
ERFURT-RAUHFASER
多くの可能性を秘めた壁紙



紙とウッドチップから
将来の壁紙ができるまで

壁紙 Rauhfaserの発明者、Hugo Erfurt（フーゴ・エアフルト）

1827年、   ドイツの起業家フリードリッヒ・エルフルトがヴッ
パータール市に製紙工場を設立します。37年後、孫のフーゴーが紙とウッドチップ
から成る革新的な壁紙、Rauhfaserを開発しました。当初はショーウィンドウのた
めのテクスチャーのある装飾用の紙として使用されていましたが、人々は20世紀
の初めに自分の家の壁をデザインし始めます。壁紙のテクスチャーは、壁の汚れや
凸凹を目立たなくするという事実が確認されました。また、異なる色合いを使用す
ることで、個性的な空間イメージを演出することができるということが、知られ始め
ます。このように、極めて個人的なアンビエントを創り出すRauhfaserの全く新し
い可能性が見いだされたのです。

今日ERFURT-Rauhfaserがヨーロッパで最も愛
されている壁紙であるといえます。それには訳があります。
それは、Raufaserが魅力的でエレガント、簡素、そして素朴
な演出まであらゆるシーンに調和する壁紙であるからです。
さらにRauhfaserはいつでも好みの色を繰り返し塗ること
ができます。この壁紙は最近数十年間でさらに開発されて
きました。今日、Rauhfaserはフリース壁紙としても提供さ
れています。織物繊維を用いた材料の補強によって、Vlies-
Rauhfaser（フリース・ラウファーザー）は伸縮性が少なく、
壁紙接着方法での施工が可能で、糊の吸収を待つ必要はあ
りあません。Vlies-Rauhfaserの革新的な技術によって、破
れにくく丈夫で、裂け目の修復も簡単です。もちろん、健康や
環境にやさしい壁紙です。

今日、エアフルトの第7代目が経営す
るファミリー企業ERFURT & SOHN 
Kgは、市場をリードする塗装可能な
壁紙メーカーとして知られ、機能性
に優れ、デザイン志向の塗装可能な
壁 紙の専 門 家としての地 位を確 立
し、Rauhfaserをはじめとするエンボ
スペーパー壁紙、フリース壁紙、屋内
壁・復旧システムなどを提供していま
す。ERFURTは、世界30ヵ国で今日も
ヴッパタールで製造される革新的かつ
サステイナブルな壁デザイン用ソリュー
ションを販売しています。この技術革新
にかける情熱の原動力となるのは、最
高品質、持続可能かつ資源にやさしい
製品やシステムの追求です。

新しいアイデア持ち主は、アイデアが成功するまでは「変人」と
思われるものだ。
作家　マーク・トウェイン



Vlies-Rauhfaser Viva
（フリース・ラウファーザー・ビバ）

Rauhfaser（ラウファーザー）は、均一なテ
クスチャーの塗装可能な壁紙です。ドイツで最も人気のあるこの壁
紙は、木の繊維（ウッドチップ）を混ぜ込んだ3層の紙から構成され
ています。チップの粒度に応じて微細、中、粗のテクスチャーができ
あがります。この壁紙は改装工事で数回にわたって塗装することが
できるため、すべてを交換する必要はありません。これらのメリット
のおかげでRauhfaserはヨーロッパの広域に、多くの壁紙には前
例のない成功を次から次へと納めています。



一 見 シ ン プ ル な 製 品 に 見 え る
Rauhfaserには多くの利点があり、素
晴らしい効果を生み出します。家の壁
にRauhfaserを施工して塗装するに
は、多くの好ましい理由があります。ま
ず、Rauhfaserは何度も塗装することが
でき、比較的リーズナブルで長持ちしま
す。つまり、この壁紙は新たに壁をデザイ
ンすることができ、そのたびに新たな演
出が可能なのです。

