますね。

事例を見たい
もっと

WEBサイトで多数の施工事例をご紹介しています。

使用している商品

114/13025

95/5027

使用している商品

115/12036 109/1004

物件 ： DENTAL SALON MONA 様　　　施工 ： （株）戸賀建設 様 Instagram：@yuka_arihara内装設計 ： BIC Corp. インテリアデザイナー在原由佳 様

壁紙を実際に施工した事例を、店舗・施設・注文住宅・リフォーム・リノベーション・賃貸物件など
WEB サイトで幅広くご紹介しております。 https://www.tecido.co.jp/roomset/

※国内在庫品ではなく
海外取り寄せ品です。



QRコード、またはIDでご登録ください

@999sdafuID

世界中の壁紙を見て、触って、
お選びください。

テシードLINE公式アカウント

友達募集中！

FacebookPinterestInstagram Twitter Youtube
SNS

詳しくは、P.03をご覧ください

スタッフに
相談もできます

チャットボットでの質問ができる！

壁紙のスペック詳細を検索できる！

カタログに載っていない壁紙がまだまだあります！

LINEでさらに便利！ ショールームに行こう！

※チャットは自動応答になります。

こちらの予約専用フォームよりご予約ください

テシードのホームページで

全てのCole&Son Selectionの商品を
ご覧いただけます！

Cole&Son
Selection
一覧ページ
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New Collection 02

エットヘム



今回新たにテシードの取扱いブランドに加わった

スウェーデン王室御用達ブラント「サンドバーグ」の

コレクション「ETT HEM」。

「ETT HEM」はスウェーデン語で「家」という意味です。

生き生きとしつつも、落ち着いたデザインは

長い間住み続けられた家を連想させます。

空間に溶け込み、ふんわり優しく包んでくれる

どこかレトロで可愛いデザインが多く、

穏やかな気持ちにさせてくれるグレイッシュカラーは、

くつろぎの空間にぴったりです。

繊細な色づかいで描かれているデザインが

サンドバーグの伝統とうまく調和しています。

長く住んだ
家のような落ち着き

エットヘム

New Collection 02

New Wallcoverings Collection 2022

61



ETT HEM New Collection 02 New Wallcoverings Collection 2022
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規格：53cm×10m / タテリピート：53cm(s)
価格（ロール）：¥28,000（税抜） / 単価（㎡）：¥5,290（税抜）
材質：不織布

今もなお魅力的　　　な19世紀のデザインたち。
版画のようなインクのムラや
立体感を楽しむ。

一大ブームを巻き起こしたデザイン。

牡丹とバラが華麗に咲き乱れた様子が壁一面に広がる
デザインは、19 世紀に作られたパターンです。全体的
にエレガントでクラシカルな雰囲気が魅力です。

伝統的な印刷技法であるサーフェイスプリントで印刷さ
れているため、版画を思わせるインクのムラや立体感が
あり、デザインだけでなくインクの質感も楽しめる仕上
がりになっています。

シンプルなタイル柄のようなこちらのデザインも 19 世
紀にデザインされたもので、シンメトリーな菱形は
当時一大ブームを巻き起こしたそうです。

当時は天井に使われていたデザインですが、壁に使うと
また新たな魅力が生まれます。

どのカラーを選んでも、レトロで優しい空間を演出して
くれることでしょう。

規格：53cm×10m / タテリピート：6.6cm
価格（ロール）：¥25,000（税抜） / 単価（㎡）：¥4,720（税抜）
材質：不織布

407-29 407-38 407-86

482-01 482-16 482-18

WEB 
CATALOG

不燃

Rosenholm

Edvin

WEB 
CATALOG

不燃
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上品で可愛らしい、花たちの演出。

小さなスターフラワーを引き立てる
絶妙なくすみカラー。

フェミニンな空間づくりにぴったりな
クラシックなダマスク柄。

小さなスターフラワーが描かれており、絶妙なくすみカラー
がさりげない可愛さを演出してくれます。

落ち着きと調和のとれたデザインは、ベビールームやキッズ
ルームにもぴったりです。

お部屋に春を知らせてくれるようなアネモネのブーケ
がモチーフのクラシックなダマスク柄です。壁紙全体を
見るとニュートラルなカラーが楽しめ、近づいて見ると
まるでアネモネの丘に座っているような感覚になります。

規格：53cm×10m / タテリピート：13.3cm
価格（ロール）：¥19,000（税抜） / 単価（㎡）：¥3,590（税抜）
材質：不織布

規格：53cm×10m / タテリピート：20cm
価格（ロール）：¥25,000（税抜） / 単価（㎡）：¥4,720（税抜）
材質：不織布

802-19 802-24 802-56

809-21 809-36 809-38

Bianca

Alva

WEB 
CATALOG

不燃

WEB 
CATALOG

不燃
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こんな使い方もおすすめ

Margareta はどのカラーを選んでも、エレガ
ントな雰囲気をまとっています。上品でコン
テンポラリーな空間を演出したい、落ち着い
た中にも個性を出したい時におすすめです。

