
⒈  バランス確認

手作りのため１枚１枚表情に違いがありますので、 貼る前に全体の色、 柄のバランスを確認してください。

商品には両サイドに余白がありますので、 幅寸は中央から均等に有効サイズとりして下さい。

⒉  下地調整

下地を平滑に整え、 完全に乾燥させてから施工してください。 ケイカル板、 モルタル、 漆喰下地など直下貼りする場合は、 アク止めは完全にし

て下さい。 金属板などの非吸収性下地には貼らないで下さい。

⒊  接着剤

PH６～８の中性に近いでんぷん系糊をお勧めします。

⒋  糊付け

機械での糊付けは行わず、 手付けで１枚ずつよく伸ばし、 丁寧に行ってください。 糊付け後は、 大きくたたみ、 折り目をつけないで下さい。

また、 重ねて置かないようにして下さい。 （折り目が入ると跡が残ります。）

⒌  貼り付け

オープンタイムは５分程度で柔らかいハケを使って貼って下さい。 ジョイント部等にローラーを使用する場合は、 表面に傷をつけないようにあて紙を

して行って下さい。

乱美箔壁紙施工マニュアル

その他注意事項

□　この製品は汗や糊がつくと変色する恐れがあります。 付いた場合は、 水を含んだタオルで拭き取り、 残った水分をよく絞ったタオルで軽く叩い

　　 て取って下さい。

□　手加工品のため、 一枚一枚の柄に違いがあります。

□　２～３幅貼り進めたところで、 色やバランスを確認し、 貼り進めて行って下さい。 表面に箔を使用していますので、 傷や汚れを付けないように

　　 お気をつけて下さい。

□　絹や生地使用商品は表面に接着剤 （糊） が付くと完全に拭き取れませんのでご注意下さい。 付いた場合は絶対に擦らず、 布で軽く叩きな　

　　 がら取って下さい。 また、 裁断の際は良く切れるカッターを使用し、 生地を引っ掛けないように注意して下さい。

□　湿気や結露、 漏電、 塩分の付着は変色や剥がれ、 錆の原因となりますので、 環境状況を適正に保って下さい。

□　施工後、 糊が完全に乾くまで製品の上に物を重ねたり、 立てかけたり、 置いたりすることは避けて下さい。 後に剥離の原因となる可能性がご

　　 ざいます。 糊付け、 裁断後の商品クレーム ・ 交換はお受けいたしかねますのでご了承下さい。

□　粘着テープを貼らないで下さい。 粘着テープ （セロハンテープやガムテープ） を壁紙に付着させないで下さい。 剥がす際に、 表面剥離しま　

　　 すので絶対に避けて下さい。

□　薬品を付着させないで下さい。 スプレーやシンナー等の薬品や塗料、 溶剤を付着させると変色することがあります。 付着させないよう気をつ　

　　 けて下さい。

□　タバコの煙や台所、 厨房からの油煙 ・ 蒸気は、 壁紙を短時間での黄変や頑固な汚れ付着の原因となります。 換気を心がけて下さい。 汚れ

　　 が付いた時に、 ゴシゴシと強く擦ると箔が取れてしまう恐れがありますのでご注意ください。

□　暖房器具 （ストーブ等） などを直接壁紙に当てないようにして下さい。
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１．Color and pattern

Due　to the wallpaper is hand-crafted;every sheet is not exactly the same in each other.Please confirm the overall arrangements 
and total balancing in terms of color and pattern before installation.
Both sides of the wallpaper have extra margins;the measurement should be taken equally from the center line.

２．Base adjustment

The ground should be flat,smooth and should be completely dried before start installation.If the wallpaper apply on calcium silicate 
board,mortar or plaster base,the scum need to prevent completely.Please do not stick the wallpaper on non water absorbent 
brandering such as metallic board.

３．Adhesives

Near-neutral starch-base adhesives which ranged in between pH6-8 is recommended.

４．Gluing

Starch up and smooth the wallpaper carefully sheet by sheet by hand,machines application is not recommended.After gluing,fold 
the wallpaper in a large way so that it will not be creased.
Do not put them in a stack;any creases created may be difficult to smooth out.

５．Pasting up

Relaxing time is about 5 minutes and please hangs wallpapers by soft brush.When you smooth joint areas with a roller,protect 
them with paper to avoid scratch of surface. 

6.Additional remark

□ This product might change color when sweet or adhesive attach.If found,wipe off with a wet cloth,then pat with a cloth firmly 
wrung out to get rid of wet.
□ All sheets are slightly different between each other in term of pattern because of artifact by hand.
□ After every 2 or 3 papers are pasted,have a look to check the color and pattern are well balanced,fine tune the continue process 
after each confirmation. 
□ Please take good care of metal plated surface,ensure not to be scratched or spoiled.
 Once adhesives attach,products with silk or fiber could not be completely clean up.In case of this happens,never rub wallpapers 
but pat with cloth to get rid of it.Please trim wallpaper with a sharp blade so that the material will not be damaged,and be careful 
not to be scratched.
□ Humidity,dew condensation,electric leak and attachment of salt content could be a reason of change in 
color,stain,moldy,detachment or rust.Please keep the environment correctly.
□ After installation,please avoid pile up,put something upon wallpapers or prop up something against them until adhesives dry 
completely.It remains possibility be a reason of detachment of metal leaves of wallpaper later.
□ Please note that we will not receive complaints or requests of replacement after cutting or gluing.
□ Do not attach adhesives tape on surface of wallpaper.Adhesives tape such as scotch tape and packing tape will tear off the metal 
leaves of wallpaper when adhesives tape is remove.
□ Do not use any chemicals.Chemical stuff such as spray lacquer,thinner or medicine etc.which content solvent could change color 
of wallpaper when they attach　wall-covering.
□ Cigarette smoke and oil smoke from kichen could be a reason of change in color to yellowish or attachment of greasy dirt in a 
short time.Please ventilate rooms often.Please note that rubbing the wallpaper might cause detachment of metal leaves.
□ Heating applicants such as stove shoud not put near by wallpaper.

Installation Technique Notes
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