
mt CASA
M A G A Z I N E

おうち時間を楽しむインテリアdecoアイデア

店舗のディスプレイや雑誌、書籍のスタイリングなどで幅広
く活躍する一方、ふだんの暮らしに取り入れられる、デコ
レーションアイデアや手作りの楽しさを発信している。
2019年2月にはNHK Eテレ趣味どきっ！『暮らしを彩るデ
コスタイル』にてマスキングテープ編の講師も務める。同年
7月に山形県鶴岡市に移住。カフェ&セレクトショップ
manomaをオープン。著書に『繕う暮らし』、『繕う愉しみ』
（主婦と生活社）などがある。
HP www.room504.jp
instagram @min_msmi

ディスプレイデザイナー
暮らしの装飾家

ミスミノリコ

監修：「LIVING」「HOME PARTY」「CHRISTMAS」

はカモ井加工紙株式会社の登録商標です。

カモ井加工紙株式会社 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236

TEL:086-465-5800  FAX:086-465-5860 E-mail：contact@masking-tape.jp

www.masking-tape.jp

21CASA_magazine/A4 変形（257×210mm）

表 4 表 1



LIVING
ワンポイントデコレーションで
壁面に楽しいリズムが生まれる。

家で過ごす時間が長くなるとお部屋のインテリアを見直し

たくなります。 そんな今の気分をmtで手軽にカタチにしま

せんか？

暮らしの装飾家ミスミノリコさんのデコレーションアイデア

をはじめ、日々の暮らしを自分の手で居心地よくデザインす

るヒントをお届けいたします。DIYでの空間づくりの楽しさ

を再発見してみてください。 

例えばリビング。毎日過ごす場所はいつだって心地よく自

分らしく整えたいものです。壁、床、家具、ランプシェード、

花びん・・・

いつもの見慣れたアイテムに、mtをプラスするだけでお茶

の時間もカフェ気分で楽しめる空間に仕上がります。

Wall decoration：色のトーンを合わせた
チェック貼り（1）の他に、いろんな大きさや
色があってもかわいい三角形貼り（2）、
15mm幅テープだけで仕上がるクロス貼り
（3）（4）など、広い壁面のワンポイントデコ
レーションでアレンジを楽しめます。あらか
じめパーツをたくさんつくって、クッキング
シートなどに貼っておくと一気に貼れて
便利。
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Panel：気分次第で貼り替えられる、SHEETのパネル
アレンジ。絵画用キャンバスにSHEETを自由にカッ
トしてつくる、ファブリックパネル風アイデア。今回
は消臭・抗菌・抗ウイルスなど漆喰の機能をプラスし
た「mt CASA sheet漆喰」を使ってみました。デザイ
ンの上に漆喰加工が施されており、パステル調の色
がやさしくてきれいです。丸や三角にカットしたり、
細くカットして規則正しく並べたり。北欧のファブ
リックをイメージして配置を考えてみました。

Table：いつものテーブルが変わる、テープ１本の簡
単デコレーション。シンプルな白いテーブルに
15mm幅のmtマットブラックをグリッド貼りして
みました。ちょっとした気分転換やパーティにもお
すすめのアレンジです。規則正しく貼るために、ポス
トカードなどで幅を均一に保つととっても便利で
す。たった１本のテープで広い面を装飾することが
できます。グリーンや小物をレイアウトしたり、ほん
の少しのアレンジで気分転換ができます。

Lamp shade ＆ Storage corner：1.2.mtを貼るだけで印象をガラリと
変えることができるのがランプシェード。シェードにテーパーがついて
いるとデコレーションしづらいので、ストンとした円柱形のデザインが
おすすめです。3.4.チェストの引き出しや収納ボックスのアレンジには、
豊富なデザインから選べるリメイクシートが便利。広い面に複数枚の柄
をあわせて貼ったり、全面に貼らなくてもカットしたリメイクシートをコ
ラージュしてランダムに貼ったり。楽しい収納スペースに仕上がります。

mt CASA 50mm×10m 495円（税込）
mt CASA 100mm×10m 990円（税込）

mt CASA sheet漆喰（3枚入り）
1,232円（税込）
size：230mm×230mm

mtリメイクシート ニットパターン
385円（税込）
size：270mm×900mm

mt CASA shade チェック
1,100円（税込）
size：90mm×10m

Selected item：使用した主な商品はこちら

LIVINGアレンジの詳しいつくり方、商品のオーダーはこちらから
https://www.masking-tape.jp/mt_my_life/category/no1/
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HOME PARTY
貼ってはがせるmtアレンジで
いつもの空間でとっておきの時間を。

