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美しく、しかも
メンテナンス要らず



Easi-Wall、それは最も美しい壁掛け用の造花 

世界的な園芸の祭典「チェルシーフラワーショー」で
金賞を受賞した専門家によって手作りされるEasi-Wall

自然に造られた見事なガーデニングアートがあなたの家
をより華やかで特徴のあるデザインに仕上げます

高価な壁紙や生花に代わる、プレミアムで贅沢、かつリアルなEasi-
Wallは、パネルを組み合わせることでどんなサイズの壁にも設置で
きます。

メンテナンスフリーで年間を通して青 と々咲くため、余計な手間やコ
ストはかかりません。屋内や日陰など、本来であれば花が咲きづらい
場所でも、きれい花で彩ることができます。

専門家によって手作りされたEasi-Wallは最高品質の造花を大きな
工事を行わずに取り付けできる為、土日のお休みに簡単に自宅で
DIYできます。

高い壁の庭、バルコニー、オフィスはもちろん、キッチンなどあらゆる
場所やサイズに適応します。

Easi-WallはRHS（英国最古・世界最高峰のフラワー・ショー）で金賞
を受賞したEasigrassによって立ち上げられた革新的なガーデニング
アートの１つです。

Easigrassは30年以上にわたり、造花と人工芝の研究開発をリード
し、RHSチェルシーフラワーショーで金賞を獲得した唯一のブランド
です。



生花とは違い、Easi-Wallは高価な潅漑（水を供給する）
システムを必要としません。Easi-Wallは生花や天然芝
を植え付ける為の費用も、メンテナンスにかかる費用や
手間いらずで、1年中緑豊かな庭の景観をを維持します。

軽量で通気性があるため、Easi-Wallはあらゆる壁面（コ
ンクリート・煉瓦・木造）に取付けられます。紫外線対策も
してあり、屋内外の両方でお使いいただけます。

頑丈なフレームで壁に固定され、耐久性のあり、継ぎ目
の見えないシームレスな仕上げにすることができます。

優れた品質 
長持ち/超リアル 

ホテル・レストラン・中庭・バルコ
ニー、ルーフテラス・オフィスを

含むあらゆる空間のための植栽

オーダーメイド 
デザインサービス 

デザイナーやランドスケープ
の専門家で構成されるチーム

は、ご自宅やビジネスに最適な
デザインや設置方法をご提案

します。

気軽に
スマートにフィット

80x 80cmパネルは、特別に設
計された耐久性に優れたシン
プルな固定システムを使用して
簡単に配置でき、あらゆるサイ
ズの壁にシームレスにフィット

します。

3000時間以上の
紫外線テスト

years

3年間保証

あらゆる天候に
対応

メンテナンスフリー

生花と違い大量の水を必要とせず、枯れ
るたびに廃棄しなくて済む。そんなSDGｓ
に準拠した壁専用のガーデニングアート



天然の植物が生み出す雰囲気や室
内緑化を面倒なメンテナンスなしで
実現する事が可能

Easi-wallパネルコレクションは、4つの異なるスタイル
で構成されており、厳選された色彩と葉の密度の見事な
アレンジメントが美しく、すぐに取り付けできます。

ご自宅から商用利用まで、Easi-wallは常設および仮設
のすべての設置に卓越したサービス、品質、価値を提供
します。当社の専門スタッフが行う設置工事はすべてオ
ーダーメイドで、全体的なレイアウトが空間と自然に調
和し、部屋の雰囲気を一変させます。

