
感じて、触れ合って、学ぶ。
色の効果や、色を通じて子供たちの感性を刺激し、豊かな

心を育む。もっと伝えたい色、もっと感じてみたい色。感じ

ることは知ることにつながり、子供たちの学びにもつなが

る。いつも笑顔があふれる場所にふさわしい、楽しく、豊か

に空間を彩ってくれる、壁紙シリーズです。

きれいなペイント調の多配色壁紙。
マットで落ち着いたカラーリングは、天然木やフローリン

グとの相性も良く、コーディネーター様やデザイナー様か

らも注目されています。

優しいグレイッシュなトーンは非常に人気が高く、多くご利

用いただいています。その他、ウォームグレーやグレージュ

など、６０色をご用意致しました。

一般住宅でも人気のシリーズです。
発売以来、幼稚園・保育園はもちろん、住宅・マンションにも多くご利用いただいてい

ます。子供部屋だけでなく、リビングやキッチン、洗面所など。ホワイトやベージュの

ベースカラーも豊富にご用意。組み合わせてご利用いただけます。

幼児の城　お家コーディネート。　（P.109～112）
一般住宅でも人気の「幼児の城」　施工例写真とコーディネート解説などを掲載しま

した。ぜひご利用ください。

　　　　　　　　　　　

スーパーハード抗菌・汚れ防止「幼児の城」

監修： 株式会社日比野設計 + 幼児の城

お手入れしやすい抗菌·汚れ防止機能。
キズや衝撃に強く、汚れも拭き取りやすい壁紙。強度のある

樹脂層に、フィルムラミネートでさらに強度をもたせていま

す。キズや汚れのケアを必要とする空間に最適です。

お手入れ簡単。抗菌・汚れ防止機能が付加。

表面にラミネートされたエバールフィルムは、食

品包装に使用されている安全性の高いフィルム

です。 汚れを落としやすく、抗菌性能で細菌の繁

殖を抑えます。付着した汚れは軽く拭き取ること

ができるので、メンテナンス性に優れています。

壁紙「幼児の城」はキッズデザイン賞受賞商品シリーズです。

第８回キッズデザイン賞

「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン」

裏打ち紙層

樹脂層

印刷層

エバール®
フィルム層

構造
写真：スタジオバウハウス

不燃掲載

スーパーハード「幼児の城」
抗菌・汚れ防止　不燃
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感じて、触れ合って、学ぶ。
色の効果や、色を通じて子供たちの感性を刺激し、豊かな

心を育む。もっと伝えたい色、もっと感じてみたい色。感じ

ることは知ることにつながり、子供たちの学びにもつなが

る。いつも笑顔があふれる場所にふさわしい、楽しく、豊か

に空間を彩ってくれる、壁紙シリーズです。

きれいなペイント調の多配色壁紙。
マットで落ち着いたカラーリングは、天然木やフローリン

グとの相性も良く、コーディネーター様やデザイナー様か

らも注目されています。

優しいグレイッシュなトーンは非常に人気が高く、多くご利

用いただいています。その他、ウォームグレーやグレージュ

など、６０色をご用意致しました。

一般住宅でも人気のシリーズです。
発売以来、幼稚園・保育園はもちろん、住宅・マンションにも多くご利用いただいてい

ます。子供部屋だけでなく、リビングやキッチン、洗面所など。ホワイトやベージュの

ベースカラーも豊富にご用意。組み合わせてご利用いただけます。

幼児の城　お家コーディネート。　（P.109～112）
一般住宅でも人気の「幼児の城」　施工例写真とコーディネート解説などを掲載しま

した。ぜひご利用ください。

　　　　　　　　　　　

