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新しい「ルノンホーム」をお届けします。

新しいデザイン、新しいカラー、新しい機能性。

すべての暮らしと、生活のためにラインアップした

最新のコレクションです。

空気を洗う壁紙®　

2005年の誕生から進化を続けています。

日本の住宅シーンのニーズにきめ細やかに対応する、

信頼の品質とバリエーション。

付加機能を有す、ハイブリッドタイプなど。

15年目のラインアップ。

インテリアライフを楽しむ、より快適な住空間環境を創造します。
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「ルノン ホーム」に掲載の壁紙は、F☆☆☆☆シックハウス対策仕様の商品であり、SV規格適合品、JIS A 6921：2014 規格適合品です。安心してお使いいただけます。
掲載されている壁紙の上代価格は全て¥1,000/m（ミリクローレル インクジェット壁紙を除く・税抜き価格）です。
1m以上10cm単位で切売販売致します。（ミリクローレル インクジェット壁紙、トリムを除く）
壁紙の㎡価格は付属の「ルノン ホーム 価格表 」をご参照ください。
掲載されているインテリア写真は、印刷のため現物とは若干色差が生じます。 あらかじめご了承ください。
価格、仕様は見本帳発行時のものです。原材料や経済情勢の変動、品質改善によりやむを得ず価格、仕様を変更させていただく場合があります。
当見本帳に掲載されている商品および画像、ロゴなどを許可なく複製、転載することを固くお断り致します。

不燃認定商品掲載ページは、ページ左右のピックに［ 不燃 ］および、ページ小口側下部に赤マーク  　  　　 を入れています。不燃掲載

空気を洗う壁紙®

抗菌・汚れ防止壁紙　

機能性壁紙

空気を洗う壁紙®　不燃

「空気を洗う壁紙®」 「撥水性」を有します。 ボリュームがあり貼り上がりがキレイな「リフォーム向け」商品を表します。

抗菌・汚れ防止壁紙　不燃

デザインウォール

各ページの商品情報にあるマークは次の意味を表します。

グッドデザイン賞受賞カテゴリー
「空気を洗う壁紙® クラフトライン」

キッズデザイン賞受賞カテゴリー
抗菌・汚れ防止 スーパーハード
「幼児の城」



Introduction.

空気を洗う壁紙®

2005 年 12 月「空気を洗う壁紙 ®TF-V（トリプルフレッシュ ® ビニール）」

という名称のもと、88 点のラインアップで新発売をした「空気を洗う壁紙 ®」

室内のきれいな空気感を体感できる消臭壁紙として、たくさんのお客様

にご愛用をいただき、おかげさまで今年 15 年目を迎え、当社においてス

タンダード品質となりました。

発売から一貫して、生産ロットすべての消臭試験を行い、自社基準以上で

あることを確認してから出荷を行い続けています。

「空気を洗う壁紙 ®」の高い消臭機能を担う根幹となる消臭剤が、住江織

物㈱が開発した「トリプルフレッシュ®」です。

「トリプルフレッシュ®」との出会いが、ルノンがインテリア商材の販売

会社として、人々の暮らしのお役に立てる企業でいられる源といえます。

「トリプルフレッシュ®」は、1997 年に住江織物㈱テクニカルセンターの

手によって開発されました。

当時は「シックハウス症候群」という言葉が認知されたころで、室内空

気質のケアが注目され始めた時期でありました。

住江織物㈱テクニカルセンターは、自社ブランドのインテリア商材に消

臭加工を施すことで、健康で快適な室内空気質づくりに貢献すべく、「ト

リプルフレッシュ®」を開発し、カーペット、カーテン、自動車の内装材、

空気清浄機のフィルターなど、たくさんの身近な製品に使用されるよう

になりました。

「トリプルフレッシュ®」は、このように、もともと繊維製品への加工を

目的に開発された消臭剤でした。ビニール壁紙への加工は難を極めまし

たが、国内の生産販売量の大半をとなる、ビニール壁紙に加工をするこ

とでよりたくさんの空間に、快適な機能をお届けしたいという、テクニ

カルセンターと、製造を担う国内の壁紙メーカーの技術と熱意が、その

加工を実現させ、安定生産をかなえました。

ルノンはこれからもこの「空気を洗う壁紙 ®」そして「トリプルフレッシュ®」の

優れた消臭機能を、お客様の住まいの空間にお届けし続けたいと思います。
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空気を洗う壁紙 Ⓡ 2020-2023 ラインアップ

発売以来、様々な用途に適したデザインと消臭＋プラスワン機能を追加しています。

空気を洗う壁紙 Ⓡ　準不燃

ストレッチ 　  2020New

原料の特殊配合により、ストレッチ性（伸縮性）を備えた壁紙です。

下地の動きやゆがみによる壁紙の割れを抑制します。

軽量でボリュームがあり、リフォームにもおすすめです。

空気を洗う壁紙 Ⓡ　準不燃

撥水コート

表面を撥水コーティングすることにより、未加工品よりも汚れが拭き取りやすい

壁紙です。

空気を洗う壁紙 Ⓡ　準不燃

通気性
調湿構造で、下地まで空気と湿気を通し、結露の発生を抑えます。
調湿ボードなどの機能下地材の効果発揮にも有用です。

空気を洗う壁紙 Ⓡ　不燃

クラフト ライン
デザイン、カラー、機能性。現代のコントラクトシーンを満足させる三位一体のプロダクツ

シリーズ。繊細に、緻密に、そして優美に、日本の工芸の表現技法、風景のイメージ、

四季を表わす美しいカラーで構成された、一般住宅でも人気の高いシリーズです。

空気を洗う壁紙 Ⓡ　不燃

ペイントタッチ
塗装仕上げを厳密に再現した天井用壁紙。ローラー柄とスプレー柄の風合いを壁紙

で表現。ニュートラル、クール、ウォームのスリーカラー展開。

空気を洗う壁紙 Ⓡ　不燃

撥水・表面強化
表面を撥水コーティングすることにより、未加工品よりも汚れが拭き取りやすい壁紙です。

強化タイプの樹脂層によりキズにも強いです。RUNON WALL COVERING COLLECTION  2020-2023 ■

2020-2023 Line up

優れた消臭機能を　すべての空間へ　すべての人々へ

空気を洗う壁紙 Ⓡ
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下のグラフから、未加工壁紙が一定期間を過ぎると吸着しなくなり、飽和状態になるのに対し、「空気を洗う壁紙Ⓡ」は７日間
の放置の後、消臭性能の回復が確認されました。グラフ数値は保証値ではありません。室内環境により差があります。

「空気を洗う壁紙Ⓡ」の消臭試験を繰り返し行い、消臭性能の回復と持続性の確認を行う試験です。

「空気を洗う壁紙Ⓡ」を特定サイズにカットし、500ml 試験
容器内に入れ、各種所定濃度の悪臭原因物質を投入。 所定時
間放置後、消臭性を確認。 消臭率で表しました。

※ニコチン 消臭性能試験…ニコチンガスは常温での気体濃度安定性に欠ける
ため「空気を洗う壁紙Ⓡ」消臭性能試験とは試験方法が異なります。ニコチン
のみ「トリプルフレッシュⓇ」による消臭性能試験データを掲載しています。

※上記グラフの数値は実測値です。保証値ではありません。

●消臭性能試験 試験方法

試験データが消臭性能を実証。高い消臭性能データが得られています。
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「空気を洗う壁紙®」

アセトアルデヒドを使用した性能回復確認試験
7日間放置

1日目

未加工壁紙

2日目 3日目 4日目 5日目 13日目

消
臭
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ここに注目！
性能が回復してます！

トリプルフレッシュ®が消臭する 8 つの物質と消臭性能試験

「空気を洗う壁紙Ⓡ」は、8 つの悪臭原因物質に対し高い消臭効果を有しています。

トリプルフレッシュ®とサイクル消臭のメカニズム

使用消臭剤の安全性は「SEK基準（社団法人繊維評価技術協議会）」に準じて、各種毒性をテスト。
下図のように「SEK基準」をクリア。安全性が確認されています。

項　　目

経口毒性（LD50）

変異原性（Ames試験）

皮膚刺激性試験

使用薬剤のデータ SEK基準（参考）

陰　性

準陰性以下準陰性

陰　性

2000mg／kg以上 1000mg／kg以上

［吸着］→［分解］→［再生］の「サイクル消臭」が可能な「トリプルフレッシュ®」を使用しています。
高い品質と実績を誇る、独自の消臭剤です。

（イメージ図）

8つの悪臭原因物質を触媒作用で
水や二酸化炭素に分解します。

アルデヒド系物質を
速効吸着・分解します。

［TF金属塩］ ［TF窒素化合物］

アセトアルデヒド

硫化水素

ホルムアルデヒド

酢酸

アンモニア

トルメチルアミン

メチルメルカプタン

触媒により、光も電気も使わずに、空気さえあれば半永久的に［吸着］→［分解］→［消臭］をし続ける、
「トリプルフレッシュ®」による独自の消臭サイクルメカニズムです。 

悪
臭
原
因
物
質

水

二酸化炭素

空気の流れで悪臭原因
物質が表面層の「トリプ
ルフレッシュ®」に触れ、
吸着します。

表面層に「トリプルフレッシュ®」が
加工（固着）されています。

1

2

分解された水と
二酸化炭素を
放出します。

4

放出後「トリプルフレッシュ®」は元の
状態に戻ります。
（触媒は元の物質を変化させません）

5

安全な物質に分解 ！

吸着した悪臭原因物質は、触媒
作用により、水と二酸化炭素に
分解されます。

3

①アセトアルデヒド  ②硫化水素  ③ホルムアルデヒド  ④酢酸  ⑤アンモニア  ⑥トリメチルアミン  
⑦メチルメルカプタン  ⑧ニコチン

タバコ臭

キッチン（生ゴミ）、トイレ（し尿臭）、ペット（体臭）

シックハウス対策の規制対象物質

タバコ臭

トイレ（し尿臭）、ペット（尿）

キッチン（生ゴミ）、ペット（体臭）

キッチン（生ゴミ）、トイレ（し尿臭）、ペット（体臭）

刺激的な青臭い臭い

腐った卵のような臭い

ツンとくるすっぱい臭い

酸味のある臭い

し尿のような臭い

腐った魚のような臭い

腐った玉ねぎのような臭い

■「空気を洗う壁紙®」の消臭メカニズム

■「トリプルフレッシュ®」の安全性

■性能回復確認試験

■消臭性能試験

空気を洗う壁紙 Ⓡ　機能解説
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下のグラフから、未加工壁紙が一定期間を過ぎると吸着しなくなり、飽和状態になるのに対し、「空気を洗う壁紙Ⓡ」は７日間
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「空気を洗う壁紙Ⓡ」を特定サイズにカットし、500ml 試験
容器内に入れ、各種所定濃度の悪臭原因物質を投入。 所定時
間放置後、消臭性を確認。 消臭率で表しました。

※ニコチン 消臭性能試験…ニコチンガスは常温での気体濃度安定性に欠ける
ため「空気を洗う壁紙Ⓡ」消臭性能試験とは試験方法が異なります。ニコチン
のみ「トリプルフレッシュⓇ」による消臭性能試験データを掲載しています。

※上記グラフの数値は実測値です。保証値ではありません。

●消臭性能試験 試験方法

試験データが消臭性能を実証。高い消臭性能データが得られています。
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「空気を洗う壁紙®」

アセトアルデヒドを使用した性能回復確認試験
7日間放置

1日目

未加工壁紙

2日目 3日目 4日目 5日目 13日目
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ここに注目！
性能が回復してます！

トリプルフレッシュ®が消臭する 8 つの物質と消臭性能試験

「空気を洗う壁紙Ⓡ」は、8 つの悪臭原因物質に対し高い消臭効果を有しています。

トリプルフレッシュ®とサイクル消臭のメカニズム

使用消臭剤の安全性は「SEK基準（社団法人繊維評価技術協議会）」に準じて、各種毒性をテスト。
下図のように「SEK基準」をクリア。安全性が確認されています。
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皮膚刺激性試験

使用薬剤のデータ SEK基準（参考）

陰　性

準陰性以下準陰性

陰　性

2000mg／kg以上 1000mg／kg以上

［吸着］→［分解］→［再生］の「サイクル消臭」が可能な「トリプルフレッシュ®」を使用しています。
高い品質と実績を誇る、独自の消臭剤です。

（イメージ図）

8つの悪臭原因物質を触媒作用で
水や二酸化炭素に分解します。

アルデヒド系物質を
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「トリプルフレッシュ®」による独自の消臭サイクルメカニズムです。 

悪
臭
原
因
物
質

水

二酸化炭素

空気の流れで悪臭原因
物質が表面層の「トリプ
ルフレッシュ®」に触れ、
吸着します。

表面層に「トリプルフレッシュ®」が
加工（固着）されています。

1

2

分解された水と
二酸化炭素を
放出します。

4

放出後「トリプルフレッシュ®」は元の
状態に戻ります。
（触媒は元の物質を変化させません）

5

安全な物質に分解 ！

吸着した悪臭原因物質は、触媒
作用により、水と二酸化炭素に
分解されます。

3

①アセトアルデヒド  ②硫化水素  ③ホルムアルデヒド  ④酢酸  ⑤アンモニア  ⑥トリメチルアミン  
⑦メチルメルカプタン  ⑧ニコチン

タバコ臭

キッチン（生ゴミ）、トイレ（し尿臭）、ペット（体臭）

シックハウス対策の規制対象物質

タバコ臭

トイレ（し尿臭）、ペット（尿）

キッチン（生ゴミ）、ペット（体臭）

キッチン（生ゴミ）、トイレ（し尿臭）、ペット（体臭）

刺激的な青臭い臭い

腐った卵のような臭い

ツンとくるすっぱい臭い

酸味のある臭い

し尿のような臭い

腐った魚のような臭い

腐った玉ねぎのような臭い

■「空気を洗う壁紙®」の消臭メカニズム

■「トリプルフレッシュ®」の安全性

■性能回復確認試験

■消臭性能試験

かつてお客さまから「焼き肉の臭いが消えた」とご感想をいただい
ていました。調理時にはさまざまなにおいが発生しますが、それら
にも効果があるか「におい識別装置」を使って実験してみました。

通常そのにおいの「質」の判定は、人の鼻を使って行われます。し
かし、嗅覚は刺激に順応してしまい、継続的な変化の計測は苦手で
す。だから、誰もが共通認識できる客観的な評価基準が必要となり
ます。

「におい識別装置FF-2A（島津
製作所）」は、サンプルのにお
いを絶対的な数値で、しかも
「人間の官能に合わせた尺度」
で、においの質と量を数値化
し、臭気指数で表すことがで
きます。