家具類でアクセントを

さらに、リビングからキッチンまであらゆ
る部屋に適したこの壁紙は、常に控えめ
な背景としての役割を果たします。すな
わち、壁は演出のための「額縁」となり、見
る人の目を写真や家具に引き付けるので
す。

健康と自然にやさしく

居住者にとってはまた別のメリットがあ
ります。健康や自然を思いやった壁紙
Rauhfaserは溶剤、可塑剤、PVCは不
使用です。
主原料は再生紙です。有害物質を含ま
ず、通気性・吸湿性にも優れ、アレルギー
をお持ちの方にも安心してご使用いただ
けます。

大きな効果を発揮するシンプルさ
物理学者　アルバート・アインシュタイン

Rauhfaserは施工が容易な壁紙です。壁紙を貼った直後も
修正が可能であり、容易に修理でき、一度塗装すれば、見違えるように見栄えもよくな
ります。下地の明暗のコントラストもしっかりカバー。これは壁の凹凸にも当てはまりま
す。Rauhfaserのテクスチャーにはこれらの凹凸を隠す特性を備わっているのです。
ERFURT Rauhfaserは、粗めから細かなテクスチャーまで異なるテクスチャーをお
選びいただけます。Rauhfaserの典型的な外観は、壁紙の真のハイライトとなるテクス
チャーによって生み出されるのです。塗装時はブラシやローラーの痕跡はつきません。
また、塗装後は、継ぎ目のない均一な壁面に仕上がります。他の壁紙とは異なり、リピー
トがなく、切除も不要です。

Vlies-Rauhfaser Elegance 
（フリース・ラウファーザー・エレガンス）



Rauhfaserの3つのグレードは、多くの
利点と常に完璧な壁をお約束。確かな品
質のRauhfaserはドイツ製壁紙です。ど
のグレードでも粒状テクスチャーは常に
均一です。

典型的なRauhfaser、
壁紙施工技術による

Vlies-Rauhfaserの施
工、白で塗装されたVlies-

Rauhfaser Superweiss
（フリース・ラウファーザー・スーパーヴァイス）

ERFURTの壁紙は、典型的な紙ベースの
Rauhfaserに加え、Vlies-Rauhfaser
と白で塗装されたVlies-Rauhfaser 
Superweiss Classico（フリース・ラウ
ファーザー・スーパーホワイト・クラシ
コ）からお選びいただけます。典型的な
Rauhfaserが紙とウッドチップから構成
されるのに対し、Vlies-Rauhfaserはさ
らに繊維で補強されています。その結果、
裂け目の補修も簡単に行え、壁紙の接着
技術で施工することが可能です。Vlies-
Rauhfaser Superweiss Classicoの

「スーパーホワイト」は白く塗装されて
いるため、施工直後から部屋を使用す
ることができます。これらRauhfaser
の三 種 類とも、アレルギーをお持ち
の方に安心してご使用いただけます。

Rauhfaser（ラウファーザー）

• 環境、健康にやさしい
• PVCおよび可塑剤は使用していません
• 優れた通気性・吸湿性
• アレルギーをお持ちの方にも
 適しています。
• 複数回の塗装が可能

目が行くものではなく、何を見るかが重要なのだ。
哲学者　ヘンリー・デイヴィッド・ソロー

Vlies-Rauhfaser 
Superweiss Classico

（フリース・ラウファーザー・スーパーホワイト・クラシコ）

• 白の塗装済み
• 壁紙張方法で施工可能
• 裂け目が継ぎやすく丈夫
• 環境、健康にやさしい
• PVCおよび可塑剤は使用していません
• 優れた通気性・吸湿性
• アレルギーをお持ちの方にも適しています。
• 複数回の塗装が可能で剥がしやすい

Vlies-Rauhfaser
（フリース・ラウファーザー）

• 壁紙張方法で施工可能
• 裂け目が継ぎやすく丈夫
• 環境、健康にやさしい
• PVCおよび可塑剤は使用していません
• 優れた通気性・吸湿性
• アレルギーをお持ちの方にも適しています。
• 複数回の塗装が可能で剥がしやすい