規格：53cm×10m / タテリピート：1.5cm
価格（ロール）：¥19,000（税抜） / 単価（㎡）：¥3,590（税抜）
材質：不織布

規格：53cm×10m / タテリピート：53cm(s)
価格（ロール）：¥25,000（税抜） / 単価（㎡）：¥4,720（税抜）
材質：不織布

812-18811-18 812-21811-21 812-26811-26

支柱のようなストライプと
カーネーションで
あたたかく個性的な空間に。

Margareta Lisabet

WEB 
CATALOG

不燃

WEB 
CATALOG

不燃
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規格：53cm×10m / タテリピート：26.5cm
価格（ロール）：¥25,000（税込） / 単価（㎡）：¥4,720（税込）
材質：不織布

規格：53cm×10m / タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥25,000（税込） / 単価（㎡）：¥4,720（税込）
材質：不織布

814-11813-19 814-22813-36 814-38 814-56813-38

風に吹かれて
いるような
軽やかな心地よさ。

こんな使い方もおすすめ

花や葉が壁一面に花開いたようなデザインの
Karin シリーズ。柄は大きく大胆ですが、優
しい色合いと軽やかで動きのあるデザインな
ので大きな面積に使うと、より柄の特徴がい
かされます。シックで爽やかな印象のお部屋
づくりにぴったりです。

Karin Anton

WEB 
CATALOG

不燃

WEB 
CATALOG

不燃
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WEB 
CATALOG

不燃

規格：53cm×10m / タテリピート：0cm
価格（ロール）：¥19,000（税込） / 単価（㎡）：¥3,590（税込）
材質：不織布

815-16 815-19 815-28

柔らかなラインの
ナチュラルで優しい
ストライプ。

SANDBERG
スウェーデン王室御用達ブランド

サンドバーグ

どこか懐かしさを感じる
生活に溶け込むナチュラルさ。

「サンドバーク」は 1976 年にサンドバーク家によって設立さ
れた壁紙ブランドです。さりげなく可愛い、生活に溶け込む
ようなナチュラルさが魅力のブランドで、今回新しくテシー
ドでの取扱いが始まりました。壁紙のデザインはデザイン
チームによって手書きでデザインされています。

スウェーデン王室御用達ブランドの伝統と優しい雰囲気が
特徴で、色味は全体的にグレイッシュトーンでまとめられて
います。どこか懐かしくあたたかいデザインの壁紙をお楽
しみください。

Alfred

NEW
BRAND
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column 04 施工事例

アジアンテイストのサロンで
癒しのひと時を。

強めの柄はアクセントで
使ってバランス良く。

エキゾチックな雰囲気のアジアンリゾートのようなサロンのご紹介です。
CASADECO のパイナップル柄を採用いただきました。

家具に使用しているダークブラウンと相性がよ
く、まるでアジアンリゾート。壁紙とリンクさ
せたパイナップルのミラーもぴったりで可愛い
ですね。

全てをアジアンテイストにまとめるのでなく、
床や天井など無機質な要素で抜け感を出し、とっ
てもモダンな印象。観葉植物のグリーンが差し
色になって素敵です。

壁紙のパイナップル柄は強めの柄ではあります
が、全面でなくポイントで取り入れることでバ
ランスが取れています。

居心地の良いインテリア
で通うのが楽しみになり
そうです。

事例を見たい
もっと

WEBサイトで多数の施工事例をご紹介しています。

使用している商品

CUBA　
CBBA84356404
※国内在庫品ではなく
海外取り寄せ品です。

物件 ： Omorfi練馬店　　　提供 ： TOUGH design product 様 https://tough-dp.jp

壁紙を実際に施工した事例を、店舗・施設・注文住宅・リフォーム・リノベーション・賃貸物件など
WEB サイトで幅広くご紹介しております。 https://www.tecido.co.jp/roomset/



QRコード、またはIDでご登録ください

@999sdafuID

世界中の壁紙を見て、触って、
お選びください。

テシードLINE公式アカウント

友達募集中！

FacebookPinterestInstagram Twitter Youtube
SNS

詳しくは、P.03をご覧ください

スタッフに
相談もできます

チャットボットでの質問ができる！

壁紙のスペック詳細を検索できる！

豊富な施工例で
イメージが広がる！

商品紹介や壁紙の魅力などの
情報コンテンツが読める！

会員登録なしで
サンプル請求がカンタン！

直感的にサクサク
絞り込み検索で探しやすい！

カタログに載っていない壁紙がまだまだあります！

LINEでさらに便利！ ショールームに行こう！

※チャットは自動応答になります。

こちらの予約専用フォームよりご予約ください

テシードのホームページで

全ての国内在庫品を
ご覧いただけます！

国内在庫品
一覧ページ

75 76

Pickup Collection 01

ハンモック
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規格：52cm×10m
タテリピート：53cm
価格（ロール）：¥16,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,080（税抜）
材質：紙

WEB 
CATALOG

不燃

ゆったりと、やすらぎを感じられる 　　 　  エスニックなデザイン。
インテリアトレンドを取り入れた
大人のリラックスモダン。

ナチュラルでありつつも
モダンな印象を与えてくれる木目調。

コンセプトは大人のリラックスモダン。コレクション
名の「HAMMOCK」は、元々南米の民族が寝床に
使っていたものが由来です。インテリアトレンドで
ある「マルチ・ローカル」や、自然派な「ピュア・スピ
リチュアル」の要素を取り入れています。

ほっこり、リラックスをキーワードに、エスニックな
雰囲気を感じられるデザインを多数揃えています。

ほっこり、リラックスがキーワードの「HAMMOCK」
のコレクションにぴったりなのがこの木目調の壁紙
です。木目と聞いて想像する同一方向に流れるデザ
インではなく、正方形の中に向きの異なった木目が
並んだ、少し変わったデザインです。