（臭気指数＝環境省が悪臭防
止法で採用している、「におい
の強さ」の表現方法）

焼肉のにおい
たれつき肉を焼いて採集

例）焼肉臭

（158倍の空気で薄めると
ゼロになる臭いの量）

（40倍の空気で薄めると
ゼロになる臭いの量）

※数値は実測値です。お部屋でのにおいが完全になくなることを保証するもの
ではありません。消臭能力の目安としてご参考にしてください。

● 試験方法
具体的な食材の料理臭を採集し、「トリプルフレッシュⓇ」加工布、未加工布
をそれぞれ入れた容器内に注入。特定時間経過後の、容器内の料理臭の質
と量を分析し比較しました。 

● 試験結果
調理時に感じる、食材から発生するにおいで実験。においの低下が見られ
ました。

● 評価
数値は、容器内を何倍の空気で薄めれば臭気がゼロになるかをあらわして
います。（実測臭気指数から換算）

未加工 158においが
強い 加工 40　 においが

弱い

てんぷらのにおい
野菜かき揚げと天かすから採集

焼き魚のにおい
鯵を焼いて採集

カニのにおい
ボイルしたカニの液から採集

79

631

未加工 加工

するめのにおい
市販の焼きするめから採集

キムチのにおい
市販のキムチから採集

50

126

未加工 加工
32

100

未加工 加工

有効使用面積の目安

6 畳の場合、理論上 3 面の施工でも効果を
得られますが、4面に施工することで充分な
効果が得られます。

2
31

4

未加工 加工
40

158

未加工 加工
50

251

未加工 加工

63

158

耐久性とメンテナンスについて

表面拭き取り後性能確認試験
「空気を洗う壁紙®」の表面を（１）水、（２）中性洗剤混入液をそ
れぞれ使用して、100 回拭いた状態での消臭性能を確認した
ところ、拭く前と比較して消臭性能に差がないことを確認しま
した。

「空気を洗う壁紙®」高い耐久性

珪藻土（珪藻土壁紙）などの多孔質構造の壁材（壁紙）と違い、「空気を洗
う壁紙 ®」は一般ビニール壁紙と同様の塩化ビニールが主素材です。軽微
な汚れや水分などが付着した場合は、一般ビニール壁紙と同様に、タオル
などで拭き掃除をすることができます。そして、表面層にコーティングし
た消臭剤が何度拭いても簡単には剥がれ落ちないように、特殊な加工を
施しています。

時間（分） 時間（分）

0

20

40

60

80

100

0　   　60       120       180       240

消
臭
率（
％
）

消
臭
率（
％
）

0

20

40

60

80

100

0　   　60       120       180       240

水拭き前 水拭き後

アセトアルデヒド

消臭性能に
変化無し

安心してお使いいただけるよう生産品の消臭性能試験を行い、自主
基準に合格した商品のみ、ご提供させていただいています。

徹底した品質管理

空気を洗う壁紙Ⓡ」の消臭機能は、3ページで示した臭いの原因8物
質を対象とした機能です。物質の分子構造上、吸着・分解できない
臭いがあります。

「芳香族」といわれる物質群は分子構造が複雑です。カビも、非常に
種類が多く複雑な分子構造のために、「空気を洗う壁紙Ⓡ」では分解
反応はしません。 エアコン使用時に出る特有の臭気についても分解
しにくい物質群と考えられます。

芳香族 カビ臭 エアコン臭気

苦手な臭いもあります。 
吸着・分解できない臭い。

 

「におい識別装置 FF-2A（島津製作所）」

多様化するライフスタイルに合わせて、具体的なニオイの減臭効
果を確認する試験を実施。
一緒にいるとわかりにくいペットの臭い。
「空気を洗う壁紙®」は、ペット臭の消臭にも適しています。

いわゆるペットのにおいは、体内から油脂分やタンパク質が放出さ
れ、それらが分解すると臭いを発生させます。「空気を洗う壁紙Ⓡ」は
お客様からの体験談の中に、「ペット臭にも効果がある」とのお言葉
をいただいています。今回、そのにおい自体を測定し、客観的に数値
化して、「空気を洗う壁紙Ⓡ」で、どのような効果が得られるか、試験
を行いました。

※試験結果は「トリプルフレッシュⓇ」 加工布と未加工布で、においの質量に
差があることを見るものです。体感上の効果は現場環境や、使用者の感覚に
よって差があります。

● 試験方法
原臭：モニター（柴犬・7 才・オス）
2 週間使用敷布（1ｍ角）を 20L サン
プルバックに入れ、においを採取。
一部を別の2Lサンプルバックに移し、
それぞれ「トリプルフレッシュⓇ」加
工布、未加工布を入れて消臭試験を
開始。「においの質」と「においの強
さ」を比較・分析しました。
（15 時間後測定データ）

● 試験結果
グラフから「トリプルフレッシュⓇ」加工布で処理することによって、全て
のにおいが低減できていることが実証されました。

「トリプルフレッシュⓇ」加工布 「トリプルフレッシュⓇ」未加工布

臭
気
濃
度

時間（H）

400

300

200

100
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0　　    5        10         15

臭
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26

25
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19
15

● においの強さ（臭気指数相当値）

25
20
15
10
5
0

腐ったキャベツのような臭い（硫黄系）

油の臭い
（炭化水素系）

ガソリンの臭い
（芳香系）

腐った魚のような
臭い（アミン系）

刺激的な甘酸っぱい
焦げた臭い
（アルデヒド系）

刺激的なシンナーの臭い（エステル系）   

● においの質（臭気寄与）

におい識別測定試験 ペット臭の消臭について

空気を洗う壁紙 Ⓡ
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リフォーム

原料の特殊配合により、ストレッチ性（伸縮性）を備えた壁紙です。

下地の動きやゆがみによる壁紙の割れを抑制します。

軽量でボリュームがあり、リフォームにもおすすめです。

■ サイクル消臭
トリプルフレッシュ® 消臭加工により、お部屋の臭いを半永久に吸着・分解＝消臭。

■ 抗菌性 ［壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠］

抗菌加工により、壁紙の表面に付着した細菌を抑制します。

■ 軽　量 

通常の壁紙より約 20％程度の軽量化。施工・作業をより効率的に。

通常のビニール壁紙との比較で、
約 3 倍のストレッチ性があります。

基材に両面テープで壁紙を貼り付けた試験体を引っ張り
状態変化（破断）が起こる変位数値を測定しました。
実測値であり、割れが起こらないことを保証するもの
ではありません。

ストレッチ性試験

RH-7001 NEW RH-7002 NEW

RH-7003 NEW

RH-7007 NEW

■軽量 /ストレッチ

■軽量 /ストレッチ■軽量 /ストレッチ ■軽量 /ストレッチ

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ 抗菌性

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ 抗菌性

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾93㎝ ↕63.9㎝ ↕ 92.8㎝（エンボスリピート） 

巾92.5㎝ ↕31.5㎝ ↕ 46.2㎝（エンボスリピート） 

サイクル消臭 防カビ 抗菌性

サイクル消臭 防カビ 抗菌性

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめ リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

同柄 RH-7004・7005・7006

同柄 RH-7008・7009・7010

空気を洗う壁紙 Ⓡ　準不燃

ストレッチ

5



RH-7006

RH-7010
リフォーム

 【RH-7006・RH-7009・RH-7010】
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

RH-7004 NEW

RH-7008 NEW

RH-7005 NEW

RH-7009 NEW

RH-7006 NEW

RH-7010 NEW

■軽量 /ストレッチ

■軽量 /ストレッチ

■軽量 /ストレッチ

■軽量 /ストレッチ

■軽量 /ストレッチ

■軽量 /ストレッチ

巾93㎝ ↕63.9㎝ ↕ 92.8㎝（エンボスリピート） 

巾92.5㎝ ↕31.5㎝ ↕ 46.2㎝（エンボスリピート） 

サイクル消臭 防カビ 抗菌性

サイクル消臭 防カビ 抗菌性

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

同柄 RH-7003

同柄 RH-7007

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

空気を洗う壁紙 Ⓡ　ストレッチ
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RH-7013
リフォーム

表面を撥水コーティングすることにより、
未加工品よりも汚れが拭き取りやすい壁紙です。

■ サイクル消臭
トリプルフレッシュ® 消臭加工により、お部屋の臭いを半永久に吸着・分解＝消臭。

■ 撥水性 

一般ビニール壁紙

コーティング層
（消臭・撥水）

印刷層

塩ビ樹脂層

原紙（裏打ち紙）

撥水加工壁紙

撥水層の構造 撥水比較

・汚れが付着した際は、直ちにティッシュペーパーや乾布などに水分を含ませ、
汚れを軽くたたくようにして拭き取ってください。

・長時間にわたって付着し、しみ込んだ汚れは落とすことができませんのでご注意ください。
・壁紙表面を強く擦らないでください。表面が損傷し、機能が低下することがあります。 RH-7011 NEW

RH-7013 NEW

RH-7012 NEW

RH-7014 NEW

RH-7011 〜 RH-7014
巾93㎝
↕53㎝ ↕ 92.8㎝ （エンボス/無地貼り可） 

準不燃　防火種別 2-3　H108
リフォームおすすめ

サイクル消臭 防カビ 表面強化

 エンボスリピートによる柄合わせ商品です。プリントリピートは合いませんので、あらかじめご承知おきください。

空気を洗う壁紙 Ⓡ　準不燃

撥水コート
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RH-7017

RH-7020
リフォーム

RH-7015 〜 RH-7017 RH-7018 〜 RH-7020

RH-7015 NEW RH-7018

RH-7016 NEW RH-7019

RH-7017 NEW RH-7020

巾92㎝ 巾93㎝ ↕55㎝ ↕ 92.8㎝ （エンボスリピート） 
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

　H109
準不燃　防火種別 2-3

　H108
準不燃　防火種別 2-3

サイクル消臭 防カビ 表面強化

空気を洗う壁紙 Ⓡ　撥水コート
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リフォーム

RH-7021

RH-7025

RH-7022

RH-7026

RH-7023

RH-7027

RH-7024

RH-7028

準不燃　防火種別 2-3　H109 

準不燃　防火種別 2-3　H109 

巾92㎝ 

巾92㎝ 

サイクル消臭 防カビ 表面強化

サイクル消臭 防カビ 表面強化

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　撥水コート
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RH-7026 左壁：RH-7032 右壁：RH-7031

リフォーム

RH-7029 RH-7031RH-7030 RH-7032
準不燃　防火種別 2-3　H109 巾92㎝ 

サイクル消臭 防カビ 表面強化 リフォームおすすめ
準不燃　防火種別 2-3　H108 巾93㎝ ↕30.3㎝ ↕ 46.6㎝  

サイクル消臭 防カビ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　撥水コート
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RH-7034

RH-7033

RH-7035 NEW

RH-7034

RH-7036 NEW
準不燃　防火種別 2-3　H108 巾92.5㎝  

↕64.3㎝ ↕ 92.5㎝（エンボスリピート）
サイクル消臭 防カビ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　撥水コート
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リフォーム

RH-7037

RH-7039 NEW RH-7040 NEW

RH-7038

RH-7041 RH-7042

準不燃　防火種別 2-3　H109 

準不燃　防火種別 2-3　H109 

準不燃　防火種別 2-3　H109 巾92㎝  

巾92㎝  

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ 表面強化

サイクル消臭 防カビ

サイクル消臭 防カビ 表面強化

準不燃　防火種別 2-3　H109 巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ 表面強化

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　撥水コート
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RH-7044

RH-7043 NEW RH-7046 NEW

RH-7044 NEW RH-7047 NEW

RH-7045 NEW RH-7048 NEW

RH-7043 〜 RH-7048
巾93㎝
↕53㎝ ↕ 92.8㎝ （エンボス/無地貼り可） 

準不燃　防火種別 2-3　H108

サイクル消臭 防カビ

 エンボスリピートによる柄合わせ商品です。プリントリピートは合いませんので、あらかじめご承知おきください。

空気を洗う壁紙 Ⓡ　準不燃

織物調
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RH-7050
リフォーム

準不燃　防火種別 2-3　H109

RH-7049 NEW

RH-7051 NEW

RH-7050 NEW

RH-7052 NEW

RH-7049 〜 RH-7052
巾92㎝
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

空気を洗う壁紙 Ⓡ 　織物調

14



RH-7056

巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.2㎝ 

RH-7053 NEW

RH-7055 NEW

RH-7054 NEW

RH-7056 NEW

RH-7053 〜 RH-7056
準不燃　防火種別 2-3　H108 

サイクル消臭 防カビ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　織物調
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RH-7060

RH-7057 RH-7060

RH-7058 RH-7061

RH-7059 RH-7062

RH-7057 〜 RH-7059 RH-7060 〜 RH-7062
巾93㎝ 
サイクル消臭 防カビ

　H108
準不燃　防火種別 2-3

巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.3㎝ 
サイクル消臭 防カビ

　H108
準不燃　防火種別 2-3

空気を洗う壁紙 Ⓡ 　織物調
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RH-7064

RH-7063

RH-7064

RH-7065

RH-7066

RH-7063・RH-7064 RH-7065・RH-7066
巾92.5㎝ ↕57㎝ ↕ 46.2㎝ （エンボスリピート）
サイクル消臭 防カビ

　H108
準不燃　防火種別 2-3

巾92.5㎝ ↕48.1㎝ ↕ 46.2㎝ 
サイクル消臭 防カビ

　H108
準不燃　防火種別 2-3

空気を洗う壁紙 Ⓡ　織物調
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RH-7067

RH-7067

RH-7068

RH-7069

RH-7067 〜 RH-7069
巾92.5㎝ ↕64.5㎝ ↕ 46.2㎝ （エンボスリピート）
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

空気を洗う壁紙 Ⓡ 　織物調
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手前：RH-7070　奥：RH-7073

RH-7070 NEW

RH-7071 NEW

RH-7072 NEW

RH-7070 〜 RH-7072
巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H109

空気を洗う壁紙 Ⓡ　準不燃

石目調
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RH-7075

RH-7074

リフォーム

 濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

RH-7073 NEW

RH-7074 NEW

RH-7075 NEW

RH-7073 〜 RH-7075
巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H109

リフォームおすすめ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　石目調
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RH-7076 NEW

RH-7079 NEW

RH-7077 NEW

RH-7080 NEW

RH-7078 NEW

RH-7081 NEW
巾92㎝

巾93㎝  
↕35.7㎝ ↕ 46.5㎝（エンボスリピート） 

サイクル消臭 防カビ

サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H109

空気を洗う壁紙 Ⓡ　石目調
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RH-7082

RH-7086

RH-7083

RH-7087

RH-7084 NEW

RH-7088

RH-7085 NEW

RH-7089
準不燃　防火種別 2-3　H109 巾92㎝  

サイクル消臭 防カビ

空気を洗う壁紙 Ⓡ 石目調
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RH-7090

RH-7090

RH-7091

RH-7092
巾93㎝ ↕37.1㎝ ↕ 93㎝（エンボスリピート）
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