Easi-wallはお客様のご要望に応じた植物の配置や、正
確なサイジングと自然な見た目のパターン形成のため
の事前設計など、幅広いサービスをご用意しています。

ルビー 　鮮やかな赤の花の色調
と緑の植栽を組み合わせて、温か
みのある自然な外観の縦型庭園
を作成します。

エメラルド フラワーコレクション
の中で、繊細でありながらも人目
を引くエメラルド色を使用したグ
リーンのウォールデザインを強化

オパール 繊細な白い花とみずみ
ずしいグリーンの葉を使ったクラ
シカルなデザインで、ニュートラ
ルでフレッシュな印象を与えま
す。

ジェイド 繊細なグリーンの色調が見
事に調和した、商業施設に最適な縦
型庭園の設置に最適なセレクショ
ン。

Ruby  
ルビー

Emerald  
エメラルド

Jade  
ジェイド

Opal  
オパール

•

•

•

•

技術仕様 サイズ  800×800MM
カバーの重量 7KG
品質保証 3年



生活空間を
変える



生活空間を
変える



ステップ1:
パネルを取り付ける壁の高さと幅を測定します。

ステップ2.
パネルを取り付けたいエリアを全てカバーする
ために必要なEasi-Wallのパネル数を計算しま
す。壁をEasi-Wallで完全に覆うために、全体的
な面積を考慮し、必要なパネルを計算する必要
があります。

測定方法

重複部分はカットできます
 
植物の重なりが発生した場合は、パ
ネルをカットすることができます。グリ
ッドをカットするための詳細なガイド
は、9ページのセルフインストレーショ
ンに概説されています。

例
80X80cmパネルを3枚の場合
各パネル=0.64m2
緑の壁面積=1.92m2



パネルデザインとパターンプロファイル

パネルの継ぎ目が見えない植物のようなフィット感を
確保するために、植栽に葉がはみ出るように設計され
ています。パネル間の葉の密度が不均一にならないよ
うに、また、各角度からパネルが見えないようにするた
めに、下から見た場合よりも真上から見た場合の方が
葉のはみ出し部分が多くなっています。側面の重なり
は、植物間のより自然な交じり合いを表現するために
均等に配置されます。各Easi-Wallのパネルはそれぞ
れ箱に入れられて来ます。4 つのイージーフィックスの
セットは各パネルと一緒に供給されます。

イージーフィックス（固定具）

パネルを確実に取り付けるためには、最低4個のイー
ジーフィックスが必要です。イージーフィックスは、固定
工具を使用して簡単に壁に取り付けられるように設計
されており、ご購入いただいた各パネルにセットで付
属しています。これにより、パネルと壁の間に間隔を空
けて効率的に空気の流れを確保し、確実に取り付ける
ことができます。パネルは4つのコーナーコネクターに
きちんと差し込まれ、一般的なメンテナンス、修理、清
掃のためのパネルの簡単な取り外しと再取り付けを
可能にします。  

上からの見え方

横からの見え方

壁面から突き出る長さ＝２０ｃｍ

パネル＆葉のはみ出る部分＝90cm

パ
ネ

ル
＆

葉
の

は
み

出
る

部
分

＝
87.5cm

80 X 80cm Grid



1: レンガやコンクリートブロックの壁、パネルグリッ
ド、 イージーフィックスの壁面プラグの表面の壁。

2:無垢材フレーム、パネルグリッド、ワッシャー、ネジ、材木の根太 壁（独立材
木フレームを除く）

固定具の種類

パネルグリッド

パネルグリッド

壁
レンガ壁
ブロック壁
木の壁

横棒の下に取り付けるステンレス
ネジ

アルミ角部（50mm、35×35mm等のフレー
ムを後ろの壁に取り付けます。

(フレームがフリータンディングでない場
合)

ステンレス製ペニーワッシャーA2 
M8（または同等品

壁
レンガ壁
ブロック壁
木の壁

壁面プラグで固定されたイージーフィックス



3:金属（アルミ）フレーム、パネルグリッド、イージー固定
壁（単体フレームを除く）

4:石膏ボード、MDF、合板のパネルの格子の壁のイージーフィックス、
合板用材木ネジ付き 、または石膏ボード用プラグ付きMDFイージーフィックス

パネルグリッド

パネルグリッド

壁
レンガ壁
ブロック壁
木の壁

アルミニウム角型断面（50×50mm、35×35mmなど後ろの壁に取り
付けるフレーム（フレームが自立していない場合

セルフタッピングネジで固
定された壁

壁
レンガ壁
ブロック壁
木の壁

合板/石膏ボード/外板合板/
MDF（またはそれに準ずるもの)