たまには友人を招いてホームパーティはいかが？

例えば、おもてなしの気持ちを込めた、テーブルコーディネート。

大切な方の記念日、またなんでもない日でも喜ぶ顔を想像し

てデコレーションするのも楽しい時間です。 

おうちクリスマスだって、アイデア次第でとびきりハッピーに！

我が家でのんびり過ごすクリスマスだからこそ、白い壁を

キャンバスにして、遊び心と温もりあふれるクリスマスの世界

をmtで描いてみませんか？ 

お誕生日、ひなまつり、父の日、母の日、敬老の日・・・どんなと

きだって、mtがあればお祝いや感謝の気持ちを自由に表現

することができます。いつもの空間に思い出に残るワンシー

ンをカタチにしましょう。

Wall decoration：無地と柄のCASAを組み合わせた、壁のデコレーション。フラッグやお花
のペーパークラフトをつくって飾ったりアイデア次第で使い方は無限に広がります。

by Noriko Misumi
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CHRISTMAS
白い壁にアートを描くように
期間限定のウォールデコを楽しんで。

Table coordinate：1.いつも使っているトレイをシーンに合わせたリメイクシートでアレンジ。
2.SEALは文字もかけるのでドリンクボトルやカップのグラスマーカーとして使え、パーティにぴっ
たり。3.ペーパーストローにプラスアルファして楽しむ、ミニフラッグのアイデア。パーティ気分が盛
り上がります。4.mt wrapはお菓子の取り分けに便利。テーブルに華やかさを添えてくれます。

mt CASA FLEECEロール
ブルーベルグレイ Rothesay
1,980円（税込）
size：230mm×5m

mt CASA Seal ストライプ・レモン
385円（税込）
size：φ50mm:5シート（10ピース）

mt wrapミナペルホネン
pleasure herb・navy　1,265円（税込）
size：230mm×5m

mt CASA 100mm ボーダー・金
990円（税込）
size：100mm×10m

Selected item：使用した主な商品はこちら

HOME PARTYアレンジの詳しいつくり方、商品のオーダーはこちらから
https://www.masking-tape.jp/mt_my_life/category/no3/
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Selected item：使用した主な商品はこちら

CHRISTMASアレンジの詳しいつくり方、商品のオーダーはこちらから
https://www.masking-tape.jp/mt_my_life/category/no2/

Tree, gifts & wall decorations：飾るスペースがなくても、壁さえあればマス
キングテープを使って、ウォールデコでクリスマスを満喫することができます。
ツリーはミスミノリコさん監修「mt wall deco tree kit」を使ってつくってみま
した。もちろんおうちにあるテープを組み合わせても簡単につくることができ
ます。ツリーが完成したら、クリスマスボックスを置いたり、窓枠を描いてお部
屋らしく完成させます。さらに、紙吹雪のような壁のランダムウォールデコを
プラスして仕上げました。誰かと一緒に貼る時間もあたたかな贈り物になるはず
です。

1.ツリーはジグザグとリズムをつけて貼るとバランスよく仕上がります。2.紙吹雪のような
ランダムウォールデコ。方向を互い違いにし、同じ向きに貼ったテープを近くに貼らないのが
コツ。3.ガラスシリンダーは透け感のあるSHADEでアレンジ。4.リメイクシート ヘリンボー
ンで床のイメージをチェンジ。
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mtリメイクシート ヘリンボーン
385円（税込）
size：270mm×900mm

mt wall deco tree kit B
825円（税込）

mt CASA 100mm ストライプ・銀
990円（税込）
size：100mm×10m
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KITCHEN
服を着替えるみたいに
mt CASAで好きをカタチに。

日々使う場所だからこそ、キッチンのあちこちを、好きな色

や柄でいっぱいにして、毎日をハッピーに過ごしませんか？

例えばこんなビビットなイエローのキッチンカウンターも

貼ってはがせるmt CASAだからこそ試したいカラーリング。

クッキングシートにTAPEを貼って手づくりした、かわいい

ちょうちょのステッカーをあちこちに飾ると、ワンランク上の

仕上がりになります。

シンプルな家具や小物に貼るだけでも、空間のイメージを

変えることができます。mt CASAなら賃貸のお部屋でも

アレンジの幅が広がります。思わず誰かを部屋に招きたく

なる、お気に入りのキッチンをつくってみませんか？

Kitchen furniture & item：1.2.3.豊富なデザイン
から選べるリメイクシートなら、引き出しやサイド
テーブルに貼ってアレンジできて汚れ防止にも。
ユニークなデザインは切り抜いて保存瓶のラベルに。
4.ペンキやマーカーで彩るように、15mm幅の無地
のmtでウッドチェアをカラーリング。5.文字が書ける
mtをスパイスケースのラベル代わりに。6.ブリキの
収納ボックスに15mm幅のマットブラックmtを切
り貼りし、文字を書いてアクセントに。