Rauhfaser Classico
（ラウファーザー・クラシコ）

空間の演出を成功させる、
３つのグレード



自然自体が無限に豊かで、それだけで偉大な芸術家が育てられる。
詩人　ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

Rauhfaser Romantic（ラウファー
ザー ロマンティック）：立体的な木材
繊維調。繊細な木目のテクスチャーが
強調し過ぎることなく、空間に個性を添
え、居住者のスタイルにアクセントをも
たらします。

いつでもどこでも、時を選ばない
Rauhfaser Classico （ラウファー
ザー・クラシコ）。リビング、寝室、通路や
子供部屋に:Rauhfaserはすべての年
代の方々に素敵な空間をお約束します。

刺激的な Rauhfaser Avantgarde 
（ラウファーザー・アヴァンギャルド）
は立方体形状のウッドチップによってお
部屋にアクセントをもたらします。壁にゆ
ったりとした活気を与え、空間に個性を
もたらします。塗装によって個性をプラ
スし、快適に。

Rauhfaser Rustic （ラウファーザ
ー・ラスティック）は、力強くはっきりとし
たテクスチャーがあらゆる日常シーンに
マッチする壁紙です。個性的でありなが
ら、モダンにもコンサバ風にもお好みの
スタイルに合わせた空間作りに。

Rauhfaser Sprint （ラウファーザ
ー・スプリント）はニュートラルな下地で
個性的なる雰囲気を作り出すウッドチッ
プクロスです。控えめなテクスチャーに
よって、壁の個性も控えめに。

人々は、テクスチャーのある壁紙から素朴さを連想します。スムーズ
な表面が無味乾燥で冷たいと感じられる一方で、テクスチャーによ
って快適さと暖かみがもたらされます。このように、ERFURTの壁紙
では、インスピレーションの大きな源となるのが自然です。

はっきりしたテクスチャーほど、影もはっきりし
ます。Rauhfaserはそれによって壁の凸凹をカバーするのです。ま
た、変化する光、すなわちその一日の影の変化によってRauhfaser
がイキイキし、材料に生命が備わっているかのような効果が得られ
ます。この効果は、壁の色が明るいほど実感することができます。

すなわち、
テクスチャーが粗くなればなるほど、Rauhfaser
の影は細かなテクスチャーよりも暗く感じられ、より下地をカバーす
ることができるのです。

空間に適したテクスチャーの選択

便利なアドバイス

Vlies-Rauhfaserは、最も
微細でエレガントな「Viva（
ビバ）」をはじめとする5つの
テクスチャーからお選びい

ただけます。

明るい部屋をご希望の場合
は、細かなテクスチャーを選
択することをお勧めします。 
さらに、小さな部屋では、壁を見る人と壁
の間の距離が短く、細かなテクスチャー
は粗いテクスチャーよりも控えめな主
張です。そのため、より快適な空間とな
ります。これに対し、粗いテクスチャー
の壁紙のメリットは、何度も上塗りする
とテクスチャーがすぐにつぶれてしまう
細かなテクスチャーの壁紙よりも長持
ちするため、粒子が荒いほど何度も塗
装が可能です。壁ほど塗装されることが
ない天井用には、細かなテクスチャーを
選択する必要があります。

Rauhfaser Avantgarde
（ラウファーザー・アヴァンギャルド）



Rauhfaserに個性をもたらす色

自ら相乗効果を発揮するのは、色の中に隠された調和と
コントラストである。
画家　ヴィンセント・ファン・ゴッホ

Rauhfaser（ラウファーザー） 
Romantic（ラウファーザーロマンティック）

部屋に効果をもたらす決定的要因と
なるのが色です。人が住み、使用され
ている部屋は、その部屋だけでは効果
を発揮しません。家具、照明、アクセサ
リーを組み合わせることによって、と
もに相乗効果を発揮するのです。色を
選ぶ際はこれらの要因も考慮されなく
てはなりません。しかしながら、いくつ
かの一般的な説明も当てはまりす。ま
ず、Rauhfaserはどの色にも適していま
す。粒状のテクスチャーから生じる影に
よって力強く感じられる色も途切れ、わ
ずかに控えめに感じられ、穏やかな印
象になります。壁紙を塗装する際は、健
康と環境にやさしい塗料を選択してくだ
さい。

