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壁紙見本帳  ルノン「不燃認定壁紙 Vol.8  2013-2016」
2013 年 9月 27 日発売

弊社では来る 2013 年 9月 27 日に、壁紙見本帳「不燃認定壁紙 Vol.8 2013-2016」を

発売いたします。

■概要
点数： 288 点（新柄 126 点）

品番 ：RU-5401 ～ RU-5688

全点シックハウス対策品　F☆☆☆☆

商品構成

上段：  空気を洗う壁紙クラフトライン 21 柄 146 点（新柄 61 点）

下段 ： 空気を洗う壁紙ペイントタッチ 6 柄 18 点

 空気を洗う壁紙 14 柄 42 点（新柄 23 点）

 抗菌・汚れ防止スーパーハード 9 柄 72 点（新柄 35 点）

 抗菌・汚れ防止 発泡表面強化 4 柄 10 点（新柄 7点）

合計：  空気を洗う壁紙 41 柄 206 点（新柄 84 点）

　　　抗菌・汚れ防止 13 柄 82 点（新柄 42 点）

形 態 ：上下ニ段　現物綴じ見本帳

前回よりコンパクトな点数及びサイズによる軽量化、持ち運び、検索性の向上を図りました。

また多配色の構成に配慮、検索がしやすい「抜き」による配色インデックスを施しました。

■特徴
多くの実績を誇る本物の機能性と、プロが認める充実の無地テクスチャー＆カラーラインアップの不燃認定壁紙シリーズです。高意匠性
の無地テクスチャーと、一柄ごとの圧倒的なカラーバリエーション。空気を洗う壁紙（消臭）と抗菌・汚れ防止の、全点機能性不燃壁紙集
です。

次ページへつづく 

①「空気を洗う壁紙 ®クラフトライン」

全国の設計事務所様で発売以来ご好評を頂いているの「空気を洗う壁紙 ®クラフトライン」の新柄新色 61 点掲載。 

3 年ぶりに大幅リニューアル。14 柄 120 点 から 21 柄 146 点にボリュームアップいたしました。

自然のモチーフや情景を具現化した 1000クラスビニル最高級の素材感と色表現。2010 年の第一弾から、より繊細かつ

味わいのあるエンボステクスチャーの新柄。空間の高いホスピタリティを実現する新しいアクセントカラーのラインアッ

プです。

＜開発コンセプト＞
「自然との共生による美と豊かさの追求（自然美の追求）」

自然物のマテリアルやモチーフ、情景イメージなどを、よりインテリア製品らしく意匠表現することで、空間をより美し

くあしらい、そして心豊かな時間を創出する、またその一助となる製品の開発。

1000 円ビニル壁紙の最高級品を目指した、深みのあるテクスチャーとカラーラインアップです。

＜配色計画＞
クラフトラインのベーシックカラーとのマッチングもよい彩度高めのアクセントカラーの開発。

渋さ、深みを感じさせるラグジュアリー設定の、オレンジ、赤、紫、緑、青、黄。

より強い黒い壁面を実現する黒。継続品の白より、もう一段、明るい白のラインアップを設定しました。

＜新柄特徴＞
自然素材に人が手を加えることによって偶然生まれる美しさをエンボスの開発ポイントにしました。

珠絹（たまきぬ） RU-5401 ～ RU-5410 シャンタン織物調。シルクの玉糸の高級感を表現。

瑞音（みずおと） RU-5411 ～ RU-5418  樹皮の質感。木＝耳を澄ますと木の導管から水の音が聞こえる。

彩織（いろおり） RU-5419 ～ RU-5426  天然素材の手織物感。彩りのある配色。

影錘（かげつむぎ） RU-5427 ～ RU-5438  縦糸、横糸、異なる素材の織物の奥行き感。交織。

響紋（きょうもん） RU-5439 ～ RU-5441  硬質な素材の波紋表現。響く音 音の波紋。

風音（かぜおと） RU-5442 ～ RU-5455  人気柄の追色。充実したアクセントカラー。

白妙（しろたえ） RU-5456 ～ RU-5463  楮の皮で織った織物。木肌の質感。

綴雨（つづれあめ） RU-5464 ～ RU-5468  織物にも樹皮にも見える質感。縦横異なる二層の深みを強調。

「空気を洗う壁紙 ®クラフトライン」

2010 年 不燃認定壁紙 7 11 柄 93 点

2011 年 ルノンホーム 11 柄 93 点 （2011グッドデザイン受賞）

2012 年 ルノンフレッシュ 14 柄 120 点 （撥水・表面強化 3柄 27 点を増点）

2013 年 不燃認定壁紙 8 21 柄 146 点 （新たに 8柄 61 点を新柄、新色採用）

②「幼児の城」コラボレーションカラーの開発

株式会社日比野設計監修「幼児の城」コラボレーションカラーを35 色を開発。幼保園をターゲットにした彩り鮮やかなスーパーハード

抗菌汚れ防止壁紙のカラーシリーズです。塗装仕上げ風の単色カラーバリエーション。ベーシックカラー 20 色との共通柄、計 55 色。1

柄の配色数は業界NO.1 のラインアップです。身近にある物や自然等をテーマに、それぞれに名前を付け、イメージしやすいよう構成

されています。

③エバールフィルムラミネートの抗菌・汚れ防止・表面強化仕様。

抗菌・汚れ防止壁紙　発泡タイプの表面強化仕様の開発。改修工事の不陸隠蔽において、より利便性のあるボリュームタイプです。業界基準の表面強化試験に合格。
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