スーパーハード抗菌・汚れ防止「幼児の城」

監修： 株式会社日比野設計 + 幼児の城

お手入れしやすい抗菌·汚れ防止機能。
キズや衝撃に強く、汚れも拭き取りやすい壁紙。強度のある

樹脂層に、フィルムラミネートでさらに強度をもたせていま

す。キズや汚れのケアを必要とする空間に最適です。

お手入れ簡単。抗菌・汚れ防止機能が付加。

表面にラミネートされたエバールフィルムは、食

品包装に使用されている安全性の高いフィルム

です。 汚れを落としやすく、抗菌性能で細菌の繁

殖を抑えます。付着した汚れは軽く拭き取ること

ができるので、メンテナンス性に優れています。

壁紙「幼児の城」はキッズデザイン賞受賞商品シリーズです。

第８回キッズデザイン賞

「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン」

裏打ち紙層

樹脂層

印刷層

エバール®
フィルム層

構造
写真：スタジオバウハウス

RF-8225 RF-8226 RF-8227 RF-8228 RF-8229

RF-8230 RF-8231 RF-8232 RF-8233

RF-8234 RF-8235 RF-8236 RF-8237

RF-8238 RF-8239 RF-8240 RF-8241 RF-8242 RF-8243

RF-8244 RF-8245 RF-8246 RF-8247 RF-8248 RF-8249 RF-8250

RF-8251 RF-8252 RF-8253

RF-8258 RF-8263RF-8259 RF-8264

RF-8254

RF-8281

RF-8277

RF-8273

RF-8269RF-8268

RF-8260 RF-8265

RF-8255

RF-8282

RF-8278

RF-8274

RF-8270

RF-8261 RF-8266

RF-8256

RF-8283

RF-8279

RF-8275

RF-8271

RF-8262 RF-8267

RF-8257

RF-8284

RF-8280

RF-8276

RF-8272

「幼児の城」カラーチャート
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感じて、触れ合って、学ぶ。
色の効果や、色を通じて子供たちの感性を刺激し、豊かな

心を育む。もっと伝えたい色、もっと感じてみたい色。感じ

ることは知ることにつながり、子供たちの学びにもつなが

る。いつも笑顔があふれる場所にふさわしい、楽しく、豊か

に空間を彩ってくれる、壁紙シリーズです。

きれいなペイント調の多配色壁紙。
マットで落ち着いたカラーリングは、天然木やフローリン

グとの相性も良く、コーディネーター様やデザイナー様か

らも注目されています。

優しいグレイッシュなトーンは非常に人気が高く、多くご利

用いただいています。その他、ウォームグレーやグレージュ

など、６０色をご用意致しました。

一般住宅でも人気のシリーズです。
発売以来、幼稚園・保育園はもちろん、住宅・マンションにも多くご利用いただいてい

ます。子供部屋だけでなく、リビングやキッチン、洗面所など。ホワイトやベージュの

ベースカラーも豊富にご用意。組み合わせてご利用いただけます。

幼児の城　お家コーディネート。　（P.109～112）
一般住宅でも人気の「幼児の城」　施工例写真とコーディネート解説などを掲載しま

した。ぜひご利用ください。

　　　　　　　　　　　

スーパーハード抗菌・汚れ防止「幼児の城」

監修： 株式会社日比野設計 + 幼児の城

お手入れしやすい抗菌·汚れ防止機能。
キズや衝撃に強く、汚れも拭き取りやすい壁紙。強度のある

樹脂層に、フィルムラミネートでさらに強度をもたせていま

す。キズや汚れのケアを必要とする空間に最適です。

お手入れ簡単。抗菌・汚れ防止機能が付加。

表面にラミネートされたエバールフィルムは、食

品包装に使用されている安全性の高いフィルム

です。 汚れを落としやすく、抗菌性能で細菌の繁

殖を抑えます。付着した汚れは軽く拭き取ること

ができるので、メンテナンス性に優れています。

壁紙「幼児の城」はキッズデザイン賞受賞商品シリーズです。

第８回キッズデザイン賞

「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン」

裏打ち紙層

樹脂層

印刷層

エバール®
フィルム層

構造
写真：スタジオバウハウス

RF-8225 RF-8226 RF-8227 RF-8228 RF-8229

RF-8230 RF-8231 RF-8232 RF-8233

RF-8234 RF-8235 RF-8236 RF-8237

RF-8238 RF-8239 RF-8240 RF-8241 RF-8242 RF-8243

RF-8244 RF-8245 RF-8246 RF-8247 RF-8248 RF-8249 RF-8250

RF-8251 RF-8252 RF-8253

RF-8258 RF-8263RF-8259 RF-8264

RF-8254

RF-8281

RF-8277

RF-8273

RF-8269RF-8268

RF-8260 RF-8265

RF-8255

RF-8282

RF-8278

RF-8274

RF-8270

RF-8261 RF-8266

RF-8256

RF-8283

RF-8279

RF-8275

RF-8271

RF-8262 RF-8267

RF-8257

RF-8284

RF-8280

RF-8276

RF-8272

「幼児の城」カラーチャート
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「幼児の城」60色のカラーチャート

