




















































ご注文について

見本帳掲載商品は、すべて海外取寄せ品です。海外に在庫がある場合、納

期は約２週間です。ご注文の際は在庫確認をお願い致します。

ご注文本数が10本未満(または10m未満）の場合、別途輸入運賃を頂いており

ます。

ご注文単位について、ロール販売の商品は１ロール単位です。m販売の商品

は１m以上10cm単位となります。

施工上のロスが発生する場合があるため、製品巾、レピートをご確認いただき、

余裕を見て必要数量を算出しご注文ください。

施工前に、品番・規格・色・数量をご確認ください。また、同一面に施工する

壁紙が全て同じロットであることをご確認ください。

ビニール梱包を開封した後の返品は基本的にお受け致しかねますのでご

注意ください。

表示マーク

柄合わせはありません

まっすぐなジョイント

ステップ柄

耐光性５級 ( 試験 EN233)

施工時に壁紙表面に付いた
糊を湿らせたスポンジで拭
き取ることができます

施工後についた壁紙の汚れの
一部を湿らせたスポンジで拭
き取ることができます

壁紙の裏に糊を付けて施工
する商品です

壁面に糊を付けて貼る向こ
う糊で施工する商品です

下地をいためずにはがすこ
とができますが糊の種類に
よっては裏紙が壁面に残る
場合があります

日本国内で不燃認定を取得
しています

表示価格は税抜価格です。やむを得ず価格の変更をさせていただく場合が

ございます。あらかじめご了承ください。
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不燃

品番 色数
規格

巾 × 長さ
（cm）    （m）

防火性能 (直張り）

不燃下地 不燃石膏ボード

タテ
レピート
（cm）

価格  roll  又は  m 

税込

防火
種別

参考価格
/㎡（税抜）

ホルム
アルデヒド
等級

レピートの(S)はステップ柄合わせです。　50048～50070は厳密な柄合わせができません。

ZW1001 6 53 10.00 ¥23,000/roll ¥4,340 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-1 紙系壁紙
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材料区分

64(S)

ZW1002 5 70 10.00 ¥31,000/roll ¥4,440 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-164(S)

ZW1003 4 70 8.50 ¥32,900/roll ¥5,530 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-164(S)

ZW1004 6 70 8.50 ¥27,800/roll ¥4,670 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-1-

ZW1005 3 70 10.00 ¥55,100/roll ¥7,870 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-164

ZW1006 7 70 10.00 ¥24,100/roll ¥3,440 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-164

ZW1007 4 70 10.00 ¥28,300/roll ¥4,040 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-164

ZW1008 3 53 10.00 ¥18,700/roll ¥3,530 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-1-

ZW1011 6 70 10.00 ¥31,900/roll ¥4,560 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-164(S)

ZW1012 4 70 10.00 ¥34,500/roll ¥4,930 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-164(S)

ZW1013 5 70 10.00 ¥27,900/roll ¥3,990 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-164

ZW1014 5 53 10.00 - ¥27,400/roll ¥5,170 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-1

ZW1015 6 53 10.00 ¥27,400/roll ¥5,170 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-132(S)

ZW1016 4 69 10.00 ¥37,200/roll ¥5,400 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-163

ZW1017 4 70 10.00 ¥33,600/roll ¥4,800 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-164(S)

ZW1018 6 70 10.00 ¥32,000/roll ¥4,580 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-164(S)

ZW1019 4 70 10.00 ¥33,600/roll ¥4,800 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-164(S)

ZW1020 2 85 m販売 ¥19,700/m ¥23,180 F★★★★ 不燃NM-4400 不燃NM-4400 6-159

50048 3 90 m販売 ¥30,900/m ¥34,340 - - - --

50055 3 90 m販売 ¥30,500/m ¥33,890 - - - --

50056 4 90 m販売 ¥32,700/m ¥36,340 - - - --

50068 8 90 m販売 ¥21,600/m ¥24,000 - - - --

50069 4 91 m販売 ¥33,500/m ¥36,820 - - - --

50070 3 91 m販売 ¥33,500/m

¥25,300/roll

¥34,100/roll

¥36,190/roll

¥30,580/roll

¥60,610/roll

¥26,510/roll

¥31,130/roll

¥20,570/roll

¥35,090/roll

¥37,950/roll

¥30,690/roll

¥30,140/roll

¥30,140/roll

¥40,920/roll

¥36,960/roll

¥35,200/roll

¥36,960/roll

¥21,670/m

¥33,990/m

¥33,550/m

¥35,970/m

¥23,760/m

¥36,850/m

¥36,850/m ¥36,820 - - - -89

税抜