デザイン性のある木目は、ナチュラルな雰囲気であり
つつもモダンな印象も与えてくれます。

EH70300 EH70306 EH70307

マルチ・ローカル：様々な国の文化を取り入れていこうと
するトレンド。民族的なデザインや色が特徴的。

ピュア・スピリチュアル：環境問題への意識から自然本来の
姿を大切にしつつ、現代のテクノロジーと融合させ、より良
いものを作り出していこうとするトレンド。
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規格：52cm×10m
タテリピート：60cm
価格（ロール）：¥16,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,080（税抜）
材質：紙

規格：68.5cm×8.2m
タテリピート：53cm
価格（ロール）：¥16,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,850（税抜）
材質：紙

こんな使い方もおすすめ

EH72302 は民族的なストライプのデザインですが、
ブルー系は海や川などの水面を連想させ、ベージュ
系は地層を思わせます。

穏やかな雰囲気を演出してくれるデザインなので、
寝室やリビングなどゆったりできる場所や、開放感
が心地よいと感じられる場所へ使ってみてはいかが
でしょうか？

EH71704

EH72302

EH71705

EH72304

EH71706

EH72305

EH71707

EH72315

不燃

不燃

エスニックな空気を
存分に味わえる、
大胆かつ穏やかな
デザイン。

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG
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規格：68.5cm×8.2m
タテリピート：26.5cm
価格（ロール）：¥16,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,850（税抜）
材質：紙

規格：68.6cm×8.2m
タテリピート：52.1cm
価格（ロール）：¥15,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,680（税抜）
材質：不織布

RH20602

SP1434

RH20605

SP1435

RH20608

SP1436 SP1437

不燃

不燃

やすらぎを与えてくれる
北欧スタイルのデザイン。

こんな使い方もおすすめ

ヘリンボーンのデザインであるRH20602は、
シンプルながらも空間をスタイリッシュに
演出してくれます。ワークスペースなど集
中したい空間に取り入れたいデザインです。

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG



QRコード、またはIDでご登録ください

@999sdafuID

世界中の壁紙を見て、触って、
お選びください。

テシードLINE公式アカウント

友達募集中！

FacebookPinterestInstagram Twitter Youtube
SNS

詳しくは、P.03をご覧ください

スタッフに
相談もできます

チャットボットでの質問ができる！

壁紙のスペック詳細を検索できる！

カタログに載っていない壁紙がまだまだあります！

LINEでさらに便利！ ショールームに行こう！

※チャットは自動応答になります。

こちらの予約専用フォームよりご予約ください

テシードのホームページで

全てのHAMMOCKの商品を
ご覧いただけます！

HAMMOCK
一覧ページ

83 84

Pickup Collection 02

ザジ 5
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可愛らしさはありつつも、
ナチュラルな雰囲気のコレクション。

人気シリーズ「ZAZIE」の最新コレクション「ZAZIE 5」
はインテリアトレンドの 1 つである、「ピュア・スピリ
チュアル」を全面に取り入れたコレクションです。

コンセプトは「気負わない可愛さ」。ほんのり可愛ら
しさがありつつも、甘すぎない色合いでナチュラルな
雰囲気を感じられます。花や植物など自然を感じられ
るモチーフをたくさん取り入れ、柔らかい雰囲気の幾
何学や、クールなストライプなども収録しています。
そんな「ZAZIE 5」の代表的なデザインをご紹介い
たします。

ピュア・スピリチュアル：環境問題への意識から自然本来の
姿を大切にしつつ、現代のテクノロジーと融合させ、より良
いものを作り出していこうとするトレンド。

ニュートラルなカラーで、気負わない　　 可愛さ。

アール・ヌーヴォーを思わせる
大人可愛い花柄。

大きく描かれた葉が印象的な大人っぽい花柄のデザイ
ンです。アール・ヌーヴォーを思わせる流れるような
曲線は、優雅な時間を演出します。

ブラックだとマニッシュな雰囲気にもなります。

規格：53cm×10m / タテリピート：32cm
価格（ロール）：¥18,000（税抜） / 単価（㎡）：¥3,400（税抜）
材質：不織布

OXFD84117228

OXFD84110208

OXFD84119404

OXFD84111212 OXFD84116231

WEB 
CATALOG

不燃
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規格：53cm×10m / タテリピート：53cm(s)
価格（ロール）：¥16,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,020（税抜）
材質：(表)塩化ビニール  (裏)不織布
不燃

MVE101371919 MVE101374109 MVE101377405

WEB 
CATALOG

規格：70cm×10m / タテリピート：64cm
価格（ロール）：¥28,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,000（税抜）
材質：(表)塩化ビニール
         (裏)不織布
準 不燃

74522858 74523062 74522756 74522960

WEB 
CATALOG

自然のモチーフや、
柔らかな幾何学で
ナチュラルさを
大切にしたデザイン。

壁紙デザイン

壁一面にエスニックな植物柄が
広がるデザイン。よく見ると、
少しとぼけた表情のサルや、可
愛く枝の上に佇む小鳥を見つけ
ることができます。

ピックアップ
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不燃

規格：70cm×10m
タテリピート：64cm
価格（ロール）：¥28,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,000（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