空気を洗う壁紙 Ⓡ 石目調
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RH-7095

RH-7094

RH-7093

RH-7093

RH-7094 RH-7095

巾92.5㎝ ↕85.2㎝ ↕ 92.5㎝（エンボスリピート） 
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

巾92.5㎝ ↕64.3㎝ ↕ 92.5㎝（エンボスリピート） 
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

巾92㎝ ↕31.9㎝ ↕ 92㎝（エンボスリピート） 
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H109

空気を洗う壁紙 Ⓡ 石目調
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RH-7098

RH-7100
リフォーム

RH-7096 RH-7097

RH-7098 NEW RH-7099 NEW

RH-7100 NEW RH-7101 NEW

巾92㎝ 

巾92㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.3㎝ 

巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.1㎝（無地貼り可）  

巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ

サイクル消臭 防カビ

サイクル消臭 防カビ

サイクル消臭 防カビリフォームおすすめ

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109 準不燃　防火種別 2-3　H109

準不燃　防火種別 2-3　H108 

準不燃　防火種別 2-3　H109 

空気を洗う壁紙 Ⓡ　準不燃

リフォームおすすめ
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リフォーム

RH-7102

RH-7103

RH-7104

RH-7105

RH-7106

RH-7107

RH-7108

RH-7109

RH-7110
巾93㎝ ↕30.4㎝ ↕ 46.4㎝（エンボスリピート） 巾92㎝ 巾92.5㎝ ↕29.5㎝ ↕ 46.2㎝（エンボスリピート） 
サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビリフォームおすすめ リフォームおすすめ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H109 準不燃　防火種別 2-3　H108

空気を洗う壁紙 Ⓡ　リフォームおすすめ
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リフォーム
巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕30.8㎝巾92㎝  
サイクル消臭 防カビサイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H109 準不燃　防火種別 2-3　H108 

RH-7111

RH-7115

RH-7112

RH-7116

RH-7113

RH-7117

RH-7114

RH-7118

巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

リフォームおすすめ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109

空気を洗う壁紙 Ⓡ　リフォームおすすめ
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リフォーム
巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H109 

準不燃　防火種別 2-3　H109 

RH-7119

RH-7123

RH-7120

RH-7124

RH-7121

RH-7125

RH-7122

RH-7126

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　リフォームおすすめ
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RH-7127 RH-7128

毎日使う水廻りは汚れやすく、排水などニオイ
の気になる場所。空気を洗う壁紙® ならトリプル
フレッシュ® の消臭剤で不快なニオイを 24 時間
サイクル消臭。ゼロエネルギーで環境にも家計
にもやさしく快適な空間が作れます。
さらに、汚れがさっと拭き取れる撥水機能が付
いたタイプもご用意。お手入れがしやすくキレイ
が長持ちします。
また、水廻りは窓が小さく光が入りにくい場所。
明るい色や反射効果のある壁紙を使うことで空
間が明るくなり家事のしやすさもアップ。アク
セントになるパターンやカラーを取り入れて、
コーディネートを楽しむのもおすすめです。

RH-7127 NEW RH-7128 NEW
準不燃　防火種別 2-3　H108 巾92.5㎝ 

↕31.5㎝ ↕ 92.5㎝（エンボスリピート） 
サイクル消臭 防カビ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　準不燃

水廻り
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RH-7129 RH-7131

※柄の特性により、ジョイントが目立つ場合があります。

巾93㎝ ↕30.3㎝ ↕31.1㎝  巾93㎝ ↕94㎝ ↕ 93.2㎝  
タイル寸法 ↕2.6㎝ ↕3㎝　目地巾0.1㎝ サイクル消臭 防カビ
サイクル消臭 防カビ

RH-7129 NEW RH-7130 RH-7131
準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108 

空気を洗う壁紙 Ⓡ　水廻り
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RH-7132 RH-7135

リフォーム
巾93㎝ ↕78.8㎝ ↕ 93㎝
サイクル消臭 防カビ

RH-7132 RH-7133 RH-7134 RH-7135
準不燃　防火種別 2-3　H108 

リフォームおすすめ リフォームおすすめ
巾93㎝ ↕47㎝ ↕ 46.5㎝ 
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

空気を洗う壁紙 Ⓡ　水廻り
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RH-7136

RH-7139
リフォーム

RH-7136

RH-7138

RH-7137

RH-7139

準不燃　防火種別 2-3　H108 

準不燃　防火種別 2-3　H108 

巾92.5㎝ 
↕31.5㎝ ↕ 46.3㎝（エンボス/無地貼り可） 

巾92.5㎝ 
↕31.2㎝ ↕ 46.3㎝（エンボス/無地貼り可） 

サイクル消臭 防カビ 表面強化

サイクル消臭 防カビ

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　水廻り
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RH-7140 RH-7142

RH-7140 NEW RH-7142RH-7141 RH-7143
準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H109 巾92.5㎝ ↕16㎝ ↕23.1㎝ 巾92㎝ ↕10.7㎝ ↕ 8.4㎝

サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　水廻り
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RH-7144 RH-7147

RH-7144 NEW RH-7146RH-7145 NEW RH-7147
準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108 巾92.5㎝ ↕64㎝ ↕ 92.5㎝（エンボスリピート） 巾92.5㎝ ↕16㎝ ↕11.6㎝ 

サイクル消臭 防カビサイクル消臭 防カビ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　水廻り
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RH-7149 RH-7151

RH-7148 RH-7150RH-7149 RH-7151 NEW
準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108 巾92.5㎝ ↕63.8㎝ ↕ 46.2㎝ 巾92.5㎝ ↕64㎝ ↕ 92.5㎝

サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　水廻り
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RH-7152 RH-7153 RH-7154 RH-7155

リフォーム

RH-7152 NEW RH-7153 RH-7154 RH-7155
巾92㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.1㎝ 巾92.5㎝ ↕16.1㎝ ↕23.1㎝ 巾92㎝ ↕32㎝ ↕ 46.1㎝ 巾93㎝ ↕32㎝ ↕30.9㎝（エンボスリピート）
サイクル消臭 防カビサイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビサイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H109準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H109準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめリフォームおすすめ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　水廻り

36



RH-7025

リフォーム

RH-7070 NEW RH-7039 NEW RH-7001 NEW RH-7025
巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ 表面強化

リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾92㎝ 巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビ 抗菌性

準不燃　防火種別 2-3　H109 準不燃　防火種別 2-3　H109準不燃　防火種別 2-3　H109

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ

リフォームおすすめ リフォームおすすめ

■軽量 /ストレッチ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　準不燃

天井
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RH-7157
リフォーム

RH-7156 NEW

RH-7157 NEW

巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.2㎝（無地貼り可） 

巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.2㎝

サイクル消臭 防カビ

サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

空気を洗う壁紙 Ⓡ　天井
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天井：RH-7158 天井：RH-7159　壁：RH-7516・RH-7510 天井：RH-7160 天井：RH-7161

RH-7158 RH-7159 RH-7160 RH-7161
巾93㎝ ↕16㎝ ↕15.5㎝ 巾92.5㎝ ↕32.2㎝ ↕30.8㎝ 巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕30.7㎝ 巾92㎝ ↕10.7㎝ ↕11.5㎝ 
サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビサイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108準不燃　防火種別 2-3　H109

空気を洗う壁紙 Ⓡ　天井
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リフォーム

RH-7162

RH-7166

RH-7163

RH-7167

RH-7164

RH-7168

RH-7165

RH-7169

巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾92㎝ ↕32.2㎝ ↕ 46.1㎝ 巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 46.2㎝
サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビリフォームおすすめ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109 準不燃　防火種別 2-3　H108

巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾92㎝ 
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾93㎝ ↕20.7㎝ ↕31㎝（エンボスリピート）
サイクル消臭 防カビ リフォームおすすめ

準不燃　防火種別 2-3　H108

空気を洗う壁紙 Ⓡ　天井
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RH-7171

リフォーム

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

強度のあるエバール®フィルムを表面にラミネート。

耐久性に優れ、汚れが拭き取りやすく、キズに強い壁紙です。

リフォームにもおすすめのボリュームタイプ。

■ 汚れ防止
表面のエバール ® フィルムが、水分や汚れの浸透を抑え、拭き取りやすくします。

■ 抗菌性
抗菌加工により、壁紙の表面に付着した細菌を抑制します。

■ 表面強化 
強化タイプのフィルムラミネートにより、キズに強い壁紙です。

［壁紙工業会制定「汚れ防止」「抗菌性」「表面強化」各種壁紙性能規定に準拠］

※施工上のご注意を要します。別冊価格表に記載の施工注意をご確認のうえ施工をお願いします。

構造

特殊フィルム層

裏打ち紙層

樹脂層

印刷層

表面にエバール® 抗菌
フィルムをラミネート。
汚れが浸透しにくく、
拭き取りやすくなって
います。 拭き取り前 拭き取り後

RH-7170 RH-7172RH-7171 RH-7173
巾92.5㎝ ↕32㎝ ↕ 46.2㎝ （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめ
巾92.5㎝ ↕31.7㎝ ↕ 46.3㎝ （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめ防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝ （エンボスリピート） 準不燃　防火種別 2-3　H108
リフォームおすすめ防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

抗菌・汚れ防止

エバールⓇ ハード
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RH-7173
リフォーム

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

RH-7174 RH-7175

RH-7176 RH-7177
巾92㎝ 

巾92㎝ 

準不燃　防火種別 2-3　H109

準不燃　防火種別 2-3　H109

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

抗菌・汚れ防止  エバール Ⓡ ハード
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RH-7178

RH-7180

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

水に強いファンクレア®フィルムを表面にラミネート。

水分や汚れの浸透を抑えます。

■ 汚れ防止
表面のファンクレア® フィルムが、水分や汚れの浸透を抑え、拭き取りやすくします。

■ 抗菌性
抗菌加工により、壁紙の表面に付着した細菌を抑制します。

［壁紙工業会制定「汚れ防止」「抗菌性」各種壁紙性能規定に準拠］

※施工上のご注意を要します。別冊価格表に記載の施工注意をご確認のうえ施工をお願いします。

構造

フィルム層

裏打ち紙層

樹脂層

印刷層

表面にファンクレア®

抗菌フィルムをラミ
ネート。汚れが浸透
しにくく、拭き取り
やすくなっています。 拭き取り前 拭き取り後

RH-7178 NEW RH-7179 NEW
巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 46.3㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H108
防カビ 抗菌性 汚れ防止

抗菌・汚れ防止

ファンクレアⓇ 
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RH-7182

RH-7183
リフォーム

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

RH-7180 NEW RH-7181

RH-7182 RH-7183 NEW

巾92.5㎝ ↕32㎝ ↕ 46.3㎝ （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3　H108準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ
防カビ 抗菌性 汚れ防止

巾92.5㎝ ↕32㎝ ↕ 46.3㎝ （エンボスリピート）
タイル寸法 ↕約2 〜 3㎝ ↕ランダム 6.8 〜 16.3㎝  目地巾 0.1㎝ 

巾93㎝ ↕30.9㎝ ↕30.9㎝ （エンボスリピート）
タイル寸法 ↕ランダム 1.1 〜 5.1㎝ ↕ランダム 1.1 〜 5.1㎝  目地巾約0.1㎝

準不燃　防火種別 2-3　H108

防カビ 抗菌性 汚れ防止

防カビ 抗菌性 汚れ防止

抗菌・汚れ防止  ファンクレアⓇ 
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RH-7188

リフォーム

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

RH-7184 RH-7187

RH-7185 RH-7188

RH-7186 RH-7189

RH-7184 〜 RH-7189
巾92.5㎝ ↕32.9㎝ ↕ 46.3㎝ （エンボスリピート） 準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめ防カビ 抗菌性 汚れ防止

抗菌・汚れ防止  ファンクレアⓇ 
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RH-7190

リフォーム

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

RH-7190

RH-7192

RH-7191

RH-7193

RH-7190 〜 RH-7193
巾92.5㎝ ↕63.8㎝ ↕ 92.5㎝ （エンボスリピート） 準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめ防カビ 抗菌性 汚れ防止

抗菌・汚れ防止  ファンクレアⓇ 
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RH-7197
リフォーム

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

巾92.5㎝ ↕21.2㎝ ↕23.1㎝ （エンボス / 無地貼り可）

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.3㎝ 

RH-7194 NEW RH-7195 NEW

RH-7196 NEW RH-7197 NEW

防カビ 抗菌性 汚れ防止

防カビ 抗菌性 汚れ防止

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめ

抗菌・汚れ防止  ファンクレアⓇ 
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RH-7194

RH-7200
リフォーム

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

RH-7198

RH-7200

RH-7199

RH-7201

巾92㎝ 

準不燃　防火種別 2-3　H109

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

巾93㎝ ↕40㎝ ↕ 46.4㎝ （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめ防カビ 抗菌性 汚れ防止

巾92.5㎝ ↕50㎝ ↕ 46.3㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H108
防カビ 抗菌性 汚れ防止

抗菌・汚れ防止  ファンクレアⓇ 
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リフォーム

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

RH-7202 RH-7206 NEWRH-7203 RH-7207 NEW

RH-7204 RH-7208RH-7205 RH-7209

巾92.5㎝ ↕21.4㎝ ↕30.7㎝ （エンボスリピート） 準不燃　防火種別 2-3　H108
リフォームおすすめ防カビ 抗菌性 汚れ防止

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H108
防カビ 抗菌性 汚れ防止

巾92㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H109
リフォームおすすめ防カビ 抗菌性 汚れ防止

巾92.5㎝ ↕56㎝ ↕ 46.2㎝ （エンボスリピート）
防カビ 抗菌性 汚れ防止

準不燃　防火種別 2-3　H108

抗菌・汚れ防止  ファンクレアⓇ 
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リフォーム

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

RH-7210

RH-7211

RH-7212

RH-7214

RH-7213

RH-7215

巾92㎝ 

巾92㎝ 巾92㎝ 

巾92.5㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H109

準不燃　防火種別 2-3　H109 準不燃　防火種別 2-3　H109

準不燃　防火種別 2-3　H108
リフォームおすすめ

リフォームおすすめ リフォームおすすめ

防カビ 抗菌性 汚れ防止

防カビ 抗菌性 汚れ防止 防カビ 抗菌性 汚れ防止

防カビ 抗菌性 汚れ防止

抗菌・汚れ防止  ファンクレアⓇ 

50



「アレルブロック®」で快適エアークリーニング！

お部屋の空気中には、ダニの死骸や花粉などさまざまなアレル物質が浮遊しています。さらに高気密・高断熱
の空間環境では、ダニの発生も増加しやすいため、アレルゲンの働きを抑える環境整備が重要なポイントと
なっています。