色によって空間に
もたらされる効果

装飾が施されていない単色で塗装した
壁は、ありのままの空間を強調します。
空間は明るい色によってより大きく、暗
い色によってより小さく見えます。空間
的効果は、的を得た色の選択によって
影響を与えることができます。例えば個
々の領域に視覚的にアクセントをもた
らすことができます。暗い暖かい色は、
視覚的に部屋の奥行きを短くします。ま
た、広 と々した部屋では、そこにとどまり
たいと思わせる安心感をもたらします。
それに対して明るい寒色は、部屋に広

と々した開放感を与えます。天井の色が
壁よりも明るいと、視覚的に天井が高く
なります。逆に、壁より暗い天井の場合
は、天井が低くなります。



白で塗装され
たRauhfaser Classico

は、部屋に明るさと心地よい
雰囲気をもたらします。

白い色は、退屈にならないよう
に、他の色と組み合わせることを
お勧めします。たとえば、女の
子用の部屋に使用される人気
色のローズカラーなどがお

勧めです。

実用的で近代的なスタイル、ミニマリス
ティックな、あるいは遊び心のあるバロ
ック様式やシックでエレガントなスタイ
ルにとどまらず、主張しすぎることない
Rauhfaserはあらゆるスタイルに最適
な壁紙です。お気に入りの色で塗装して
スタイルを強調したり、家具を使って部
屋を演出してみてください。
最も大きなメリットは、Rauhfaserは数
回にわたって塗装できること。これによ
って時間も施工費用も節約されます。

Rauhfaser 
Avantgardeの特徴的な

テクスチャーは、モダンで
ストレートなラインの家具との

組み合わせによってスタイリッシュ
で快適な雰囲気をもたらします。

特に、白と黒の家具は、そのような
空間に有利な選択です。

Rauhfaser Avantgardeが特に
適しているのは、広々とした

部屋です。

細かなテクスチャーの
Vlies-Rauhfaser Vivaや
Rauhfaser Romanticを
青などの寒色で塗装すると

静けさがもたらされ、天然木と
最適に組み合わせることが

できます。
寝室や子供部屋に。

部屋を選べるのなら
最適なのは
Rauhfaser
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壁に個性をもたらすには
ぜひ、数々のヒントをお役立て下さい。 
Rauhfaserを創造性を解き放つことが
できる大きなスケッチブックに例えてみ
ましょう。 テンプレートや塗装用テープ
でマスキングすると、Rauhfaserにあ
らゆる種類の縁取りや模様を施すこと
ができます。壁のデザインの創造性は
無限です。しかしながら、ご注意くださ
い。壁をマスキングする際は、荒いテク
スチャーほど慎重に。細かいテクスチャ
ーほど、縁がきれいに仕上がります。も
ちろん、精密に施工されない場合でも、
Rauhfaserは多くに対応します。
最も大きなメリットは、数回にわたって
塗装することができることです。

インスピレーションとは、最初から思いつくものではない。
作曲家、ピョートル・チャイコフスキー



熟練した職人として、独創的なアイデア
から偉大な作品を創造してみてくださ
い。あなたの作業によってRauhfaserは
パーフェクトな、個性的な壁に生まれ変
わります。その際、この壁紙のメリットは
シンプルかつ素早く、効率的に施工でき
ることです。時間に追われながらの建設、
改築、復旧作業の場合も、素早く施工可
能なRauhfaserのメリットが生かされま
す。Rauhfaserは記録的な施工時間で
の壁紙施工を実現します：2017年に記
録された16平方メートルを14分44秒
という施工時間は、ドイツの壁紙マイス
ターに感銘を与えました。