壁面プラグで固定されたイージーウォールを固定

設置工具チェックリスト

・ドリル（6mm）・安全眼鏡・安全
手袋とヘッドウェア・ねじ ・生プラ
グ・スピリットレベル・鉛筆または
マーカー・安全なはしご、または可
動式タワー



ステップ1.
すべてのパネルと固定具のセットがあることを確
認します。 

ステップ2.
パネルの葉は、壁の設置の前に、または後に調整
することができます。
 
ステップ3.
自然な植栽の成長をより正確に表現するために、
植物を異なる方向にむくように、指で慎重に植物
を調整します。
力を入れすぎないように注意してください。最初に
大きな植物から始めて、小さな植物は最後に調整
するようにしてください。この作業をパネルごとに
繰り返します。
 
ステップ4.
植栽をグリッド（基盤）にしっかりと取り付けてい
ても、小さな植物は向きの調整中に緩んでしまうこ
とがあります。これは、ボリュームのあるすべての
植栽と同様で、事前に発生が予想されることであ
り、全体的な外観に影響を与えるものではありま
せん。

ドリルの穴をマークアウトします（反対側の手順に従ってく
ださい）。

最初のドリル穴をマークアウトした左上で開始し、その後、2
番目のドリル穴を作るために、最初のドリル穴と二番目のド
リル穴に渡って測定します。

ドリル穴が水平であることを確認して、3番目のドリル穴を
作るために2番目のドリル穴から測定します。

パネルの準備



ステップ1.
左上から始めて、最初のパネルエリアを計測してマークします。

ステップ2.
上から100mm(10cm)の距離を測って、最初の穴あけ用の目印にします。

ステップ3.
1枚目の穴あけ目印から2枚目の穴あけ目印まで、水平方向に60cmを測ります。

ステップ4.
2つ目のドリル穴マーカーから3つ目のドリル穴マーカーを識別するために、2つ目のドリル穴マーカーから垂直
方向に600mm（60cm）を測ります。

ステップ5.
最後の第4のドリル穴マーカーは、第1のドリル穴マーカーと第3のドリル穴マーカーの間に600mmの距離を置
いてください。

1.5cm の幅を描くパネル間で
設ける

レイアウトプラン(各ポイントの固定取付図と併用)

接合部の端に葉がたまりにくくするために、各パネル間に約15mm (1.5cm) の隙間を空けることをお勧めします。
この隙間は、20mm (2cm) を超えないようにしてください。

イージーフィックスは、最も安定した耐久性を持つ固定具で、各グリッドのクロスジョイントでEasi-Wallを固定す
るために設置されています。

3つのパネルバリエーションをミックスすることで、上下左右全部が同じデザインというような繰り返しを避けるこ
とができます。

パネル パネル パネル パネル

パネル パネル パネルパネル



インストール

60
cm

60cm

80
cm

60
cm

60cm

20cm

ドリル穴

ボックス
プレート

ステップ1:壁に取り付けるための準備をします

6mmドリルとボックステンプレートを使用して、
イージーフィックスウォールプラグを配置するた
めの4つの穴をドリルで開けます。

各標準パネルの各穴の間の距離は
600mm（60cm）にする必要があります。

注：これはグリッドパネルのサイズを変更する場
合に異なります。

ステップ2：イージーフィックスの取り付け

壁のプラグとネジの両方を使用して、4つのイー
ジーフィックスのそれぞれを壁に取り付けます。



ステップ3：Easi-wallの取り付け

Easi-wallを4つのイージーフィックス（理想的に
はクロスジョイントの上に配置）に取り付けます。

注：イージーフィックスの位置は、それぞれの取り
付けに合わせて調整することができます。

ステップ4：最終仕上げ

固定具を閉じてパネルを固定するイージーナッ
ト固定具でパネルを固定します。慎重にカバー
するために、葉を動かすことによって固定器具を
隠します。



様々な壁面への施工方法

木造フレーム

フェンスのようなに構造物が強くない場合や、パネルを固
定するのに十分でない場合には、しっかりとした木材フレ
ームを構築して、Easi-wallを確実に設置することができ
ます。