「アレルブロック®」は、スギ花粉などの花粉アレルゲンやダニのアレルゲンを吸着・抑制し、室内のアレルゲ

ン量を低減。健康で快適な空間環境を実現する壁紙です。空気環境にも配感した壁紙で、クリーンなお部屋作

りをお手伝いします。

「アレルブロック®」を施工後、室内環境改善の兆
候が見られ、具体的には薬の副作用がなくなり、マ
スクの着用もなくなりました。　　
千葉県松戸市　M 様（内装施工店）

これまでは薬を飲まなくては眠れない日が続いて
いましたが、施工した寝室では、薬を飲まなくても
安眠ができるようになりました。　　
栃木県宇都宮市　U 様（販売店）

「アレルブロック®」を施工した寝室は、スギ花粉
散飛量がかなり多かった年も、よく眠れるように
なりました。 
愛知県名古屋市　K 様（公認会計士）

「アレルブロック®」を施工してある部屋にいると
非常に楽です。娘はブタクサ花粉症ですが、施工し
たリビングにいると楽だと言っています。
東京都北区　A 様（制作会社）

昼間、外に居ると目がかゆいですが、家に帰って
「アレルブロック®」を施工したリビングに居ると
かゆさが治まります。　　
大阪府大阪市　K 様（建築会社設計室）

シラカバ花粉の飛散期間中、朝・晩の投薬が必要
だったのが、4～5 日ほどで、施工前に比べると軽
度で済むようになりました。　　　　
北海道札幌市　M 様（主婦）

「アレルブロック®」ご使用のモニター様からの声

スギ花粉の大きさ
約0.03～0.04㎜　

アレルゲン量
約0.006ng　

ダニの大きさ
約0.3～0.8㎜

（フン約0.01～0.04㎜）

アレルゲン量
　約10.85ng（フン約0.3ng）　
※ng（ナノグラム）＝10億分の1グラム

■アレルゲンのイメージ
スギなどの花粉やダニの死骸、フンは室内に浮遊したり、床に落ちており、人の歩行やドアの開閉などで生
じた空気の流れで、壁紙表面に付着します。特にフローリングはカーペットに比べて舞い上がりやすい状
況にあります。

「アレルブロック ®」は複数の花粉アレルゲンを始め、ダニアレルゲンや、ペットのアレルゲンなど、１年を通
じて多種類のアレルゲンを吸着・抑制する抗アレルゲン壁紙です。クリーンなお部屋作りをお手伝いします。

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

スギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサ、シラカバ花粉アレルゲン

ダニのフンや死骸に含まれるアレルゲン

イヌ、ネコの表皮、毛やフケに含まれるアレルゲン

ダニアレルゲン

ペットアレルゲン

さまざまなアレルゲンを吸着・抑制

「アレルブロック®」の抗アレルゲン剤について

スギ花粉
アレルゲン

スギ花粉

水分

水分で花粉の殻が割れ、中に
存在するアレルゲンが出てくる。

［スギ花粉］

ダニのフンダニの死骸や
抜け殻

ダニ
アレルゲン

微粉末状　
アレルゲンとなる

［ダニ］

アレルゲンのイメージ スギ花粉やダニの大きさと
アレルゲン量

［ダニ］

［スギ花粉］

■抗アレルゲン剤のイメージ
壁紙表面に付着した花粉やダニの死骸、フンは水分（湿気）によりアレルゲンが溶け出すかたちで、多層構
造の抗アレルゲン剤の層間に取り込まれ、抑制されます。一度取り込まれたアレルゲンは再び室内に戻る
ことはありません。

壁面拡大イメージ図 吸着・抑制イメージ図

天然鉱物由来の抗アレルゲ
ン剤を表面層全面にコーティ
ング。多層構造にアレルゲン
は入り込み、吸着•抑制します。

壁紙表面で
アレルゲンをキャッチ！

抗アレルゲン剤のイメージ

抗アレルゲン壁紙「アレルブロック®」は、お部屋の花粉やダニの死骸など
のアレルゲンを吸着 ・抑制する、優れた機能性壁紙です。

項　目

経口毒性（LD50）

変異原性（Amesテスト）

皮膚刺激性試験

使用薬剤のデータ SEK基準(参考)

陰　性

無刺激性・弱刺激性無刺激性

皮膚感作性試験 陰　性陰　性

陰　性

2000mg／kg以上 1000mg／kg以上

■抗アレルゲン剤の安全性
安全で安心な抗アレルゲン剤を使用しています。「SEK基準（社団法人繊維評価技術協議会）」に準じて、各種
毒性をテスト。下図のように「SEK 基準」をクリア。安全性が確認されています。 

「アレルブロック®」
専門家も抑制効果を実証

「アレルブロック® 」の性能試験

アレルゲンカレンダー

有効使用面積の目安

繰り返しアレルゲン低減性能試験　

　「アレルブロック®」アレルゲン低減性能試験判定（残存数値）　スギ花粉アレルゲンにて試験

上のグラフで未加工品でも数値が下がっているのはサンプルに付着しているためです。差を証明するために
繰り返しアレルゲン低減性能試験を実施しました。布帛（ポリエステル）に抗アレルゲン剤を加工。繰り返し未
加工品との性能比較をしました。結果、下のグラフの示す通り、「アレルブロック® 加工品」は 3 回とも高い低
減率を示していますが、未加工品は回数が増えるごとに少なくなり、3 回目では低減率 0％の結果を得ました。
（試験方法：ELISA 法）

■「アレルブロック®」の低減性能試験
アレルゲンと反応し発色する薬剤＝反応液を使用してアレルゲン量を測定します。加工壁紙と未加工壁紙
にそれぞれ一定時間付着させたアレルゲン溶液を、反応液と混ぜ、発色度合いを数値化し、残存アレルゲン
量を比較します。（ELISA 法…アレルゲン量測定法）

※数値は実測値です。保証値ではありません。

スギ

ヒノキ

花粉の飛散時期　ダニの生息時期　室内塵（イヌネコのフケなど）の状況

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

カモガヤ

ブタクサ

シラカバ

ダニ

 イヌ（毛・フケ）
ネコ （毛・フケ） 年間を通じて存在

アレルブロック® 未加工壁紙試験前

ア
レ
ル
ゲ
ン
低
減
率

ア
レ
ル
ゲ
ン
低
減
率

96.3%

39.3%

40.8%

未加工でも壁紙の凹
部分へ付着するため
アレルゲンが40%ほど
低減していますが、抑
制はしていません。

1 回目 2回目 3回目

アレルブロック® 加工品
未加工品

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

（%）

減り方に注目！

83.4%
低減（抑制）

95% 以上
3 回連続で
も変化無し

低減（抑制）

95.9%

10.3%

95.1%

0%

未加工品は
3回目には
低減しなく
なっている

2
31

4

6 畳間に 4 面施工で約 20 年分のアレルゲンを抑制
する設計です。
※設計は理論値です。体感は個人差や室内環境により
異なります。

６畳間で４面施工
約20年間抑制 !

下の表の通り、アレルゲンや元となる物質は年間を通して存在しています。年間飛散花粉のうち、スギ・

ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ花粉アレルゲンおよびダニ・イヌ・ネコアレルゲンの低減効果は確認済みです。

電気泳動法による「アレルブロック®」の
アレルゲン抑制確認試験
「抗アレルゲン剤（アレルブロック®）による、各アレルゲン
のたんぱく質量低減を、電気泳動法により確認しました。
これにより抗アレルゲン剤の植物性アレルゲンに対する抑
制効果が明らかになりました」  
信州大学繊維学部教授　木村　睦

●評価方法　【ELISA 法】スギ・ダニ　【電気泳動法】ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・イヌ・ネコ

※数値は実測値です。保証値ではありません。

①※ ② ③ ④

バンド

ブランク 未 加 工 加　工

バンド

電気泳動法では、アレルゲンが存在していると、染色により紫色のライン（バンド）が出ます。上の画像で、ブラン
クおよび、未加工品と反応させたアレルゲン溶液では、バンドが出ており、アレルゲンが残存していることが確認
できました。一方で、加工品と反応させたアレルゲン溶液にはバンドが存在せず、アレルゲンが抑制されているこ
とが確認できました。
ブランク…アレルゲン溶液原液の状態    試験方法：SDS-PAGE 電気泳動法

●試験物質　スギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサ、シラカバ
花粉アレルゲン、イヌ、ネコの表皮に含まれるアレルゲン

（%）

●評価方法　【ELISA 法】スギ・ダニ　【電気泳動法】ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・イヌ・ネコ

■低減効果が確認済みのアレルゲン

スギ ヒノキ カモガヤ ブタクサ シラカバ イヌ表皮 ネコ表皮

「アレルブロック® 」は、多種のアレルギー反応の低減を保証するものではありません。

（環境やご使用になる方によって体感に個人差があります。）

抗アレルゲン壁紙
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項　目

経口毒性（LD50）

変異原性（Amesテスト）

皮膚刺激性試験

使用薬剤のデータ SEK基準(参考)

陰　性

無刺激性・弱刺激性無刺激性

皮膚感作性試験 陰　性陰　性

陰　性

2000mg／kg以上 1000mg／kg以上

■抗アレルゲン剤の安全性
安全で安心な抗アレルゲン剤を使用しています。「SEK基準（社団法人繊維評価技術協議会）」に準じて、各種
毒性をテスト。下図のように「SEK 基準」をクリア。安全性が確認されています。 

「アレルブロック®」
専門家も抑制効果を実証

「アレルブロック® 」の性能試験

アレルゲンカレンダー

有効使用面積の目安

繰り返しアレルゲン低減性能試験　

　「アレルブロック®」アレルゲン低減性能試験判定（残存数値）　スギ花粉アレルゲンにて試験

上のグラフで未加工品でも数値が下がっているのはサンプルに付着しているためです。差を証明するために
繰り返しアレルゲン低減性能試験を実施しました。布帛（ポリエステル）に抗アレルゲン剤を加工。繰り返し未
加工品との性能比較をしました。結果、下のグラフの示す通り、「アレルブロック® 加工品」は 3 回とも高い低
減率を示していますが、未加工品は回数が増えるごとに少なくなり、3 回目では低減率 0％の結果を得ました。
（試験方法：ELISA 法）

■「アレルブロック®」の低減性能試験
アレルゲンと反応し発色する薬剤＝反応液を使用してアレルゲン量を測定します。加工壁紙と未加工壁紙
にそれぞれ一定時間付着させたアレルゲン溶液を、反応液と混ぜ、発色度合いを数値化し、残存アレルゲン
量を比較します。（ELISA 法…アレルゲン量測定法）

※数値は実測値です。保証値ではありません。

スギ

ヒノキ

花粉の飛散時期　ダニの生息時期　室内塵（イヌネコのフケなど）の状況

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

カモガヤ

ブタクサ

シラカバ

ダニ

 イヌ（毛・フケ）
ネコ （毛・フケ） 年間を通じて存在

アレルブロック® 未加工壁紙試験前

ア
レ
ル
ゲ
ン
低
減
率

ア
レ
ル
ゲ
ン
低
減
率

96.3%

39.3%

40.8%

未加工でも壁紙の凹
部分へ付着するため
アレルゲンが40%ほど
低減していますが、抑
制はしていません。

1 回目 2回目 3回目

アレルブロック® 加工品
未加工品

0
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40
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100

0
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80
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（%）

減り方に注目！

83.4%
低減（抑制）

95% 以上
3 回連続で
も変化無し

低減（抑制）

95.9%

10.3%

95.1%

0%

未加工品は
3回目には
低減しなく
なっている

2
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4

6 畳間に 4 面施工で約 20 年分のアレルゲンを抑制
する設計です。
※設計は理論値です。体感は個人差や室内環境により
異なります。

６畳間で４面施工
約20年間抑制 !

下の表の通り、アレルゲンや元となる物質は年間を通して存在しています。年間飛散花粉のうち、スギ・

ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ花粉アレルゲンおよびダニ・イヌ・ネコアレルゲンの低減効果は確認済みです。

電気泳動法による「アレルブロック®」の
アレルゲン抑制確認試験
「抗アレルゲン剤（アレルブロック®）による、各アレルゲン
のたんぱく質量低減を、電気泳動法により確認しました。
これにより抗アレルゲン剤の植物性アレルゲンに対する抑
制効果が明らかになりました」  
信州大学繊維学部教授　木村　睦

●評価方法　【ELISA 法】スギ・ダニ　【電気泳動法】ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・イヌ・ネコ

※数値は実測値です。保証値ではありません。

①※ ② ③ ④

バンド

ブランク 未 加 工 加　工

バンド

電気泳動法では、アレルゲンが存在していると、染色により紫色のライン（バンド）が出ます。上の画像で、ブラン
クおよび、未加工品と反応させたアレルゲン溶液では、バンドが出ており、アレルゲンが残存していることが確認
できました。一方で、加工品と反応させたアレルゲン溶液にはバンドが存在せず、アレルゲンが抑制されているこ
とが確認できました。
ブランク…アレルゲン溶液原液の状態    試験方法：SDS-PAGE 電気泳動法

●試験物質　スギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサ、シラカバ
花粉アレルゲン、イヌ、ネコの表皮に含まれるアレルゲン

（%）

●評価方法　【ELISA 法】スギ・ダニ　【電気泳動法】ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・イヌ・ネコ

■低減効果が確認済みのアレルゲン

スギ ヒノキ カモガヤ ブタクサ シラカバ イヌ表皮 ネコ表皮

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ

52



RH-7216

RH-7216 NEW

RH-7217 NEW

RH-7218 NEW

RH-7216 〜 RH-7218
巾93㎝ ↕55㎝ ↕ 92.8㎝（エンボスリピート） 
防カビ 抗アレルゲン

準不燃　防火種別 2-3　H108

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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RH-7222

RH-7219 NEW

RH-7220 NEW

RH-7221 NEW

RH-7222 NEW

RH-7219 〜 RH-7222
巾92㎝ 
防カビ 抗アレルゲン

準不燃　防火種別 2-3　H109

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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RH-7224
リフォーム

RH-7223

RH-7225

RH-7224

RH-7226

巾92㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H109
リフォームおすすめ防カビ 抗アレルゲン

RH-7223 〜 RH-7226

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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リフォーム

RH-7227 NEW

RH-7231 NEW

RH-7228

RH-7232 NEW

RH-7229 NEW

RH-7233 NEW

RH-7230 NEW

RH-7234 NEW

巾92.5㎝ ↕27㎝ ↕ 46.1㎝ （エンボス/無地貼り可） 準不燃　防火種別 2-3　H108
リフォームおすすめ防カビ 抗アレルゲン

RH-7227 〜 RH-7234

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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RH-7235

RH-7235

RH-7236

RH-7235・RH-7236
巾92.5㎝ ↕63.8㎝ ↕ 46.2㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H108
防カビ 抗アレルゲン

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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リフォーム