専門職人のための経験豊かなパートナー

独創性に富む人間は偉大な作品を創造し始め、
勤勉な人々はそれらを完成させる。
博識家　レオナルド・ダ・ヴィンチ

プロフェッショナルの
ためのメリット
Rauhfaserは、壁や天井、内外のコーナーでの素
早い施工を約束します。すぐに貼ることのできる壁
紙に必要な、綿密な下準備が粒状構造によって不
要となります。ウッドチップの経済的な大きなメリッ
トは、パテ処理なしに起伏のある面に直接紙を貼
ることができることです。 さらに、Rauhfaserはリ
ピートなしで施工されます。プロフェッショナル専
用ロール（33.5×0.53mおよび、125×0.75m）の
大型ロールからはほとんど廃棄する必要がありま
せん。

プロフェッショナルのために

R a u h f a s e rをより効 率 的に施 工するため
に、Vlies-Rauhfaser PRO （フリース・ラウフ
ァーザー・プロ）が開発されました。4種類のテクス
チャー（20,32,40,52）および2種類のロール寸法

（25×0.75m / 25×1.06m）からお選びいただ
けます。Vlies-Rauhfaserは伸縮性が少なく、糊の
吸収を待つ必要なくすぐに貼ることができます。糊
はローラーまたはエアレス装置を使用して壁に直
接塗布することができます。Erfurtの他のすべての
フリース壁紙と同様に、Vlies-Rauhfaserでも裂
け目を容易に補修することが可能です。

快適性のプラスα

Erfurtは、壁紙接着技術でさらに効率的な施工
を実現するため、引き糸がついた特殊カートンを
開発しました。このVl ies-
Rauhfaserは箱から直接引
き出し、壁に貼り付けること
ができます。

Rauhfaser 20の非常に細かなテクスチャー
は、壁や天井にわずかなテクスチャーをもたら
します。この壁紙は間接照明を使用する壁に最
適です。

眺めのチップが特徴のRauhfaser 32は、バラ
ンスの取れた文字でエレガントな雰囲気を作り
出します。クラシックなRauhfaser壁紙に備わ
るすべての利点を備えており、気性・吸湿性に優
れ、健康と環境にやさしく、アレルギーをお持ち
の方にも安心してお使いいただけます。

細かい立法的なテクスチャーが特徴の
Rauhfaser 40は、現代のインテリアデザイン
で最も人気のある壁紙の1つです。控えめで、暖
かく居心地の良い雰囲気を生み出します。

ベストセラーのRauhfaser 52は伝統的なテ
クスチャーでリビングや寝室、部屋の大小に関
係なくお使いいただける壁紙です。何度塗装を
繰り返してもはっきりとしたテクスチャーが維持
されます。

荒めの密なチップが特徴のRauhfaser 70は
広い空間に理想的な壁紙です。
より力強い色で塗装すると、空間にまったく新し
いイメージがもたらされます。

素朴なテクスチャーのRauhfaser 79は、リビ
ングや寝室の壁にアクセントを添えるのに最適
な壁紙です。環境にやさしいサスティナビリティ
を重視し、品質にこだわる方に。

粗いテクスチャーのRauhfaser 80は、色との
組み合わせによって、全く異なる雰囲気を演出す
ることができる壁紙です。目に見える影や繰り返
し塗装することによって壁が生まれ変わります。
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GREAT BRITAIN
Phone: +44 14 27 61 65 97
a.simpson@retwall.co.uk

ERFURT & SOHN POLSKA Sp. 
z o. o.
Al.Kościuski 80/82
90 437 Łódź
POLAND
Phone: +48 42 636 70 40
biuro@erfurt.com.pl

OOO „ERFURT“
Ul.Elektrozavodskaya d.33, 
str. 5 
107076 Moscow
RUSSIA
Phone: +7 495 979 38 81
info@erfurt.ru