Wall sticker：クッキング
シートにTAPEを貼って、好
きな形に切り抜けばオリジ
ナルのウォールステッカー
がつくれます。
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Storage box：1.マスキングテープに特殊加工をプラスしたmt fabシリーズの「黒板テープ」はチョークで文字が書ける優れもの。ボックスに
貼って中身のタイトルを書けば飾るようにおしゃれに収納することができます。2.リメイクシートはデニムやニットなどのテキスタイルパター
ンや、豊富なウッドパターンなど、インテリアにあわせて、収納ボックスをコーディネートできて便利です。

Desk Arrange：3.マットブラックのTAPEを
正方形にカットした、マンスリーカレンダー。
ホワイトペンで予定を書き込んで、終わった
らはがせるからとっても便利です。4.通常は
床や壁に貼る、タイルみたいな六角形の
SHEETを段ボールに貼って、壁掛け時計に
アレンジ。5.ペン立てや手帳、ブックカバー
など、デスクまわりの小物をオリジナルの
デザインにリメイク。

DESK＆STORAGE
デスクまわりや収納スペースに
書く、彩る、コーディネートする。

1 2

3 4

5
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毎日の暮らしの中で愛用しているアイテムたち。無地のも

のや定番のものを今の気分に合わせてアレンジしたり、古

くなったものもリメイクすれば、さらに愛着を感じるお気に

入りアイテムになります。

苦手なお掃除や収納、グリーンのお手入れも、mtで自分ら

しく彩ることできっと楽しみに変わるはず。

素敵に仕上げるポイントは、使う色のトーンをあわせること。

柄物のテープは種類を絞って貼るのがおすすめです。身の

回りのものに愛情を込めてDIYしたり、アイデアをプラスし

て楽しむ。日々を大切にする、丁寧な暮らしをmtでカタチ

にしませんか？

1.カラフルなSEALをドリンクボトルの目印に。文字を書いて汚れたら交換することができます。2.ファイルボックスをパピエティグルデザインの
リメイクシートでアレンジ。並ぶ柄を合わせるとかわいく仕上がります。3.白い植木鉢にスリムなmtをランダムに貼ってアレンジ。無地のテープ
と方眼柄のコーディネートがポップでかわいい。4.細長い三角形にカットしたTAPEで窓ガラスをワンポイントデコレーション。簡単にお部屋の
イメージを変えることができます。

DAILY ITEM
自分らしくアレンジする喜び。
お気に入りに囲まれて暮らそう。

5.子ども用のアンティークチェアにウィリアムモリスのリメイクシートを合わせて。6.ウィリアムモリスの様々な柄、幅のmtをパッチワークのよ
うにランプシェードに貼りました。和紙の透け感が美しい。7.お掃除道具をTAPEやSEALでポップにデコレーション。ディスプレイしてもかわいい。
8.定番の木のスツールをニット柄のリメイクシートで冬仕様に。季節ごとのアレンジも素敵です。
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21CASA_magazine/A4 変形（257×210mm）

+ space

+ design

+ color

ハリのある素材で1人でも

広い面に貼りやすい。

空間のイメージチェンジに。

きれいに貼れる、
ハリのあるフリース素材。
シワが入りにくく広い面も貼りやすいから
壁やテーブルなどに貼って楽しめます。
壁紙の上から貼れて、下地も透けません。

貼りやすいから、
1人でも大丈夫！
適度な長さを引き出しながら、
手で押さえ、空気が入らないように貼っていきます。
壁を貼るときは、上から下へ垂らしながら貼ります。

家具に１枚で貼ったり

壁に繋げて貼ったり

デザインをプラス。

床に貼って空間を
変身させよう！
壁や床にデザインを繋げて貼るシートタイプ。繋げると新た
な柄が生まれる「繋がる仕様」や三角形、六角形など、デザ
インも豊富です。

繋げて貼るから、
とっても簡単！
１枚ずつセパレーターをはがし手で押さえて、空気を抜きな
がら貼ります。1人でも短時間で簡単に貼ることができます。

薄い和紙素材だから

小さな家具や雑貨など

何にでも貼りやすい。

インテリア向けのワイドな
和紙製マスキングテープ。
ペンキを塗るよりも手軽に、美しく。和紙の色彩で日常を彩
る粘着テープです。手でちぎったり、重ねて貼ることもでき
ます。なめらかな曲線や円形のものにも添うように、しっかり
と貼ることができます。ランプシェードや家具にも最適です。