防カビ 抗アレルゲン

防カビ 抗アレルゲン

防カビ 抗アレルゲン

RH-7237

RH-7240 NEW

RH-7238

RH-7241 NEW

RH-7239

RH-7242 NEW

巾92㎝ 

巾92㎝ 

巾92㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.1㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H109

準不燃　防火種別 2-3　H109

準不燃　防火種別 2-3　H109
リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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RH-7248
リフォーム

調湿構造で、下地まで空気と湿気を通す壁紙です。

結露の発生を抑えます。

調湿ボードなどの機能下地材の効果発揮にも有用です。

■ サイクル消臭
トリプルフレッシュ® 消臭加工により、お部屋の臭いを半永久に吸着・分解＝消臭。

 施工注意
通気性壁紙（透湿性）は、接着剤の塗布後、水分の乾燥が速いため、あい剥ぎしやすいです。
オープンタイムは 10 ～ 15 分、施工可能時間は 30 分を目安にお願い致します。
また、施工時に化粧層の色味が一時的に変わる、粘着性を感じるなどの症状が出ますが、
施工後にはこの症状は消えます。

■構造
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

下
地
（
石
膏
ボ
ー
ド
）

室
内
の
空
気

塩ビ樹脂

トリプルフレッシュ®

消臭剤

裏打ち紙

悪臭原因物質

■透湿性 ［JIS Z 0208 B 法］
温度 40℃、湿度 90％の状況下で 24 時間にどれだけの
湿気（水蒸気）が通過したかを測定。

1134

44一般ビニール
壁紙

通気性壁紙

（g/㎡ 24ｈ）

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

巾92㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.1㎝（無地貼り可）

巾92㎝ ↕32.1㎝ ↕30.7㎝（無地貼り可）

巾92.5㎝ ↕16㎝ ↕30.7㎝（無地貼り可）

RH-7243 RH-7244

RH-7245 RH-7246

RH-7247 RH-7248

準不燃　防火種別 2-3　H109 

準不燃　防火種別 2-3　H109 

準不燃　防火種別 2-3　H108 

サイクル消臭 防カビ 透湿性 表面強化

サイクル消臭 防カビ 透湿性 表面強化

サイクル消臭 防カビ 透湿性 表面強化

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

機能性壁紙

通気性 空気を洗う壁紙 Ⓡ
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RH-7250
リフォーム

吸水性ポリマーが室内の湿気を吸収、放出します。

北側に面したお部屋、脱衣所、お風呂場に面したお部屋、
気密性の高いお部屋、クローゼットなどにおすすめです。

試験結果

試験結果
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

吸 

湿 

量
（g/㎡）

0 10 20
時 間 （h）

吸放湿壁紙

一般ビニール壁紙

試験項目
吸放湿性能試験（吸放湿曲線）

試験条件
裏と側面をアルミテープで密閉し吸湿を防止した壁紙を使用。
30℃×40％の状態で12時間調湿しそこから30℃×90％に
変更して吸湿試験を開始する。
7時間目まで吸湿をして、今度は30℃×40％に変更し、放
湿試験を開始する。
吸湿から放湿までの測定量を一般ビニール壁紙と比較する。

試験項目
透湿度試験

試験方法
JIS Z 0208 B法に準拠

試験条件
温度40℃、湿度90％の状況下で24時間にどれだけの湿
気（水蒸気）が通過したかを測定。
塩ビ面を上にして3回測定し、平均値を算出。

 ※各試験結果は実測値です。保証値ではありません。

透湿度（g/㎡・24ｈ）

吸放湿壁紙

一般ビニール壁紙

平均値　769

平均値　163
RH-7249

RH-7251

RH-7250

RH-7252

巾93㎝ ↕30.3㎝ ↕ 61.9㎝ （エンボスリピート/ステップ柄合わせ） 準不燃　防火種別 2-3　H108
リフォームおすすめ防カビ 吸放湿性 透湿性

防カビ 吸放湿性 透湿性 防カビ 吸放湿性 透湿性

巾92.5㎝ ↕39.8㎝ ↕ 92.5㎝ （エンボスリピート） 巾92㎝ 

準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H109

機能性壁紙

吸放湿性
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RH-7253

木内 千彩子
1993年東京都生まれ。
高校卒業後スウェーデンへ渡り、2015年に同地の美術大学を卒業。
同地を拠点に「日常を自然と美しく暮らすデザイン」をコンセプトとし、
フリーデザイナー•イラストレーターとして活動している。
シンクロフィギュアスケートのトップスケーターとして活躍後、
現在は指導者としても活躍中。 © 2020 Chisako Kiuchi

　Des igned by  Chisako Kiuchi

独創的なナチュラリズム

融合する日本と北欧のエッセンス

郷愁と憧れと

優しい視線で自然に寄り添う。

日常を自然と美しく暮らすデザイン

その感性が心の琴線に触れる。  

M i r i K u l o : r e r®

新しいミリクローレルの壁紙シリーズは

繊細に、大胆に。

北欧の印象をデザインとカラーに現しました。

水墨画のような完成された「間」のデザイン　

「ミリクローレル　インクジェット壁紙」は　新しいシリーズを追加してボリュームアップ。　

６７ページから掲載されています。　あわせてご覧ください。
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RH-7254

Stad（スタード）　
スウェーデン語で“ 街 ”という意味です。
長きにわたり親しまれている、まるで絵本から出てきたかのような古き
良き時代の美しい街並み。北欧の空気をお部屋にお届けします。

 【RH-7258】濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りに

よるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

RH-7253 NEW RH-7254 NEW

RH-7255 NEW

RH-7256 NEW

RH-7257 NEW

RH-7258 NEW
巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.3㎝ 巾92㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H109
防カビ 防カビ

  ミリクローレル
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RH-7264RH-7263

Växt（ヴェクスト）　
スウェーデン語で“ 植物 ”という意味です。
北欧の人々は、日照時間が短い冬でも、部屋の中をあたたかく心地よい
空間にするために、植物を身近に置くことをとても大切にしています。 【RH-7260・RH-7261・RH-7262】

濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

RH-7259 NEW

RH-7260 NEW

RH-7261 NEW

RH-7262 NEW RH-7263 NEW RH-7264 NEW
巾92㎝ 巾92.5㎝ ↕32㎝ ↕ 46.3㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H109 準不燃　防火種別 2-3　H108
防カビ 防カビ

  ミリクローレル
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RH-7265

RH-7266

Små fåglar（スモー フォーグラール）

スウェーデン語で“ 小鳥 ”という意味です。
小鳥は北欧雑貨や北欧家具で誰もが目にしたことがあるモチーフ
です。北欧の人々に長年愛され続けています。

RH-7265 NEW

RH-7266 NEW
巾92㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.2㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H109
防カビ

  ミリクローレル

64



RH-7267

Midsommar（ミッドゥソンマル）

スウェーデンには "Midsommar" という特別な日が毎年6月の金
曜日にあり、みんなでいろいろな花を束にして飾ったり、頭につ
けたりして夏が来たことをお祝いします。沢山の花を束にする様
子をパターンにしました。

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕30.8㎝ 

RH-7267

RH-7268

準不燃　防火種別 2-3　H108
防カビ

RH-7267・RH-7268

  ミリクローレル
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RH-7269

RH-7271

巾92㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92㎝ 

巾92㎝ ↕32㎝ ↕ 46.2㎝ 

RH-7269 RH-7270

RH-7271 RH-7272
準不燃　防火種別 2-3　H109

準不燃　防火種別 2-3　H109

防カビ

防カビ

  ミリクローレル

66



RPS-1941

ミリクローレルの自然感を、繊細な表現で施した

インクジェットプリントの壁紙シリーズです。

緻密でエレガントな表現で仕上げられた、

ダイナミックなナチュラルデザイン。

存在感ある動物達のモチーフ。

墨絵で表した風景。

どれもが北欧の自然観を、日本人の感性で表現した

優しい郷愁を感じさせる、印象的な構成です。

美術館で現代の水墨画を見るが如く、

迫力あるアートの存在感を兼ね備えた壁紙。

お部屋のアクセントや共有部分に映えるバリエーションを増点。

魅力あるデザインをご用意致しました。

６７ページから７２ページまでの商品は、受注生産品であり、

特殊掛率商品です。ご注意ください。

【インクジェットメディア（無地）見本】
※ミリクローレルインクジェット壁紙は、石目調テクスチャーを使用しています。

※写真は、RPS-1941 の両サイドに無地をジョイント施工しています。  

インクジェット壁紙 受注生産品
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Deer Lion Whale

13
8c

m

13
0c

m

19
6c

m

24
1c

m

21
1c

m

不燃掲載

特殊掛率品

35,100円/本 14,440円/㎡ 本売 特殊掛率品
巾90㎝×2.7m巻　柄丈241㎝

35,100円/本 14,440円/㎡ 本売 特殊掛率品
巾90㎝×2.7m巻　柄丈211㎝

35,100円/本 14,440円/㎡ 本売 特殊掛率品
巾90㎝×2.7m巻　柄丈196㎝

RPS-1941 RPS-1942 RPS-1943
不燃 防火種別 1-4 不燃 防火種別 1-4 不燃 防火種別 1-4

防カビ 防カビ 防カビ

  ミリクローレル インクジェット壁紙
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■ 基本出力サイズ（単位：cm）
Aサイズ RPS-1946

90 90
270

90

2
7
0

RPS-1946

70 70
210

70

2
1
0

Bサイズ

RPS-1946

不燃掲載

RPS-1946  NEW

Landskap（ランドスカープ ）
スウェーデン語で“ 風景 ”という意味です。
時には雪に覆われてモノクロに見える北欧の山々や雄大な空の印象を大事にしながら、
ダイナミックでナチュラルな北欧の風景を墨で表現しました。

特殊掛率品

Aサイズ 105,300 円/1セット

巾90㎝×2.7m巻 ↕270㎝ ↕ 270㎝

Bサイズ 81,900 円/1セット　

巾70㎝×2.1m巻 ↕210㎝ ↕ 210㎝

不燃 防火種別 1-4 　 防カビ14,440円/㎡  セット売 特殊掛率品

  ミリクローレル インクジェット壁紙
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RPS-1944 RPS-1945

■ 基本出力サイズ（単位：cm） RPS-1944

90 90
360

90 90

1
2
5
1
8
7
.5
2
5
0

Aサイズ

Bサイズ

Cサイズ

■ 基本出力サイズ（単位：cm） RPS-1945

90 90
360

90 90

1
3
5
2
0
2
.5
2
7
0

Aサイズ

Bサイズ

Cサイズ

不燃掲載

RPS-1944

スウェーデン語で“世界地図”という意味です。
世界地図の中に星座を入れたデザインになっています。
スウェーデンでは、常に空が高く、夜にはたくさんの星が輝いているのを見ることができます。

Aサイズ 130,000 円/1セット　

巾90㎝×2.5m巻 ↕250㎝ ↕ 360㎝

Bサイズ 73,100 円/1セット　

巾90㎝×1.9m巻 ↕187.5㎝ ↕ 270㎝

Cサイズ 32,500 円/1セット　

巾90㎝×1.3m巻 ↕125㎝ ↕ 180㎝

Världskarta（ヴァージコータ）
スウェーデン語で“森林”という意味です。
森林は、国土の70%をしめており、スウェーデンの人々にとって、身近な存在です。
森林の中を散歩することを日課にしている人も多く、暮らしの一部になっています。

Skog（ スコーグ ）

特殊掛率品

RPS-1945
Aサイズ 140,400 円/1セット　

巾90㎝×2.7m巻 ↕270㎝ ↕ 360㎝

Bサイズ 79,000 円/1セット　

巾90㎝×2m巻 ↕202.5㎝ ↕ 270㎝

Cサイズ 35,100 円/1セット　

巾90㎝×1.4m巻 ↕135㎝ ↕ 180㎝

不燃 防火種別 1-4 　 防カビ 不燃 防火種別 1-4 　 防カビ14,440円/㎡  セット売 特殊掛率品 14,440円/㎡  セット売 特殊掛率品

  ミリクローレル インクジェット壁紙
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RPS-1947

■ 基本出力サイズ（単位：cm）

RPS-1947

90 90
270

90

2
7
0

RPS-1947

70 70
210

70

2
1
0

Bサイズ

Aサイズ

不燃掲載

Grovskiss（グローブスキッス）
スウェーデン語で“ ラフスケッチ ”という意味です。
花をあえて鉛筆のラフスケッチだけで表現し、大胆かつシンプルで
洗練されたデザインに仕上げました。

特殊掛率品

Aサイズ 105,300 円/1セット

巾90㎝×2.7m巻 ↕270㎝ ↕ 270㎝

Bサイズ 81,900 円/1セット 

巾70㎝×2.1m巻 ↕210㎝ ↕ 210㎝

RPS-1947  NEW

不燃 防火種別 1-4 　 防カビ14,440円/㎡  セット売 特殊掛率品

  ミリクローレル インクジェット壁紙
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RPS-1948

RPS-1949

RPS-1949

RPS-1948

90

90

90

90

270

270

90

90

2
7
0

2
7
0

■ 基本出力サイズ（単位：cm）
Aサイズ

■ 基本出力サイズ（単位：cm）
Aサイズ

RPS-1948

70 70
210

70

2
1
0

Bサイズ

RPS-1949

70 70
210

70

2
1
0

Bサイズ

不燃掲載

Moln（ モールン ）
スウェーデン語で“ 雲 ”という意味です。
雲のように漂う落ち着いた色の組み合わせで、北欧らしい
すっきりとした室内のワンポイントとしてモダンな空間を
つくります。

Sjö（ シェー ）
スウェーデン語で“ 湖 ”という意味です。
スウェーデンは、“ 森と湖の国 ”と呼ばれるほど、たくさ
んの湖が存在します。このデザインは、季節によって色や
雰囲気まで変わるスウェーデンの湖からインスパイアされ
ました。

Aサイズ 105,300 円/1セット

巾90㎝×2.7m巻 ↕270㎝ ↕ 270㎝

Aサイズ 105,300 円/1セット

巾90㎝×2.7m巻 ↕270㎝ ↕ 270㎝

Bサイズ 81,900 円/1セット

巾70㎝×2.1m巻 ↕210㎝ ↕ 210㎝

Bサイズ 81,900 円/1セット

巾70㎝×2.1m巻 ↕210㎝ ↕ 210㎝

RPS-1948  NEW

RPS-1949  NEW

特殊掛率品

不燃 防火種別 1-4 防カビ

不燃 防火種別 1-4 防カビ

14,440円/㎡ セット売 特殊掛率品

14,440円/㎡ セット売 特殊掛率品

 ミリクローレル インクジェット壁紙
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RH-7274不燃掲載

 濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

RH-7273 NEW RH-7274 NEW

RH-7275 NEW RH-7276 NEW

RH-7273 〜 RH-7276
巾92㎝ ↕32.1㎝ ↕23㎝（無地貼り可） 不燃　防火種別 1-4　H109 
サイクル消臭 防カビ

　 A. S.クリエーション
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RH-7277（イメージ）

施工写真はA.S.クリエーション社のオリジナル画像を使用しています。イメージとしてご覧ください。

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝

RH-7277

RH-7280

RH-7279

RH-7278

準不燃　防火種別 2-3　H108

防カビ

巾92㎝ ↕32㎝ ↕23㎝（無地貼り可） 
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H109

世界のトップブランド。ドイツの A.S. クリエーション社のデザインを日本の品質、規格で再現しました。
ダイナミックで斬新なパターンデザインに日本の住宅でも使いやすいテキスタイルや塗装調の無地の
バリエーションがラインアップ。豊かな素材感、洗練されたカラーをお楽しみください。
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RH-7283・RH-7285

RH-7281 NEW

RH-7282 NEW

RH-7283 NEW

RH-7284 NEW
巾92㎝
防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H109 

　 A. S.クリエーション　
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RH-7286（イメージ） RH-7287

一部施工写真はA.S.クリエーション社のオリジナル画像を使用しています。イメージとしてご覧ください。

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝ 巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝ 

RH-7285 RH-7286 RH-7287 NEW
準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108

防カビ 防カビ

※枝の中に色味の異なる2色のパールが印刷されています。
場所によって色の見え方が変わることがありますので、ご注意ください。

A. S .クリエーション　
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RH-7288

RH-7289

RH-7288

RH-7289

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝ 
レンガ寸法 ↕ランダム2 〜 9.6㎝ ↕ランダム4.1 〜 30㎝　目地巾1 〜 1.5㎝

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝ 
レンガ寸法 ↕約4.5㎝ ↕ランダム4.5 〜 18.5㎝　目地巾約1㎝

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

防カビ

防カビ

　 A. S.クリエーション　
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RH-7290（イメージ）

RH-7293 不燃掲載

一部施工写真はA.S.クリエーション社のオリジナル画像を使用しています。イメージとしてご覧ください。

RH-7290 RH-7291

RH-7292 RH-7293

巾92㎝ ↕64.3㎝ ↕ 92㎝ 
レンガ寸法 ↕約4 〜 5㎝ ↕ランダム 5 〜 15㎝　目地巾約1㎝

巾92㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92㎝ 

防カビ

防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109

不燃　防火種別 1-4　H109

A. S.クリエーション　
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RH-7294（イメージ）

RH-7295（イメージ）

不燃掲載

施工写真はA.S.クリエーション社のオリジナル画像を使用しています。イメージとしてご覧ください。

RH-7294 RH-7295 NEW
巾92.5㎝ ↕64.3㎝ ↕ 92.5㎝ 巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝ 

不燃　防火種別 1-4　H108 不燃　防火種別 1-4　H108

防カビ 防カビ

 【RH-7295】
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

　 A. S.クリエーション　
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RH-7296 RH-7297 RH-7298（イメージ）

一部施工写真はA.S.クリエーション社のオリジナル画像を使用しています。イメージとしてご覧ください。

RH-7296 RH-7297 RH-7298
巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝
タイル寸法 ↕21㎝ ↕ 45.7㎝　目地巾約0.4㎝

準不燃　防火種別 2-3　H108

巾92㎝ ↕32㎝ ↕ 46.1㎝
タイル寸法 ↕大10.2㎝ , 小5.1㎝ ↕22.8㎝　目地巾約0.3㎝

準不燃　防火種別 2-3　H109

巾92㎝ ↕64.3㎝ ↕ 92㎝

準不燃　防火種別 2-3　H109

防カビ 防カビ
防カビ

A. S.クリエーション　
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RH-7299 RH-7301

準不燃　防火種別 2-3　H108準不燃　防火種別 2-3　H108 巾92.5㎝ ↕72.7㎝ ↕ 92.5㎝巾93㎝ ↕94㎝ ↕ 93.2㎝

RH-7299 NEW RH-7300 RH-7301

サイクル消臭 防カビ防カビ

アースディスプレイ
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RH-7302 RH-7303

RH-7304 RH-7305 不燃掲載

RH-7302 RH-7303

RH-7304 RH-7305

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝ 
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
板巾 ↕7.5 〜 10㎝　目地巾0.1 〜 0.2㎝

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ パイン 巾93㎝ ↕125.2㎝ ↕ 93㎝ 　　　　　　　　　パイン
板巾↕38.8 〜 86.2㎝ ↕9 〜 9.5㎝ 目地巾0.1 〜 0.2㎝

サイクル消臭 防カビ

防カビ
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108 不燃　防火種別 1-4　H108

アースディスプレイ
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RH-7309RH-7308RH-7307

不燃掲載

RH-7306 NEW RH-7307 NEW RH-7308 RH-7309
巾93㎝ ↕125.1㎝ ↕ 93㎝ 　　　　　　　 
板巾 ↕ 6.7 〜 8㎝　目地巾0.1㎝

巾93㎝ ↕94.1㎝ ↕ 93㎝ 　　　　　　　　　
板巾 ↕ 約4㎝　目地巾約0.1㎝

防カビ 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108

アッシュオーク パイン巾93㎝ ↕94.1㎝ ↕ 93.3㎝ 不燃　防火種別 1-4　H108
防カビ 表面強化

アースディスプレイ
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RH-7310 RH-7311

RH-7312 RH-7313 不燃掲載

オーク板目

RH-7310 NEW RH-7311

RH-7312 RH-7313

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93.3㎝ 　　　米杉　　　　　　　 
板巾 ↕ランダム 3.9 〜 12㎝　

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝　板巾 ↕11.5 〜 12㎝

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 　　　　　　　　　

防カビ

防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

パイン板目

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 　　　　ウォールナット板目
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108

※引っかきキズが目立ちやすい商品です。化粧層の扱いに
ご注意願います。

防カビ 表面強化

アースディスプレイ
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RH-7316RH-7315RH-7314

不燃掲載

パイン

RH-7314 RH-7315 RH-7316
巾93㎝ ↕94.1㎝ ↕ 93㎝ 　　　　　　　 
板巾 ↕ランダム 5 〜 24.5㎝　

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝　　　 
板巾 ↕ランダム 2.5 〜 9.5㎝　目地巾0.1 〜 0.2㎝

防カビ 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108 不燃　防火種別 1-4　H108

パイン 巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝　板巾 ↕ 約10.2㎝
サイクル消臭 防カビ 表面強化

アースディスプレイ
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RH-7317 RH-7319

不燃掲載

不燃　防火種別 1-4　H109不燃　防火種別 1-4　H108

RH-7317 RH-7318 RH-7319

防カビ

巾92㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92㎝　巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.2㎝　
サイクル消臭 防カビ 表面強化

アースディスプレイ

86



RH-7320 RH-7322RH-7320ジョイント例

※柄の特性により、ジョイントが目立つ場合があります。

RH-7320 NEW RH-7321 NEW RH-7322
巾93㎝ ↕39.4㎝ ↕ 93㎝（ステップ柄合わせ）　　　　　　 
レンガ寸法 ↕5.5 〜 6㎝ ↕ 約20㎝　目地巾約1㎝　

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.3㎝　　　　　　 
タイル寸法 ↕約7㎝ ↕ 約14.7㎝　目地巾0.6 〜 1㎝　

防カビ防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

アースディスプレイ
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RH-7323 RH-7324

RH-7325 RH-7326
リフォーム

不燃掲載

巾93.5㎝ ↕47㎝ ↕ 93.5㎝ 
レンガ寸法 ↕約4㎝ ↕13 〜 15㎝　目地巾約1.5㎝　

巾93㎝ ↕94㎝ ↕ 93㎝ 
タイル寸法↕約7.5㎝ ↕ランダム6 〜 40.4㎝　目地巾0.1 〜 0.3㎝

RH-7323 RH-7324

RH-7325 RH-7326

巾92.5㎝ ↕64.3㎝ ↕ 92.5㎝ 
レンガ寸法 ↕約3.5㎝ ↕ランダム 3.5 〜 8.4㎝　
目地巾0.5 〜 1㎝　

巾93㎝ ↕79㎝ ↕ 93㎝ 
レンガ寸法 ↕5.5 〜 6㎝ ↕17.5 〜 18㎝　目地巾0.5 〜 1㎝

サイクル消臭 防カビ

サイクル消臭 防カビ 表面強化

防カビ

防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

不燃　防火種別 1-4　H108

準不燃　防火種別 2-3　H107

不燃　防火種別 1-4　H108

リフォームおすすめ

アースディスプレイ
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RH-7327 RH-7328

RH-7328RH-7327

62.5㎝
47㎝

リフォーム

RH-7327 NEW RH-7328
巾93㎝ ↕62.5㎝ ↕ 93㎝
レンガ寸法 ↕約4.5㎝ ↕18㎝　目地巾約0.4 〜 0.8㎝　
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108準不燃　防火種別 2-3　H108

リフォームおすすめ
巾93㎝ ↕47㎝ ↕ 93.2㎝
防カビ

アースディスプレイ
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RH-7329 RH-7331 RH-7332

不燃掲載

不燃　防火種別 1-4　H108 巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝
レンガ寸法 ↕約5.5㎝ ↕ 約17.5㎝　目地巾約1㎝　

巾93.5㎝ ↕60㎝ ↕ 93.5㎝
レンガ寸法 ↕4 〜 5.5㎝ ↕17 〜 19㎝　目地巾ランダム

RH-7329 RH-7330 RH-7331 RH-7332

防カビ 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H107

防カビ

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝　

アースディスプレイ
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RH-7336RH-7335RH-7334

不燃掲載

※見る角度によって光の反射を受け、直径 1 センチ程度の複
数の粒上の柄が見えますが、これはエンボスの形状（デザ
インの一部）です。

RH-7333 NEW RH-7334 NEW RH-7335 NEW RH-7336 NEW
巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93.3㎝ 巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝ 巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93.3㎝ 不燃　防火種別 1-4　H108不燃　防火種別 1-4　H108 不燃　防火種別 1-4　H108
防カビ 防カビ 防カビ

アースディスプレイ
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RH-7339RH-7338　※横貼りRH-7337

125㎝

RH-7339RH-7338

93㎝

125㎝

93㎝

93㎝

60.6㎝

RH-7337

不燃掲載※有効巾以外の位置で施工を行うと、巾ごとにジョイント部の見え方が異なり、
違和感が生じます。

※ジョイント部に、部分的にリピート柄を配置しています。柄合わせの目印にして
施工をお願いします。

不燃　防火種別 1-4　H108巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
板巾 ↕124.8㎝ ↕ 9 〜 9.5㎝　目地巾0.1 〜 0.2㎝　 

準不燃　防火種別 2-3　H108巾93㎝ ↕60.6㎝ ↕ 93㎝ 

RH-7337 RH-7338 RH-7339
準不燃　防火種別 2-3　H108

防カビ

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ （ステップ柄合わせ）
板巾 ↕ 約46.5㎝　目地巾0.3㎝　 

防カビ 防カビ 表面強化

アースディスプレイ

92



RH-7340

準不燃　防火種別 2-3　H108

RH-7340 NEW

RH-7341 NEW

RH-7340・RH-7341
巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕30.8㎝ 
防カビ

リーフ＆フラワー
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RH-7343

RH-7345※ RH-7344は花の色が赤系になります。
ルノンホームページで検索、ご確認ください。

不燃掲載

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝ 

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕30.8㎝ 

RH-7342 RH-7343

RH-7344 RH-7345

不燃　防火種別 1-4　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

防カビ

防カビ

リーフ＆フラワー
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RH-7347 RH-7348

RH-7346 NEW RH-7347 NEW RH-7348
巾92.5㎝ ↕64㎝ ↕ 92.5㎝ 巾92㎝ ↕32㎝ ↕ 46.1㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H108準不燃　防火種別 2-3　H109
防カビ防カビ

リーフ＆フラワー
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RH-7350 RH-7351

RH-7349 NEW RH-7351 RH-7350 NEW RH-7352 
巾93㎝ ↕64.2㎝ ↕ 46.4㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108
防カビ

巾92.5㎝ ↕17.5㎝ ↕18.5㎝（ステップ柄合わせ） 
サイクル消臭 防カビ

リーフ＆フラワー
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RH-7354

RH-7356・RH-7807不燃掲載

RH-7353 RH-7354

RH-7355 RH-7356

巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝ 

巾92㎝ ↕32.1㎝ ↕ 92㎝ 

不燃　防火種別 1-4　H108

不燃　防火種別 1-4　H109

防カビ

防カビ

リーフ＆フラワー
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RH-7357

RH-7359 不燃掲載

RH-7357 RH-7358

RH-7359 RH-7360

巾92.5㎝ ↕64㎝ ↕ 92.5㎝ 

巾93㎝ ↕64.1㎝ ↕ 46.4㎝ 

不燃　防火種別 1-4　H108

不燃　防火種別 1-4　H108

防カビ

防カビ

リーフ＆フラワー
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RH-7362

印象的に輝くグリッター、シルクの深みある光沢感、繊細な刺繍など、テキスタイルが持つ多彩な表情を再現しました。

シックでありながら華やかな雰囲気、空間を素敵に彩ります。

 横柄のため、ジョイントが目立つ場合があります。

 【RH-7362・RH-7363】濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

RH-7361 NEW

RH-7362 NEW

RH-7363 NEW

RH-7361 〜 RH-7363
巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕23.1㎝ 
防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

テキスタイル・パターン

99



RH-7365

RH-7369・RH-7367 不燃掲載

 【RH-7367〜 RH-7369】横柄のため、ジョイントが目立つ場合があります。
 【RH-7369】濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

RH-7364 〜 RH-7366 RH-7367 〜 RH-7369

RH-7364 NEW RH-7367 NEW

RH-7365 NEW RH-7368 NEW

RH-7366 NEW RH-7369 NEW

巾92㎝  巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕23.1㎝  
防カビ 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109 不燃　防火種別 1-4　H108

テキスタイル・パターン
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RH-7371・RH-7374

不燃掲載

RH-7370 NEW RH-7371 NEW

RH-7372

RH-7373

RH-7374
巾92.5㎝  ↕11.6㎝ 
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108

巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕23.1㎝
防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108

テキスタイル・パターン

101



RH-7376・RH-7379

不燃掲載

RH-7375 NEW RH-7376 NEW

RH-7377

RH-7378

RH-7379
巾92㎝  ↕2.3㎝ 
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109

巾92.5㎝ ↕9.2㎝ ↕15.4㎝ 不燃　防火種別 1-4　H108
防カビ 表面強化

テキスタイル・パターン
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RH-7382RH-7381RH-7380

RH-7380 RH-7381 RH-7382
巾93㎝ ↕32㎝ ↕23.2㎝（エンボスリピート） 巾92.5㎝ ↕27.7㎝ ↕23.1㎝ 巾92.5㎝ ↕64.3㎝ ↕ 46.2㎝
サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108