RF-8225 RF-8226 RF-8227 RF-8228 RF-8229
ホワイトピーチ ピーチ ペオニー ビーツ カムカム

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RF-8225 〜 RF-8229

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92㎝   　 不 燃 　防火種別 1-4　H109

不燃掲載

RF-8229

活動的なイメージの赤。

集中力を高める効果が

あると言われています。

彩度の低い赤は高貴な印象があり、

空間に落ちつきを与えます。

[ 読書＆隠れ家スペース ]

抗菌・汚れ防止　スーパーハード「幼児の城」　不燃
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「幼児の城」60色のカラーチャート

RF-8225 RF-8226 RF-8227 RF-8228 RF-8229
ホワイトピーチ ピーチ ペオニー ビーツ カムカム

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RF-8225 〜 RF-8229

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92㎝   　 不 燃 　防火種別 1-4　H109

不燃掲載

RF-8229

活動的なイメージの赤。

集中力を高める効果が

あると言われています。

彩度の低い赤は高貴な印象があり、

空間に落ちつきを与えます。

[ 読書＆隠れ家スペース ]

抗菌・汚れ防止　スーパーハード「幼児の城」　不燃
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RF-8230 RF-8231 RF-8232 RF-8233  

アプリコット ハニー オレンジ パーシモン

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RF-8230 〜 RF-8233

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92㎝   　 不 燃 　防火種別 1-4　H109

RF-8230

元気なイメージのオレンジ。

親しみやすく陽気な気分を生み、

仲間意識を高める効果が

あると言われています。

[ 遊び場スペース ]

不燃掲載

不燃　抗菌・汚れ防止　スーパーハード「幼児の城」
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RF-8234 RF-8235 RF-8236 RF-8237 
ペア クインス マスタード キャラメル

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RF-8234 〜 RF-8237

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92㎝   　 不 燃 　防火種別 1-4　H109

不燃掲載

RF-8235

心が弾む楽しいイメージの黄色。

判断力や記憶力を高める効果が

あると言われています。気分も上がり、

活発なコミュニケーションが

期待できます。

[ アトリエスペース ]

抗菌・汚れ防止　スーパーハード「幼児の城」　不燃
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RF-8238 RF-8239 RF-8240 RF-8241 RF-8242 RF-8243 
オパール ローリエ バジル グラス ローズマリー シークワーサー

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RF-8238 〜 RF-8243

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92㎝   　 不 燃 　防火種別 1-4　H109

RF-8241

穏やかなイメージの緑。

木や森など、自然の色でもあり、

安心感やリラックス効果を

生むと言われています。

[ 図書スペース ]

不燃掲載

不燃　抗菌・汚れ防止　スーパーハード「幼児の城」
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RF-8244 RF-8245 RF-8246 RF-8247 RF-8248 RF-8249 RF-8250
セレスタイト ターコイズ アース オーシャン ディープシー ラピスラズリー インディゴ

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RF-8244 〜 RF-8250

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92㎝   　 不 燃 　防火種別 1-4　H109

不燃掲載

RF-8249

水や大自然のイメージの青。

集中力や睡眠促進など、

気持ちを落ちつかせる効果が

あると言われています。

[ 遊び場スペース ]

抗菌・汚れ防止　スーパーハード「幼児の城」　不燃
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RF-8251 RF-8252 RF-8253
アケビ プラム プルーン

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RF-8251 〜 RF-8253

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92㎝   　 不 燃 　防火種別 1-4　H109

RF-8252

インスピレーションや感性、

想像力を高める効果があると

言われている紫。

空間に洗練された高級感と

落ちつきをもたらします。

[ 玄関ホール ]

不燃掲載

不燃　抗菌・汚れ防止　スーパーハード「幼児の城」
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RF-8254 RF-8255 RF-8256 RF-8257
コーラルストーン ライムストーン マッドストーン クレイ

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RF-8254 〜 RF-8257

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92㎝   　 不 燃 　防火種別 1-4　H109

不燃掲載

RF-8256

温かみにあふれた、

グレージュのシリーズ。

優しさに包まれるような、

そんな素敵な色たち。

[ ダイニングスペース ]

抗菌・汚れ防止　スーパーハード「幼児の城」　不燃
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RF-8258 RF-8259 RF-8260 RF-8261 RF-8262 
アーモンド パインコーン マッド カカオ コーヒー