切って、ちぎって、
貼り方は自由自在。
少しずつ引き出しながら平面にもまた小さくちぎったりカット
してもOK。もちろん失敗してもはがして貼り直せます。

選び方・使い方

HOW TO
www.masking-tape.jp/mtcasa

mt CASA使い方ムービーはこちら

 230mm幅×5m巻

壁用230mm角（1枚、3枚パック）、三角形・六角形230mm×265mm（1枚、3枚パック）

50mm幅・100mm幅×10m巻

Tape
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+ rhythm

+ remake+ function

不織布タイプで

独特の透け感を楽しめ

UVカット効果も◎。

日差しを和らげ、目隠しにもなる、
透け感が美しい「貼るカーテン」。
貼るだけで紫外線をカットしてくれる。厚みのある不織布素
材で窓からの日差しをしっかりとガードします。

透け感を活かして
アイデア広がる。
手で押さえ、空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。
連続して貼ると柄が繋がります。

１枚で貼ってもかわいい！

連続して貼ると

ドット柄が楽しい！

和紙の色彩や透け感が美しい
円形シールでドット柄を描こう。
使い方は台紙からはずして貼るだけ。はがして貼り直すこと
も簡単にできます。気分次第でリズミカルに貼ってください。

貼るだけ簡単！
使い方自由自在！
ランプシェードや花瓶など丸みのあるものにも添うように貼
れます。何でも手軽にドット柄に変身します。小さな円形の
和紙シールだからカーテンタッセルやガーランドなどつなぎ
合わせて小物をつくることもできます。

衛生面が気になる所に

漆喰の効能を

手軽にプラスする。

消臭、抗菌、抗ウイルスなど
漆喰の機能性をプラス。
匂いや衛生面が気になる空間に手軽に採り入れるだけで
暮らしにうれしい効果を発揮します。

シートタイプだから、
どこでも手軽に。
セパレーターをはがして貼るだけとっても簡単に空間をアレ
ンジできます。貼る環境によって効果は異なります。
連続して貼ると角度によっていろんなデザインが楽しめ
ます。パステルカラーのやさしい色調です。

漆喰

透けない素材で

あらゆるものを

簡単にリメイクできる。

下地が透けないから
何にでも貼れる！

しっかり下地をカバー。家具や小物に貼るだけで、印象を
ガラッと変身させることができます。折りたたんだシートを広
げて貼りたいスペースにあわせてカットします。薄手なので
曲面にもしなやかに貼れます。

人気デザイナーによる
バラエティ豊かなパターン。

カピッツァ、ウィリアム・モリスなど、世界的に人気のデザイン
をはじめ、魅力あふれるラインナップから選べます。

90mm幅×10m巻 φ50mm：5シート（10ピース）/Sサイズφ35mm：5シート（30ピース） 

 230mm角(3枚パック)

Seal

 270mm×900mm※柄によって長さが異なるものがあります。

+ texture
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独自の感覚で生み出される
色と形、パターンが
日々をワクワクさせてくれる。

イギリスのNicoleとPetra姉妹による
デザインスタジオ、Kapitza（カピッツァ）。
多くのアートを生み出す彼女たちならではの
美しいデザインはなにげない日常を輝かせます。

世界で長年愛され
不変の美しさを伝え続ける
テキスタイルデザイン。

移ろいゆく自然の中にある
美しい色、カタチをモチーフにした
独特の世界は感性を刺激し、
時代を超えて日々の暮らしに喜びを届けます。

ステーショナリーを中心とし
遊び心あふれるデザイン。
パリで人気のプロダクトブランド。

色使いや独特のパターン、
楽しい仕掛けが込められたデザイン、
使う人の心に寄り添う
独自の世界観で見るものを惹きつけます。

愛情を込めて作られた
水彩の抽象画と
美しい手書きの花柄。

フィオナ・ダグラスによる
自らが描いた水彩画のフローラル・デザインは、
大胆かつ繊細、色鮮やかで暖かく
リビングを心豊かに彩ります。

DESIGNER'S WORLD
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mt CASA
M A G A Z I N E

おうち時間を楽しむインテリアdecoアイデア

店舗のディスプレイや雑誌、書籍のスタイリングなどで幅広
く活躍する一方、ふだんの暮らしに取り入れられる、デコ
レーションアイデアや手作りの楽しさを発信している。
2019年2月にはNHK Eテレ趣味どきっ！『暮らしを彩るデ
コスタイル』にてマスキングテープ編の講師も務める。同年
7月に山形県鶴岡市に移住。カフェ&セレクトショップ
manomaをオープン。著書に『繕う暮らし』、『繕う愉しみ』
（主婦と生活社）などがある。
HP www.room504.jp
instagram @min_msmi

ディスプレイデザイナー
暮らしの装飾家

ミスミノリコ

監修：「LIVING」「HOME PARTY」「CHRISTMAS」

はカモ井加工紙株式会社の登録商標です。

カモ井加工紙株式会社 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236

TEL:086-465-5800  FAX:086-465-5860 E-mail：contact@masking-tape.jp

www.masking-tape.jp
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