テキスタイル・パターン
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RH-7384 RH-7386

不燃掲載

RH-7383 RH-7385RH-7384 RH-7386
巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 92.5㎝ 巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕30.8㎝ 不燃　防火種別 1-4　H108 不燃　防火種別 1-4　H108
防カビ 防カビ

テキスタイル・パターン
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RH-7388

RH-7387 NEW

RH-7388 NEW

RH-7387・RH-7388
巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕15.4㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H108
防カビ

テキスタイル・パターン
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RH-7390

RH-7389 NEW

RH-7390

RH-7389・RH-7390
巾92.5㎝ ↕21.4㎝ ↕23.1㎝ 

準不燃　防火種別 2-3　H108

防カビ

テキスタイル・パターン
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RH-7392・RH-7399

子どもから大人まで楽しめるハンドメイドの優しく温かいデザイン。パールやラメ、質感の
異なるインクを使い、表現にさりげなく変化をつけました。子ども部屋やワークスペース、
書斎などのプライベートルームはもちろんクローゼットやトイレなどオリジナルの使い方も。
好きな色やデザインを探してみてください。

不燃掲載

RH-7391 RH-7394

RH-7392 NEW RH-7395 NEW

RH-7393 NEW RH-7396 NEW
巾92.5㎝ ↕16.1㎝ ↕30.8㎝ 巾92㎝ ↕16㎝ ↕30.7㎝ 
防カビ 防カビ

不燃　防火種別 1-4
H108

不燃　防火種別 1-4
H109

ポップライフ
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RH-7397 RH-7400

不燃掲載

RH-7397 RH-7399RH-7398 RH-7400
巾92.5㎝ ↕56.1㎝ ↕ 46.3㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H108 不燃　防火種別 1-4　H108
防カビ

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝
サイクル消臭 防カビ

ポップライフ
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RH-7402

RH-7403

92.5㎝

RH-7401

64.1㎝

46.3㎝
92.5㎝

RH-7404

RH-7401

RH-7403

RH-7402

RH-7404

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝ 

巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.3㎝ 

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

防カビ

防カビ

ポップライフ
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RH-7405

RH-7408

46.2㎝

46.4㎝

92.5㎝

93㎝

RH-7407

RH-7406

64.1
㎝

64.1
㎝

RH-7405

RH-7407

RH-7406

RH-7408

巾93㎝ ↕64.1㎝ ↕ 46.4㎝ 

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 46.2㎝ 

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H108

防カビ

防カビ

ポップライフ
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〈LED照明による照射後、消灯時の見え方〉
写真は、昼光色の LED 蛍光灯（120cm × 2 本）の光を約 1.5m の距離から照射し、消灯直後を撮影したものです。

蓄光柄が照明の光を蓄え、消灯後に優しく光ります。

暗くしたお部屋で光のアートが楽しめる壁紙です。

LED 照明にもご使用できます。

発光するためには、光エネルギーを蓄える必要があります。
光源は、家庭用の一般照明で十分効果が出ます。

蓄光の光源と光り方

・消灯直後はよく光りますが、時間の経過とともに光が弱くなっていきます。

・光源の種類や光源との距離により光る強さは異なります。

・電灯の形状や設置箇所によって照度が低いと、十分に飽和せずに光り難い場合があります。

・消灯後も窓や隣接の部屋などから光が入ると、蓄光柄の見え方が弱く感じられる場合が

あります。

・水分と接触すると発光性能が低下することがあります。

・白熱電球には効果がありません。あらかじめご了承願います。 RH-7409

RH-7410

巾92㎝ ↕64.1㎝ ↕ 46.1㎝ 

巾92㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92㎝ 

サイクル消臭 防カビ 蓄光性

サイクル消臭 防カビ 蓄光性

準不燃　防火種別 2-3　H109

準不燃　防火種別 2-3　H109

蓄光
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RH-7410RH-7410

RH-7409 RH-7409

リフォーム

不燃掲載

写真はブラックライトを使用しております。実際のイメージとは異なります。

蓄光
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RH-7412

RH-7411 NEW

RH-7412 NEW

RH-7411・RH-7412
巾93㎝ ↕33.8㎝ ↕ 46.5㎝（エンボスリピート） 
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

和調
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サイクル消臭 防カビ

サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビ

RH-7413

RH-7416

RH-7414

RH-7417

RH-7415

RH-7418

巾92.5㎝ ↕46.2㎝ ↕ 46.3㎝

巾92㎝ 巾92㎝ 

準不燃　防火種別 2-3　H108

準不燃　防火種別 2-3　H109 準不燃　防火種別 2-3　H109

和調
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RH-7420 RH-7421

巾92.5㎝ ↕2.8㎝ ↕2.7㎝ 巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕ 92.5㎝ 

RH-7421RH-7419 RH-7420

サイクル消臭 防カビ 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108

和調
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RH-7422 RH-7423 RH-7424

不燃掲載

RH-7422 RH-7423 RH-7424
巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 46.2㎝ 巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝　竹巾 ↕ 約4.5㎝ 巾92.5㎝ ↕64.2㎝ ↕ 46.3㎝　 
サイクル消臭 防カビ 表面強化 サイクル消臭 防カビ 表面強化 サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108 不燃　防火種別 1-4　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108

和調
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天井：RH-7425 天井：RH-7426

不燃掲載

45.8㎝46.2㎝ 45.8㎝
（0.7㎝）

RH-7426RH-7425

32.2㎝

RH-7427 RH-7428

RH-7425 RH-7429RH-7426 RH-7430
巾92.5㎝ ↕32.2㎝ ↕ 46.2㎝
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

巾92㎝ 

巾92.5㎝ ↕33.3㎝ ↕30.8㎝ （エンボスリピート）

サイクル消臭 防カビ

サイクル消臭 防カビ

巾93㎝ ↕78.8㎝ ↕ 93㎝　　　杉柾目
板巾 ↕ 45.8㎝　目地巾0.7㎝
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

不燃　防火種別 1-4　H109

準不燃　防火種別 2-3　H108

和調
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RH-7431 RH-7432 RH-7433 RH-7434

不燃掲載

リフォーム

RH-7431 RH-7432 RH-7433 RH-7434
巾93㎝ ↕12.8㎝ ↕23.2㎝
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

巾93㎝ ↕47㎝ ↕31㎝
サイクル消臭 防カビ

準不燃　防火種別 2-3　H108

巾92.5㎝ ↕32㎝ ↕ 46.3㎝ 巾92.5㎝ ↕64.3㎝ ↕ 92.5㎝ 

不燃　防火種別 1-4　H108 準不燃　防火種別 2-3　H108

防カビ 防カビ リフォームおすすめ

和調
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美しい日本の姿　美しい日本の心　3つのストーリー

日本の暮らしを感じる
工芸の意匠。先人たちの知恵や工夫。風土や地域性。環境や生活から生まれ、洗練された
「用の美」として今に伝えられています。その作り込まれたテクスチャーを、デザインとして昇華させました。

日本の四季を感じる
一日の時間の経過。時の流れとともに印象を変える。時とともに色を変えるダイナミックな美しさ。
日本ならではの四季の色、季節の色を配色として構成。四季の移ろいを、カラーとして表しました。

日本の風景を感じる
日本の自然とともに生きてきた私たち。 包み込むような雄大さ。 優しく、心の奥底に心象風景として形作られ、
琴線に触れる。誰もがイメージとして持つ風景や情景。心に響くデザイン•パターンを堪能してください。

写真：三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア

心地よさを、目に見える形へ。

シンプルでありながら、ディティールにこだわったデザイン。
光を豊かに印象的に感じるマテリアル。
インテリアと調和する幅広いカラーバリエーション。

快適で美しい壁紙は上質な空気を奏でます。
心からリラックスし、安らぎを感じる空間を演出する
触れたくなる心地良さ。

空気を洗う壁紙 ®　クラフトライン

「空気を洗う壁紙 ®  クラフトライン」は、グッドデザイン賞　受賞カテゴリーです。

「半永久的な空気の清浄化機能という
付加機能を持った壁紙であるが
丁寧につくり込まれたテクスチュアと
使い勝手の良いカラーシステムが高い評価を得た。
表面の繊細なエンボスや深みのある印刷表現により
プリントものでありながら高品位の質感を実現しており
空間の価値を高めることに貢献している」

(審査委員評価情報　受賞番号11G0 4 0 9 0）
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不燃掲載



美しい日本の姿　美しい日本の心　3つのストーリー

日本の暮らしを感じる
工芸の意匠。先人たちの知恵や工夫。風土や地域性。環境や生活から生まれ、洗練された
「用の美」として今に伝えられています。その作り込まれたテクスチャーを、デザインとして昇華させました。

日本の四季を感じる
一日の時間の経過。時の流れとともに印象を変える。時とともに色を変えるダイナミックな美しさ。
日本ならではの四季の色、季節の色を配色として構成。四季の移ろいを、カラーとして表しました。

日本の風景を感じる
日本の自然とともに生きてきた私たち。 包み込むような雄大さ。 優しく、心の奥底に心象風景として形作られ、
琴線に触れる。誰もがイメージとして持つ風景や情景。心に響くデザイン•パターンを堪能してください。

写真：三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア

心地よさを、目に見える形へ。

シンプルでありながら、ディティールにこだわったデザイン。
光を豊かに印象的に感じるマテリアル。
インテリアと調和する幅広いカラーバリエーション。

快適で美しい壁紙は上質な空気を奏でます。
心からリラックスし、安らぎを感じる空間を演出する
触れたくなる心地良さ。

空気を洗う壁紙 ®　クラフトライン

「空気を洗う壁紙 ®  クラフトライン」は、グッドデザイン賞　受賞カテゴリーです。

「半永久的な空気の清浄化機能という
付加機能を持った壁紙であるが
丁寧につくり込まれたテクスチュアと
使い勝手の良いカラーシステムが高い評価を得た。
表面の繊細なエンボスや深みのある印刷表現により
プリントものでありながら高品位の質感を実現しており
空間の価値を高めることに貢献している」

(審査委員評価情報　受賞番号11G0 4 0 9 0）
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不燃掲載
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RH-7435 〜 RH-7442

八 雲 Yakumo

不燃　防火種別 1-4　 H109

巾92㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92㎝
サイクル消臭 防カビ

RH-7437  

八雲　幾重にも連なった雲形　或いは　柳宗悦に「これぞ日本の紙」と言わしめた出雲民芸紙の産地

遥かなる彼方の水平線や、頂からの雄大な眺望。　雲海と和紙の印象をデザインに表しました。

RH-7437

不燃掲載
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不燃掲載

■施工注意　柄合わせについて
①巾ごとに段差を生じさせるデザイン施工をする際には、商品の両耳にある大きめの△ジョイントマークと、
小さめの△ジョイントマークでの柄合わせ施工をお願い致します。（右写真参照）

②通常の柄合わせは大きめの△ジョイントマークでの柄合わせ施工をお願い致します。

RH-7438  灰桜 RH-7439  照柿

RH-7435 灰色

RH-7440  朽葉

RH-7436 灰青

RH-7441 蓬色

RH-7437  縹色

RH-7442 青竹色

八雲　八色の雲海　白抜けの表情は、季節の移ろいを感じさせる日本の色です。

92㎝
276㎝

RH-7440（ 3巾） ※ハーフステップであえて巾ごとに柄をずらしたデザイン施工イメージです。
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RH-7443 〜 RH-7451

薫 風 Kunpu

不燃　防火種別 1-4　 H109

巾92㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92㎝

サイクル消臭 防カビ 表面強化

RH-7446

RH-7444

薫風　風薫る　初夏の穏やかな南風。柔らかな風をともなう風景の印象。
南国の上布をイメージした、軽やかで素朴な色合い。

草木染めのような繊細な抑揚。うっすらと色彩を感じる、気品あるデザインです。

不燃掲載



124

不燃掲載

RH-7443  灰白

RH-7444  白鼠

RH-7445  銀鼠

RH-7446  退紅

RH-7447 砂色

RH-7448  利休白茶

RH-7449  灰緑

RH-7450  錆青磁

RH-7451  浅縹

RH-7451
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巾92㎝ ↕64.1㎝ ↕ 46.1㎝

サイクル消臭 防カビ 表面強化

RH-7452 〜 RH-7462

紗 綾 Saya

■施工注意　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが
目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

不燃　防火種別 1-4　 H109

RH-7456 

RH-7459・RH-7456

紗　通風よく涼感がある「うすもの」と称される、透ける様に織り上げられた絹織物。

紗がかかる　空がうっすらと白く濁る様。薄雲に覆われた青空が薄衣を透かした様に見える様。

清涼感あるホワイト、グレイ系から、大島紬のような泥染の印象の濃色。高級感ある仕上がりになりました。

不燃掲載
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不燃掲載

RH-7452  

RH-7453  

RH-7454  

RH-7455  

RH-7456  

RH-7457  

RH-7458  

RH-7459  

RH-7460  RH-7461  RH-7462 

RH-7461
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RH-7463 〜 RH-7475

翠 嶺 Suirei

不燃　防火種別 1-4　 H109

巾92㎝ ↕63.9㎝ ↕ 92㎝
サイクル消臭 防カビ 表面強化

RH-7464 

RH-7469・RH-7464

■施工注意　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが
目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

和歌山県高野口町では百年以上にわたり、長毛の型押し織物（シール織物）の生産が盛んであり、
その技術は高品質なフェイクファーとして昇華。世界のアパレルブランドに使用されています。

その現代の手工芸とも言える優美なイメージをプリント同調エンボスで表し、奥深いカラーを実現させました。

不燃掲載
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不燃掲載

RH-7463 

RH-7464 

RH-7465 

RH-7466 

RH-7467 

RH-7468 

RH-7469 

RH-7470 

RH-7471 

RH-7472 

RH-7473 

RH-7474 

RH-7475 

使い勝手の良いニュートラルカラーと、メタリックな配色のアクセントカラー。

キッチュなインテリアにもご利用頂ける「ひとひねり」したカラーリングです。

彩度が高く発色の良い色合いは、今までに無い高級感も醸し出します。
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RH-7476 〜 RH-7483

志 野 Shino

不燃　防火種別 1-4　 H108

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝

RH-7478 

RH-7478
■施工注意　
プリントリピート柄合わせの商品です。エンボスリピートは合いません。　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが
目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

朽ちた質感。スモーキーでマットなペイント調の配色。

古の志野茶碗の表層の如く、細かい貫入や柚肌、小さな孔を表現。

寂びた景色の意匠。日本人が持つ美意識をモダンデザインとして昇華しました。

サイクル消臭 防カビ

不燃掲載
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不燃掲載

RH-7476 

RH-7477 

RH-7478 

RH-7479 

RH-7480 

RH-7481 

RH-7482 

RH-7483 

先人たちの美意識の現れ。その奥にある自然観や職人たちの感性に触れる。
過去の物としてではなく、今のインテリアにもしっくりと溶け込む。
或いは、デザインやインテリアに置き換える。
そのような発想から、テクスチャーとカラーを構成しました。