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RF-8258 〜 RF-8262

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92㎝   　 不 燃 　防火種別 1-4　H109

RF-8259

素朴なイメージの茶色。

自然のぬくもりを感じさせ、

安心感や信頼感を高める

効果があると言われています。

気の置けない人とのひとときに

適した色です。

[ ダイニングスペース ]

不燃掲載

不燃　抗菌・汚れ防止　スーパーハード「幼児の城」
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RF-8263 RF-8264 RF-8265 RF-8266 RF-8267 
グラニット アイアンサンド アスファルト ナチグロ チャコール

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RF-8263 〜 RF-8267

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92㎝   　 不 燃 　防火種別 1-4　H109

RF-8267

穏やかで上品なイメージのグレー。

安らぎや協調性を高める効果が

あると言われています。

主張しすぎず、空間に落ちつきと

安心感をもたらす色です。

[ ダイニングスペース ]

抗菌・汚れ防止　スーパーハード「幼児の城」　不燃
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RF-8268

RF-8269 

RF-8270 

RF-8271 

RF-8272

RF-8281

RF-8273 RF-8277 RF-8282 

RF-8274 RF-8278 RF-8283

RF-8275 RF-8279 RF-8284 

RF-8276 RF-8280

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92㎝   　 不 燃 　防火種別 1-4　H109

プロジェクターおすすめ

不燃掲載

不燃　抗菌・汚れ防止　スーパーハード「幼児の城」
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幼児の城　お家コーディネート

お部屋の個性を際立たせるオーシャンブルー。大胆に思える色でも
インテリア全体の色数を抑えることですっきりとコーディネート
できます。

オークなどナチュラルな木とマッチするターコイズ。彩度を
抑えたブルーは甘くならず、大人っぽい雰囲気に仕上がります。
リビングなどの広い空間にもおすすめです。

RF-8247 RF-8245オーシャンのダイニング ターコイズのリビング

リビング・ダイニング
スーパーハードは強度の高い樹脂層とフィルム
ラミネートによって、キズに強い作りになっています。
ペットのいるご家庭におすすめです。
さらに、耐久性にも優れているので、下地のゆがみなど
で生じる壁紙のひび割れ防止も期待できます。
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幼児の城　お家コーディネート

スタイリッシュなナチグロのグレー。濃いグレーは空間を引き締め、
金属などの光沢素材を引き立てます。

スモーキーな色合いが人気のローズマリー。自然をイメージさせ、
安らぎを感じる色とも言われています。さまざまな木と調和し、
優しい雰囲気を作ります。

RF-8266 RF-8242ナチグロのキッチン ローズマリーのパントリー

キッチン・パントリー
スーパーハードに使われているエバール®フィルムは
マヨネーズや鰹節など身近な食品の梱包にも使われている
安全性の高いフィルムです。
油汚れに強く、汚れが浸透しにくいためお掃除しやすい
のも魅力です。
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イエローの中でも落ち着いた色合いのマスタード。お部屋に温かみ
を与えます。ヌックやワークスペースなどポイント使いにおすすめ
です。

RF-8236

ベーシックな色として取り入れやすいグレージュ。さまざまな色と組み
合わせしやすく、穏やかで上品なイメージに仕上がります。

RF-8255・RF-8257ライムストーン＆クレイのベッドルームマスタードのワークスペース

幼児の城　お家コーディネート

ワークスペース・ベッドルーム
幼児の城は幼稚園、保育園だけでなく、住宅でも人気の
シリーズです。
全 60 色の豊富な色展開は、同一柄でベースと
アクセントを組み合わせすることができます。
建具やフローリングなどの木目ともとてもよく調和します。
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ほのかな色味を感じるミディアムグレー。このグレーも人気が高く
ベースカラーとしてご利用いただくケースも多いです。

トーンの異なるグリーンのコーディネート。深みのあるグリーンは素材感の
強いインテリアにもなじみが良く、上質感を感じさせます。

RF-8246 RF-8239・RF-8243アースの洗面所 ローリエ＆シークワーサーのトイレ

幼児の城　お家コーディネート

サニタリースペース
エバール®フィルムは抗菌性に優れています。
洗面所やトイレ、玄関など日常の汚れが気になる場所に
お使いいただくことで清潔感の維持に役立ちます。
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