74460510 74460612 74460714 74460306 74460102

規格：70cm×10m / タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥28,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,000（税抜）
材質：(表)塩化ビニール  (裏)不織布
準 不燃

74533376 74533274 74533172 74533478

さりげないこだわりを演出する、
ディティールたっぷりのエキゾチックな柄。

壁紙デザイン

色の濃淡やかすれ感のディティールが
表現され、所々に花や植物がプリント
されている古い布のようなデザイン。
エキゾチックな雰囲気が魅力です。

ピックアップ

WEB 
CATALOG



テシードのホームページで

全てのZAZIE 5の商品を
ご覧いただけます！

ZAZIE 5
一覧ページ

QRコード、またはIDでご登録ください

@999sdafuID

世界中の壁紙を見て、触って、
お選びください。

テシードLINE公式アカウント

友達募集中！

FacebookPinterestInstagram Twitter Youtube
SNS

詳しくは、P.03をご覧ください

スタッフに
相談もできます

チャットボットでの質問ができる！

壁紙のスペック詳細を検索できる！

カタログに載っていない壁紙がまだまだあります！

LINEでさらに便利！ ショールームに行こう！

※チャットは自動応答になります。

こちらの予約専用フォームよりご予約ください
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Pickup Collection 03

ザブルーミングハウス 7



 Wallcoverings Collection 2022

テシードが扱う壁紙の中でも、とりわけ人気の「ゴッホ壁紙」。

アムステルダムにあるゴッホ美術館とオランダの壁紙メーカー「BN WALLS」との

コラボレーションから生まれたデザインを「The Blooming house 7」からピックアップしてご紹介します。

ゴッホが日本美術に影響を受けた時代の作品を壁紙にアレンジ。

圧倒的な個性とまるで本物の油絵のようなリアルな質感が魅力です。

ゴッホミュージアムとのコラボレーション。

Pickup Collection 03 ザブルーミングハウス 7

VAN GOGH M   USEUM
CollaborationCollaboration

94



 Wallcoverings Collection 2022

96

The Blooming House 7 Pickup Collection 03

準 不燃

Collaboration with GoghCollaboration with Gogh

規格：53cm×10m
タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥16,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,020（税抜）
材質：(表)塩化ビニール 
 　　 (裏)不織布

規格：53cm×10m
タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥16,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,020（税抜）
材質：(表)塩化ビニール 
 　　 (裏)不織布

壁一面にゴッホを飾る贅沢。
ゴッホの壁紙の中で人気No.1！
力強く美しいアーモンドの花。

アーモンドの花は冬から春にかけて咲く、寒い季節で
一番はじめに咲く花です。

壁紙のモデルになった作品は、ゴッホが甥の誕生祝い
に描いたもの。生命の誕生の喜びと寒い季節に健気に
咲く花の様子を重ねて描かれた絵だと思うと、温かな
気持ちになります。

ゴッホ特有の大胆な厚塗りや筆あとをエンボス加
工と陰影のはっきりしたプリントでリアルに表現
しています。

ゴッホの作品を壁一面で楽しめるのは、壁紙ならで
はの贅沢です。

17140 22006017143 220061

不燃

ゴッホが精神病院に入院中、弟のテオに子供が生まれ
たことへの祝福に描いたという絵。ゴッホは新しい生
命の象徴として、アーモンドの木の枝を選んだそう。
この絵はゴッホが亡くなる半年前に描かれましたが、
力強く希望に満ちています。

「花咲くアーモンドの木の枝」
1890年

モデルになっている作品

次ページで施工事例をご紹介します

WEB 
CATALOG

95



 Wallcoverings Collection 2022

97

インテリアに
自然に馴染む鮮やかな水色。

こちらの壁紙は華やかな中にも優しい雰囲気を
感じるデザインでインテリアに自然となじんで
います。ホワイトを基調としたインテリアの中
に、鮮やかな水色が映えて屋外のような雰囲気
もあります。アートなチェアも映えてアクセン
トになっていますね。

担当された IC さんが「カッ
プボードに壁紙が映りこみ、
まるで水辺に映っているよ
うですね」とおっしゃった
という素敵なエピソードも
教えていただきました。

使用している商品

The Bloominghouse7
17140

ゴッホの花柄が一面に広がる
華やかなダイニングキッチン。

物件 ： 個人邸     提供 ： S 様

とても華やかなダイニングキッチンのご紹介です。
ゴッホの「花咲くアーモンドの木の枝」の柄を採用いただきました。
壁紙の元絵はゴッホが日本画から影響を受け
和な雰囲気も感じられますが、こちらのコーディネイトはとっても華やかでモダン。
まるで海外映画やドラマに出てくるような空間です。

with Goghwith Gogh
column 05 施工事例
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column 05 施工事例

事例を見たい
もっと

WEBサイトで多数の施工事例をご紹介しています。
壁紙を実際に施工した事例を、店舗・施設・注文住宅・リフォーム・リノベーション・賃貸物件など
WEB サイトで幅広くご紹介しております。 https://www.tecido.co.jp/roomset/
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トイレを温かみのある
居心地良い場所に。
さりげなくグリーンがあしらわれた照明とも
マッチし、サークル型のミラーも柔らかい雰囲
気を演出しています。