また、防水膜の壁に直接設置することを避けるために、テ
ィンバーフレームを使用することもできます。

防水膜の壁

防水膜の壁面に直接パネルを設置したい場合は、Easi-
wallの専門家による現地訪問と調査をお勧めします。防
水膜を保護するために、専門のプラグや接着剤が必要に
なる場合があります。施工保証を有効にするためにも、プ
ラグは業者が取り付けることをお勧めします。

メタルフレーム構造

Easi-Wallは材木組み立てへの代わりとして特注の金属
フレームも使用できます。

手すり・金属製ケージフレーム

頑丈で耐候性のある専用の結束バンドを使用して、Easi-
wallを手すりやケージに固定することができます。ご要望
に応じて、Easi-Wallの専門家がアドバイスをし、設置前は
に現場調査を実施することもできます。





Easi-wallのグリッドは、適切な機器を使用して、お好
みのサイズに切断することができます。正確なエッジ
にするにはボルトカッターの使用をお勧めします

カッティングディスクのような他の器具は、グリッドや
葉に損傷を与える可能性があり、お勧めできません。
また作業中は保護眼鏡や手袋を使用してください。

切断する箇所を測定してマークします。切り口が閉じた
バーの上にあることを確認して、植物が外れてしまうの
を防いでください。滑らかな表面にするため切断面に
やすりをかけてください 。カット部分には金属塗装仕
上げを使用します。結束バンド等を使用して、基盤との
隙間に緩んだ葉や予備の葉を定着させます。

基盤（グリッド）のカット

PanelPanel

20cm 30cm30cm

Cut out

80cm

80cm 80cm 80cm

80cm

80cm

80cm

カットライン カットライン

80cm

撤去するパネルの断面
を切り取る

撤去するパネルの断面
を切り取る

クローズドバー クローズドバー

Panel

30cm

Panel

30cm 20cm

Cut out

PanelPanel Cut out

1パネルを2つの部品で構成 1パネルを3つの部品で構成 1パネルを4つの部品で構成
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アフターケア

ロゴやサイン 

ロゴおよびサインはあらゆるEasi-Wallの設計に容易に組
み込むことができます。

弊社はサインパネルと、それをどのように固定するのがよい
かについてアドバイスを提供します。

電気部品などを用いたサインを設置する場合は、資格を持
った専門家によって設計、取付け、設置などをまとめて行い
ます。

一時的な装飾にも 

Easi-Wall の簡易版にあたるEasi Mobile Wallsは、展示
会、企業イベント、結婚式、パーティー、ベビーシャワーなど
の一時的な設置に最適です。

屋内に設置した場合 

マイクロファイバーブラシを使用した定期的なクリーニング
で埃や汚れから守ります。掃除には軽く水をスプレーするこ
ともできますが、拭かずに自然乾燥させておくことをお勧め
します。

屋外に設置した場合

埃や汚れの蓄積を最小限に抑えるために、定期的な水洗
いをお勧めします。場所によっては（交通の多い地域など）
他の場所よりも頻繁に清掃が必要な場合があります。 

Easi-Wall に化学薬品や洗剤を使
用しないで下さい

Easi-Wall を扱うときやクリーニングする
ときに過剰な力を使用しないで下さい、葉
の損傷を引き起こすかもしれません

噴射・加圧洗浄はしないでください。

•

•

•

メンテナンスサービス 
 

Easi-Wallの取り付けや
クリーニングなど

熟練した専門家が
アフターケアを提供します。



easi-wall
by

https://easigrass.jp 
 
 
follow us

〒261-8535　千葉県千葉市美浜区豊砂1-5  
イオンモール幕張新都心ファミリーモール３F 
 
お問い合わせ：043-310-3137 
またはinfo@easigrassjp.comまで