温 か み の あ る 優 し い イ エ
ローの壁紙がトイレ空間を
心地良くしてくれます。

使用している商品

The Bloominghouse7  
17143

優しいイエローで包み込む、
エレガントなトイレ空間。
エステティックサロンのトイレのご紹介です。
イエローのゴッホの壁紙に、グリーンの照明や小物がアクセントになり、
華やかで上品な空間に。
トイレでオリジナリティある空間づくりをされる方は多くいらっしゃいます。

column 06 施工事例

column 06 施工事例

事例を見たい
もっと

with Goghwith Gogh

物件 ： キャロリーヌ池袋店     
インテリアコーディネート： 株式会社Laugh style 小島真子 様 https://www.laugh-style.jp

WEBサイトで多数の施工事例をご紹介しています。
壁紙を実際に施工した事例を、店舗・施設・注文住宅・リフォーム・リノベーション・賃貸物件など
WEB サイトで幅広くご紹介しております。 https://www.tecido.co.jp/roomset/
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規格：53cm×10m / タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥16,000（税抜） / 単価（㎡）：¥3,020（税抜）
材質：(表)塩化ビニール (裏)不織布
準 不燃

日本美術への憧れが生んだ作品から。

ゴッホの日本美術への憧れを強く感じるデザインです。

壁紙のモデルになっている作品は、歌川広重の「名所
江戸百景　亀戸梅屋舗」のゴッホによる模写です。

構図自体は広重のものですが、背景の塗り方はゴッホ
独特の筆遣い。エンボスとプリントで絶妙に表現され
ています。

220020

220024

220021

220025

220023

WEB 
CATALOG

ゴッホが日本美術に影響を受けていることが一番よく
わかる、歌川広重「名所江戸百景　亀戸梅屋舗」の
模写です。壁紙では、梅の花のついた枝を切り取っ
てデザインされています。

「ジャポネズリー：梅の開花」
1887年

モデルになっている作品

次ページで施工事例をご紹介します

Collaboration with GoghCollaboration with Gogh
一世を風靡した「ジャポニズム」を
ゴッホの壁紙で楽しむ。
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落ち着きのある優しいライトグレーがナチュ
ラルな寝室にマッチしています。ゴッホのタッ
チで描かれた梅の木が、木製ベッドやホワイ
ト系のリネン類となじみ、
とっても上品です。

スタイリッシュな照明のや
わらかな光が優しい雰囲気
を出しています。

使用している商品

The Bloominghouse7 
220023

ゴッホの筆使いはそのまま、
落ち着いた色味にアレンジ。

ゴッホの油絵をモデルにした梅柄の壁紙を寝室に採用いただきました。
モデルになった作品は鮮やかなレッドですが、こちらはライトグレーにアレンジされ、
寝室にぴったりの落ち着いた印象になっています。

優しいグレーの梅柄で
上品ナチュラルな寝室に。

column 07 施工事例

column 07 施工事例

事例を見たい
もっと

with Goghwith Gogh

物件 ： 個人邸   
提供 ： the_house_of_turtle様 Instagram：@the_house_of_turtle

WEBサイトで多数の施工事例をご紹介しています。
壁紙を実際に施工した事例を、店舗・施設・注文住宅・リフォーム・リノベーション・賃貸物件など
WEB サイトで幅広くご紹介しております。 https://www.tecido.co.jp/roomset/
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Collaboration with GoghCollaboration with Gogh

準 不燃

規格：53cm×10m / タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥16,000（税抜） / 単価（㎡）：¥3,020（税抜）
材質：(表)塩化ビニール (裏)不織布

ゴッホの筆致を最大限に楽しむ。
ゴッホ特有の厚塗りの質感を
見事に表現した一品。

厚塗りで描かれた静物画の、花の部分を切り取って
デザインされています。

ゴッホ特有の厚塗り感をエンボスで見事に表現してい
ます。ゴッホ壁紙の中では一番立体感を感じられる
壁紙です。

元絵の色彩はレッド系ですが、ひまわりを連想する
イエロー、深いグリーンもあります。

220000 220001 220003

WEB 
CATALOG

ゴッホは、フランスの印象派に先立つ画家であるモン
ティセリの絵を見てから彼に傾倒するようになりまし
た。この作品は、モンティセリの花の絵に影響を受け
て描いたものです。描かれている花瓶は実際に残って
おり、ゴッホ美術館のコレクションになっています。

「チャイニーズアスターと
グラジオラスの花瓶」

1886年

モデルになっている作品

ゴッホシリーズ、まだございます。
ゴッホの壁紙は国内在庫品の他にも、海外取寄せ
品「Van Gogh（ヴァン ゴッホ）」「VAN GOGH 
MUSEUM（ヴァン ゴッミュージアム）」もござ
います。国内在庫品のゴッホの壁紙同様、彼の
有名な絵画からインスピレーションを受け作ら
れた壁紙です。こちらもゴッホのタッチをリアル
に表現したデザインが多数収録されています。
WEB カタログでご紹介しておりますので、こち
らもぜひご覧ください。

VAN GOGH
MUSEUMVan Gogh

海外取寄せ品

Other designsOther designs

106



テシードのホームページで

全てのThe Bloominghouse7の商品を
ご覧いただけます！

The Bloominghouse7
一覧ページ

QRコード、またはIDでご登録ください

@999sdafuID

世界中の壁紙を見て、触って、
お選びください。

テシードLINE公式アカウント

友達募集中！

FacebookPinterestInstagram Twitter Youtube
SNS

詳しくは、P.03をご覧ください

スタッフに
相談もできます

チャットボットでの質問ができる！

壁紙のスペック詳細を検索できる！

カタログに載っていない壁紙がまだまだあります！

LINEでさらに便利！ ショールームに行こう！

※チャットは自動応答になります。

こちらの予約専用フォームよりご予約ください

107 108

Pickup Collection 04

ユートピア6
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定番をはじめ、トレンドのデザインまで
クールでモダンなコレクション。

コーディネイトにも使いやすい
塗装風の質感が美しいストライプ。

「UTOPIA6」のコレクションテーマは、「DAMASK」
「MASCULINE（マスキュリン：男性的）」です。

定番のダマスク柄や素材系から、トレンドのオリエン
タル、和モダン、アール・デコまで、幅広く収録して
います。力強く、存在感のあるカラー展開と、クール
でモダンな印象が特徴です。こちらでは厳選した 3 つ
のデザインをご紹介します。

まずは、「UTOPIA6」のコレクションテーマとなって
いる「DAMASK」のデザインの壁紙をご紹介します。

柄が大きくモダンな印象のダマスクデザインは、
しっかりと重みのあるカラーがベースとなっており、
ビニール素材ではありますが、ヴィンテージ風の
繊細な表現がとても素敵です。

定番のストライプも色の濃淡を出すことで、空間に深
みを与え、モダンな雰囲気になっています。

シンプルなため、柄物とのコーディネイトにもよく合
うのでおすすめです。

ディティールの美　　 しい定番柄でモダンな空間に。

規格：53cm×10m / タテリピート：53cm
価格（ロール）：¥15,000（税抜） / 単価（㎡）：¥2,830（税抜）
材質：(表)塩化ビニール  (裏)不織布

規格：53cm×10m / タテリピート：53cm
価格（ロール）：¥15,000（税抜） / 単価（㎡）：¥2,830（税抜）
材質：(表)塩化ビニール  (裏)不織布

PALA83551304

PALA83621225

PALA83558501

PALA83628423

PALA83557403

PALA83629524

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG

不燃

不燃
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規格：52cm×10m / タテリピート：64cm(s)
価格（ロール）：¥22,000（税抜） / 単価（㎡）：¥4,230（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

不燃

他とは一味違う、遊び心たっぷりの
オリエンタルデザイン。

17300 17301 17303

壁紙デザイン

ゾウとヤシの木はメタ
リックのドットで表現さ
れ、表面に凹凸を生み出して
います。マットな背景との対比でモチー
フが美しく浮かび上がります。遊び心の
ある、他とは一味違うデザインです。

ピックアップ
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column 08 人気の壁紙

テシードのロングセラー
「Peacock」

明るくポップで
レトロな孔雀柄。
テシードのロングセラーである「Peacock」の
デザインは、60 年代イギリスのサイケデリック・
アートなどに代表される「スウィンギング・
シックスティーズ」からインスパイアされて
います。

レトロなスタイルの孔雀の形をダマスク柄の
ように配置した、明るくポップでレトロなデザ
インが魅力です。

テシードでは約 15 年前に国内在庫品に加わり、
日本国内での人気のため、国内だけのオリジナ
ルカラーも追加されて、今では 5 色展開になり
ました。国内オリジナルカラーは、ピンク、
ブルー、そして 2020 年に新しく追加された
オレンジの 3 色です。

NEWカラーの
オレンジが登場！
新色のオレンジは、発色の良いオレンジをベース
にダークブラウンで柄がプリントされています。

明るくパワーをもらえそうなビビッドなオレンジ
はアクセントカラーにぴったりです。

また、ブルーには同色の無地もありますので、
組み合わせて、統一感のあるお部屋をコーディ
ネイトするのもおすすめです。

ピ ー コ ッ ク

ピ ー コ ッ ク

不燃

規格：53cm×10m
タテリピート：32cm
価格（ロール）：¥15,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,830（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

180326

不燃

規格：53cm×10m
タテリピート：0cm（r）
価格（ロール）：¥15,000（税抜）
単価（㎡）：¥2,830（税抜）
材質：不織布

WEB 
CATALOG

000508180502 200408



QRコード、またはIDでご登録ください

@999sdafuID

世界中の壁紙を見て、触って、
お選びください。

テシードLINE公式アカウント

友達募集中！

FacebookPinterestInstagram Twitter Youtube
SNS

詳しくは、P.03をご覧ください

スタッフに
相談もできます

チャットボットでの質問ができる！

壁紙のスペック詳細を検索できる！

カタログに載っていない壁紙がまだまだあります！

LINEでさらに便利！ ショールームに行こう！

※チャットは自動応答になります。

こちらの予約専用フォームよりご予約ください

テシードのホームページで

全てのUTOPIA6の商品を
ご覧いただけます！

UTOPIA6
一覧ページ
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ライムライト
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LIMELIGHT は、テレビ創世記からエンターテイメントにおける壁紙をつくり続けてきた三共紙店が
発信する、インテリアにおける “ 注目の的 “ になるというコンセプトの柄に特化した壁紙ブランドです。
ストライプ、ドット、チェック、和柄、アニマル柄など、それぞれの柄の起源をたどり、縫製や染織など
その製法をグラフィックデザインで表現し、独自の質感や立体感を実現しています。

LT-AL030LT-AL029LT-AL027 LT-AL028

壁紙というジャンルを飛び越える、新たな壁面インテリア。

LT-DT019LT-DT016 LT-DT020LT-DT017 LT-DT018

コンセプトは「注目の的」。

PIN DOT

DALMATIAN

規格：90cm×10m
タテリピート：10cm
価格（ロール）：¥40,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,450（税抜）
材質：塩化ビニール
不燃

WEB 
CATALOG

規格：90cm×10m
タテリピート：90cm
価格（ロール）：¥40,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,450（税抜）
材質：塩化ビニール
不燃

WEB 
CATALOG
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LT-JE021 LT-JE022 LT-JE023 LT-JE024 LT-JE025

規格：90cm×10m
タテリピート：78cm
価格（ロール）：¥40,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,450（税抜）
材質：塩化ビニール
不燃

WEB 
CATALOG

KAGOME

LT-JE016 LT-JE017 LT-JE018 LT-JE019 LT-JE020

規格：90cm×10m
タテリピート：78cm
価格（ロール）：¥40,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,450（税抜）
材質：塩化ビニール
不燃

WEB 
CATALOG

SAMEKOMON

LT-DT031 LT-DT032 LT-DT033 LT-DT034 LT-DT035

規格：90cm×10m
タテリピート：90cm
価格（ロール）：¥40,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,450（税抜）
材質：塩化ビニール
不燃

WEB 
CATALOG

BUBBLE DOT

インテリアの
主役にしたくなる
エンターテインメントな
壁紙たち。



QRコード、またはIDでご登録ください

@999sdafuID

世界中の壁紙を見て、触って、
お選びください。

テシードLINE公式アカウント

友達募集中！

FacebookPinterestInstagram Twitter Youtube
SNS

詳しくは、P.03をご覧ください

スタッフに
相談もできます

チャットボットでの質問ができる！

壁紙のスペック詳細を検索できる！

豊富な施工例で
イメージが広がる！

商品紹介や壁紙の魅力などの
情報コンテンツが読める！

会員登録なしで
サンプル請求がカンタン！

直感的にサクサク
絞り込み検索で探しやすい！

カタログに載っていない壁紙がまだまだあります！

LINEでさらに便利！ ショールームに行こう！

※チャットは自動応答になります。

こちらの予約専用フォームよりご予約ください

テシードのホームページで

全ての国内在庫品を
ご覧いただけます！

国内在庫品
一覧ページ
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Pickup Collection 06

グロウ
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規格：92cm×12m / 92cm×24m
タテリピート：64cm
価格（ロール）：【12m巻】¥36,000（税抜） / 【24m巻】¥72,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,270（税抜）
材質：パルプチップ 準 不 燃

規格：92cm×12m / 92cm×24m
タテリピート：0cm
価格（ロール）：【12m巻】¥48,000（税抜） / 【24m巻】¥96,000（税抜）
単価（㎡）：¥4,350（税抜）
材質：着色人工マイカ

WEB 
CATALOG

不 燃

WEB 
CATALOG

GL-0509 GL-0512GL-0510 GL-0513

GL-1207 GL-1208

GL-0511 GL-0514

Fuzzy

GL-1201 GL-1204 GL-1205 GL-1206GL-1202 GL-1203

Silhouette-Brick-

ガラス、マイカ、大理石、パルプ…
壁紙の表面に質感を持たせることで輝く
光と空間の味わい。

着色人工マイカ

人工的につくられた
マ イ カ ( 鉱 物 )。 光
や角度でパールのよ
うに輝きます。

この壁紙の使用素材

パルプチップ

紙を粉砕し粒状に加
工したパルプチップ
は柔らかい質感を作
り出します。

この壁紙の使用素材
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ガラスビーズ

乱反射する球状のガ
ラスビーズがキラキ
ラとした質感を作り
出します。

この壁紙の使用素材

規格：92cm×12m / 92cm×24m
タテリピート：ランダム
価格（ロール）：【12m巻】¥84,000（税抜） / 【24m巻】¥168,000（税抜）
単価（㎡）：¥7,610（税抜）
材質：ガラスビーズ

WEB 
CATALOG

不 燃

規格：92cm×12m / 92cm×24m
タテリピート：64cm
価格（ロール）：【12m巻】¥36,000（税抜）
　　　　　　【24m巻】¥72,000（税抜）
単価（㎡）：¥3,270（税抜）
材質：大理石 不 燃

素材の美しさが醸し出す
ラグジュアリーな空間。

GL-1401 GL-1404GL-1402 GL-1405GL-1403 GL-1406

Lattice-Stripe-

GL-1501

GL-1303

GL-1301

GL-1503

GL-1505

GL-1305

GL-1504

GL-1506

GL-1306

GL-1502

GL-1304

GL-1302

規格：92cm×9m / タテリピート：64cm
価格（ロール）：¥117,000（税抜）
単価（㎡）：¥14,140（税抜）
材質：ガラスビーズ 不 燃

WEB 
CATALOG

WEB 
CATALOG

Luminous-Stones-

Marble

大理石

大理石を粉砕してで
きた骨材を使用。上
品な光沢を作り出し
ます。

この壁紙の使用素材

ガラスビーズ

乱反射する球状のガ
ラスビーズがキラキ
ラとした質感を作り
出します。

この壁紙の使用素材
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取扱いブランド テシードで取り扱っている主なブランドです。ショールームでは掲載以外のブランドもご紹介しています。

エスケーフィルソン
（イギリス）

ブランドごとの壁紙コレクションも掲載
しております。ぜひご覧ください。

ブランド一覧は
こちらからデザイナーズギルド

（イギリス）

1838 ウォールカバリングス
（イギリス）

フロメンタル 
（イギリス）

アンナ フレンチ
（イギリス）

ギャラリー
（イギリス）

アルマーニ カーザ
（イタリア）

フックド オン ウォールズ
（ベルギー）

アートハウス
（イギリス）

ライトキューブウォールカバリング
（日本）

エーエス クリエーション
（ドイツ）

ライムライト
（日本）

ビーエヌ ウォールズ
（オランダ）

ミスプリント
（イギリス）

ブリュスター
（アメリカ）

サンドバーグ
（スウェーデン）

カサデコ
（フランス）

シルピィ
（イタリア）

カサマンス
（フランス）

カセリオ
（フランス）

スケッチトゥウェンティスリー
（イギリス）

コールアンドサン
（イギリス）

ティボー
（アメリカ）

ザ・デザイン・デパートメント
（オランダ）

ヴェルサーチ ウォールペーパー
（イタリア／ 製造：ドイツ）

ウォールクエスト
（アメリカ）

アイフィンガー
（オランダ）

ヨーク
（アメリカ）

エッテン
（オランダ）

各ブランドの詳しい説明は
HPでご覧いただけます
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1 本単位／ 5 本（アソート可）以下は運賃有料

ヤヨイ化学工業「ダイレクト PRO」及び同等品をおすすめいたします。
希釈タイプの糊を使う場合は、糊メーカー指定の希釈率を守ってください。

材質と下地によって施工法も変わりますので、必ず試し張りをしてから施工をしてください。
下地が透ける場合があります。必ず下地と同色のパテをご使用ください。
また、必要に応じてカラーシーラーをご使用ください。

夏と冬とでは違いますが、5 〜 15 分おいてください。不織布素材のものはオープンタイムは不要です。

出荷単位・施工について

出荷単位

壁紙施工法 接着剤

その他

オープンタイム

注意事項

お問い合わせについて

価格一覧表はテシード HP のカタログページよりご覧いただけます。

国内在庫または受注生産となります。ご注文の際は在庫確認をおすすめいたします。

表示価格は 2021 年 10 月現在の本体価格で、施工費・送料・消費税は含まれておりません。
本体価格および仕様は予告なく変更される場合がありますので、ご注文時に必ずご確認ください。
都合により有効期限内であっても、製品の製造を中止する場合がございます。

必ずロット番号が同じものをご使用ください。
商品に何らかの欠陥が見つかった場合は、施工及び、加工を中断し、速やかに弊社までご連絡ください。

カタログの色調は印刷のため実際の商品とは多少異なる場合もありますので、ご購入の際はサンプルをご確認ください。

掲載商品について

不織布は寸法安定性に優れており、伸縮がほとんどありません。
商品の中には表面が非常にデリケートなものがあります。
水分を含むとより顕著になるため、オープンタイムはとらず、糊の付け溜めもしないでください。
また、壁面に糊を塗る、向こう糊施工をおすすめいたします。

3 巾施工した時点で仕上がりをご確認ください。
万が一商品に不具合が見つかった場合、直ちに施工を中止し、商品と英文ラベルを保管した状態で
下記に表記しているお問い合せフォームよりご連絡ください。
ご連絡をいただかないまま施工を続けられた場合、クレームをお受け出来ない場合がありますのでご了承ください。

商品の特性上、表面を強く擦ると色移りするものもあります。ご注意ください。
（施工時、表面への糊の付着など、特にご注意ください）

特筆事項

不織布素材について
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サンプル・見本帳等の出荷は下記住所からの出荷となります。
TECIDO FRONTIER BASE　〒331-0823　埼玉県さいたま市北区日進町3-551-6

※土日、祝日及び弊社休業日については翌営業日以降のご対応とさせていただきます。
※お届け日時のご指定は承りかねます。
※全ての商品のサンプルがご用意できるわけではありません。ご用意できない場合は確認次第
お知らせいたします。
※記載に漏れなど、不備がある場合はお届けが遅れる場合がございます。
※転売（オークション、フリマアプリ等）目的の請求はご遠慮ください。 転売行為が発覚した際には
必要に応じて法的処置を講じる場合があります。
※実物の色・質感の確認目的以外での請求はご遠慮ください。

注意事項

「サンプル追加」ボタンを押してください。 カートアイコンをクリックして専用フォームに進み
お届け先などを

ご記入のうえ送信してください。

STEP 1

https://www.tecido.co.jp/

サンプル請求方法

サンプル請求について

STEP 2

ホームページからカンタンに
サンプルを請求できます。

価格および仕様は予告なく変更される場合があります。事情により一部商品が有効期限内に製造を中止する場合があります。

テシードでは壁紙のカットサンプルを多数ご用意して
おります。サンプル請求なら、ショールームへお越し
いただくのが難しい方にも、実際の色味や質感、柄の
大きさなどをお手元でご確認いただけます。ホーム
ページから会員登録なしでカンタンにご請求いただけ
ますので、ぜひご利用ください。

詳細はHPの
サンプル請求ガイドを
ご覧ください

商品のご質問やご連絡については、HPよりお問い合わせください。

https://www.tecido.co.jp/contactこちらのURL、またはQRコードから
お問い合わせフォームをご利用ください