鼠志野　志野焼の一つ。鉄化粧を施した素地を篦（へら）で搔き落として文様を表し、
厚く長石釉を掛けて焼いたもの。鉄が焼けて鼠色を呈する。

RH-7483



131

RH-7484 〜 RH-7488

舞 華 Maika

■施工注意　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによる
ツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

　 H108
不燃　防火種別 1-4

巾92.5㎝ ↕32㎝ ↕ 46.1㎝
サイクル消臭 防カビ

土壁の櫛引き仕上げをイメージしたデザイン。
鉱物を錬り込んだような存在感のあるテクスチャー。
光沢の表情はマイカ（Mica：雲母）のようなきらめき。
味わい深く、リッチな印象のシリーズです。

RH-7487

RH-7484 RH-7485 RH-7486 RH-7487 RH-7488 

不燃掲載



132

不燃掲載

RH-7489 〜 RH-7492

銀 雨 Gin-u

　 H108
不燃　防火種別 1-4

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92.5㎝
サイクル消臭 防カビ 表面強化

RH-7492

RH-7489 RH-7490 RH-7491 RH-7492 

交織した縦縞のテキスタイルに、箔を重ね合わせたイメージ。
或いは、プラチナ織物のような金属光沢を持つ風合い。
シルバーの色を帯び、さめざめと降る、雨の情景。
日本人の琴線に触れる、心の風景。
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RH-7493 〜 RH-7496

叢 雨 Murasame

　 H108
不燃　防火種別 1-4

巾92.5㎝ ↕63.9㎝ ↕ 92.5㎝

金属のエイジング感を表す、ランダムな描線模様。
無垢材との相性も良い、和を感じさせるカラーリング。
描線はあたかも、広重や北斎の雨の風景。
後世の画家に影響を与えた雨の描写。心に描く心象の風景。

サイクル消臭 防カビ 表面強化

RH-7494

RH-7493 RH-7494 RH-7495 RH-7496 

不燃掲載
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不燃掲載

RH-7497 〜 RH-7501

黒 耀 Kokuyou

　 H108
不燃　防火種別 1-4

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 46.2㎝

金属光沢。備長炭の断面のような、輝きを増す光沢感。
シャープなエッジ。黒曜石の鋭さ。柱状節理の美しい均整。
クラフトラインならではのエンボスデザインです。
洗練されたグレイッシュな配色は、洗練されたモダンデザイン。

■施工注意　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによる
ツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

サイクル消臭 防カビ 表面強化

RH-7501

RH-7497 RH-7498 RH-7499 RH-7500 RH-7501 
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RH-7502 〜 RH-7505

朧 月 Rougetsu

■施工注意　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによる
ツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

　 H108
不燃　防火種別 1-4

巾92.5㎝ ↕63.9㎝ ↕ 92.5㎝

和紙のモチーフ。奥行きをラフなストライプで現し、
透かしのような、明暗の面白さが表現されました。
朧（おぼろ）の月の薄明かりが、 木立を照らし影を成す。
その隙間から見える、連なる光と影。絵画的な意匠です。

サイクル消臭 防カビ

RH-7504

RH-7502 RH-7503 RH-7504 RH-7505 

不燃掲載
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不燃掲載

RH-7506 RH-7507 RH-7508

H108
不燃　防火種別 1-4

巾93㎝ ↕78㎝ ↕93㎝　

RH-7506 〜 RH-7508

左官の技法「櫛引き」の模様。漆喰に櫛を当て模様をつける
装飾技法。
或いは和紙のような素材感ある表情。
ひび割れた、焼物の「カイラギ」の様にも見える
エンボスデザイン。
年月を感じる、どっしりとした風合い。
印象的でノスタルジックなイメージのデザインです。

月 影 Tsukikage

RH-7507

サイクル消臭 防カビ
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RH-7520 

不燃　防火種別 1-4　 H108 

巾92.5㎝ ↕63.8㎝ ↕ 92.5㎝

RH-7509 〜 RH-7520

絹地（シルク）ならではの光沢感、反射感をエンボスで再現した繊細な仕上がりです。 
深い鮮やかな色合いと、ニュートラルな配色の構成です。 

珠 絹 Tamakinu

サイクル消臭 防カビ

■施工注意　
横柄で反射効果のある柄のため、光源によってジョイントが目立つ場合があります。　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが
目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

RH-7520

不燃掲載
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不燃掲載

珠絹　玉糸（スラブ）使用のシャンタンの風合い。 
経糸に生糸、緯糸に玉糸や紬紡糸（ちゅうぼうし）を用いた、紬（つむぎ）風の平織り絹地。

RH-7509

RH-7510

RH-7511

RH-7512

RH-7513

RH-7514

RH-7515

RH-7516

RH-7517

RH-7518

RH-7519 

RH-7520 

洗練された表情のベースカラー。彩度の高い鮮やかなコーディネートカラー。 
美しい光沢感を持ち合わせた、日本の四季や風景を感じるカラーリングです。
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RH-7521 〜 RH-7529

南国の風になびく軽やかさ。透明感が醸し出す、清涼のイメージ。
空間を上質に纏う。そんな心地よい安らぎを与える意匠です。

凉 音 Suzuoto

RH-7521

RH-7522 RH-7526

RH-7523 RH-7527

RH-7524 RH-7528

RH-7525 RH-7529

不燃　防火種別 1-4 　H108

巾92.5㎝ ↕23.1㎝ ↕ 46.2㎝
サイクル消臭 防カビ 表面強化

RH-7522

不燃掲載
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不燃掲載

RH-7530

RH-7531

RH-7532

RH-7533

RH-7534

RH-7535

RH-7536

RH-7537

RH-7538

 不燃　防火種別 1-4 　H109

巾92㎝ ↕23.1㎝ ↕ 46.1㎝

RH-7530 〜 RH-7538

瞬 麗 Syunrei

■施工注意　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

サイクル消臭 防カビ

陰影と光沢感が生み出す、艶やかな表情。基調色のグラデーション。

アクセントのゴールドとブラック。居室から店舗まで幅広くご利用いただけます。

RH-7532



141

不燃　防火種別 1-4　 H109

巾92㎝　

RH-7539 〜 RH-7544

影 錘 Kagetsumugi

絹糸と毛糸などをまぜて織る交織。異なるものが作り出すアンサンブル。
陰影を感じさせるレイヤー感のあるプリント。実態の糸と、影を紡いだような均衡。

サイクル消臭 防カビ 表面強化

RH-7539

RH-7540 RH-7543

RH-7541 RH-7544

RH-7542

RH-7540

不燃掲載
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不燃掲載

不燃　防火種別 1-4 　H109

巾92㎝ ↕48㎝ ↕ 46.1㎝

RH-7545 〜 RH-7549

夕 凪 Yunagi

■施工注意　
横柄のため、ジョイントが目立つ場合があります。比較的厚みが無くフラットな商品のため、より平滑な下地処理をお願い致します。
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。サイクル消臭 防カビ

RH-7545

RH-7547RH-7546

RH-7548

RH-7549
夕刻の海岸、海風から陸風に替わるときの無風状態。静寂感を表す印象。
上等な絹織物シルクシャンタンの光沢感。きめ細やかな手触りを再現しました。

RH-7547
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RH-7550

RH-7551 RH-7553 

RH-7552 RH-7554

RH-7555 

不燃　防火種別 1-4 　H109

巾92㎝ ↕32㎝ ↕23㎝

RH-7550 〜 RH-7555

紙 衣 Kamiko

紙子　紙で仕立てた衣服。デザインモチーフは紙布織。清廉な様のグレイの階調。
伝統的な柄のモチーフを、モダンなカラーとトーンで構成しています。

■施工注意　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。サイクル消臭 防カビ

RH-7552

不燃掲載
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不燃掲載

不燃　防火種別 1-4　H109

巾92㎝ ↕32㎝ ↕ 46.1㎝

RH-7556 〜 RH-7558

芭 蕉 Bashou

琉球上布、芭蕉布からのインスピレーション。薄く張りのある感触。 

素朴な自然素材の表情の中に、培われた力強さを感じる奥深い意匠です。

不燃　防火種別 1-4　H109

巾92㎝ ↕46㎝ ↕ 46.1㎝

RH-7559 〜 RH-7561

絹 雲 Kenun

 不燃　防火種別 1-4　H109

巾92㎝　

RH-7562 〜 RH-7564

水 煙 Suien

■施工注意　
横柄のため、ジョイントが目立つ場合があります。比較的厚みが無くフラットな
商品のため、より平滑な下地処理をお願い致します。

サイクル消臭 防カビ 表面強化 サイクル消臭 防カビ 表面強化 サイクル消臭 防カビ 表面強化

RH-7562RH-7559RH-7556

RH-7563RH-7560RH-7557

RH-7564RH-7561RH-7558

絹雲。秋の空にかかる繊細な繊維状のすじ雲。
タイシルクのようなハンドクラフトの風合いを再現しています。

水の飛沫（ひまつ）が煙のように見えるもの。みずしぶき、みずけむり。

経糸を強調した無地絣のような、男性的なイメージも感じられる柄です。
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不燃　防火種別 1-4　 H108

巾92.5㎝ ↕23.1㎝ ↕30.9㎝

RH-7565 〜 RH-7569

楊 柳 Youryu

楊柳　表面に小じわを出した、柳の葉を重ねたような「しぼ」のこと。
穏やかな揺らぎは、優雅な雰囲気を醸し出し、シックな色合いが落ち着きを与えます。

■施工注意　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。サイクル消臭 防カビ

RH-7565

RH-7566

RH-7567 RH-7568

RH-7569

RH-7567

不燃掲載
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不燃掲載

不燃　防火種別 1-4 　H109

巾92㎝ ↕12.8㎝ ↕18.4㎝

RH-7570 〜 RH-7573

織 詩 Orikotoba

■施工注意　
柄の特性により、ジョイントが目立つ場合があります。
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。サイクル消臭 防カビ

RH-7570

RH-7571

RH-7572

RH-7573
上質なドビー織の風合い。或いは味わいのある伝統的な紬の調べ。

さりげない意匠ですが、伝統工芸の重厚感も持ち合わせている柄です。

RH-7570
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不燃　防火種別 1-4　H108 

巾92.5㎝ ↕64㎝ ↕ 92.5㎝（エンボスリピート）

RH-7574 〜 RH-7578

響 紋 Kyoumon

RH-7574

RH-7575 RH-7576

RH-7577

RH-7578
響く音の紋様。ステンレスのバイブレーション仕上げを再現しました。
繊細なエンボスのハーモニー。様々な金属のイメージ。高級感あふれるシリーズです。

サイクル消臭 防カビ 表面強化

RH-7574

不燃掲載
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不燃掲載

不燃　防火種別 1-4　 H108

巾92.5㎝ ↕63.9㎝ ↕ 92.5㎝（エンボスリピート）　

RH-7579 〜 RH-7582

淡 海 Oumi

RH-7579

RH-7580

RH-7581

RH-7582

■施工注意
エンボスリピートによる柄合わせ商品です。プリントリピートは合いませんので、あらかじめご承知おきください。サイクル消臭 防カビ 表面強化

さまざまな金属箔の光沢感と表情を再現。クールでモダンな金属のイメージを微細な
エンボスで表し、ベースのフラットな静寂感と相まって景色を創り上げています。

RH-7580
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RH-7583

RH-7584

RH-7585

RH-7586

  　
不燃　防火種別 1-4 　H109

巾92㎝ ↕64㎝ ↕ 92㎝

RH-7583 〜 RH-7586

瑞 音 Mizuoto

みずみずしい木肌の質感。水の流れすら感じるデザイン。ゆったりとした表情。
質感を活かしたシンプルな配色は、落ち着いた空間の印象に。

■施工注意　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。サイクル消臭 防カビ

RH-7584

不燃掲載
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不燃掲載

不燃　防火種別 1-4　 H109RH-7587 〜 RH-7592

白 妙 Shirotae

巾92㎝ ↕64.1㎝ ↕ 92㎝
サイクル消臭 防カビ

RH-7587

RH-7588 RH-7590

RH-7589 RH-7591

RH-7592

■施工注意　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

白を中心としたニュートラルカラーのシリーズ。繊細だけれどもダイナミック。
深く刻まれたシャープなエンボスの陰影が、プリントを美しく引き立てます。

RH-7589
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RH-7593

RH-7594

RH-7595

RH-7596

  　
不燃　防火種別 1-4 　H109

巾92㎝ ↕36.2㎝ ↕ 46.1㎝

RH-7593 〜 RH-7596

桂 垣 Katsuragaki

古来から様々な道具として利用されている「藁」。限りなく日本的な味わいを持つ
素材をモチーフにあしらい、大胆なモダンデザインにアレンジしました。

サイクル消臭 防カビ

桂垣（かつらがき：桂離宮のものを原型とする竹垣の形式名）
日本をイメージする素材は海外のデザインモチーフとして人気があり、神秘的な精神性を現代風に表現するものとして好まれています。

地色と柄のバランスと間。それぞれの配色と柄のコントラストが、生き生きとした表情に仕上がっています。

RH-7596

不燃掲載
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不燃掲載

■施工注意① ■施工注意②

 不燃　防火種別 1-4
H108

巾92.5㎝ ↕21.3㎝ ↕23.1㎝

東 雲 Shinonome
不燃　防火種別 1-4

H109
巾92㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.1㎝

朝 霞 Asakasumi
不燃　防火種別 1-4

H108
巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.2㎝　

霧 野 Kirino

■施工注意①　横柄のため、ジョイントが目立つ場合があります。比較的厚みが無くフラットな商品のため、より平滑な下地処理をお願い致します。
■施工注意②　濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

RH-7604

RH-7605

RH-7606

RH-7600

RH-7601

RH-7602

RH-7603

RH-7597

RH-7598

RH-7599

サイクル消臭 防カビ 表面強化 サイクル消臭 防カビ サイクル消臭 防カビ
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落 水 Rakusui Waterfall

艶やかな岩盤の上を滑る様に流れる水。絶え間なく、永遠に続くかのような滝の流れの神秘性。

離れて見ても意匠を感じる陰影と色の濃淡。さまざまな用途の空間におすすめする、自然を感じる美しいデザイン。
高さのある吹き抜けや、広がりある空間に効果的に映えるデザインとして、多くの物件でご採用いただいています。 

RH-7607

不燃掲載
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不燃掲載

不燃　防火種別 1-4 　H108

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ （ステップ柄合わせ） 

RH-7607 〜 RH-7610

落 水 Rakusui

RH-7607 RH-7608 RH-7609 RH-7610

■施工注意　
大きなリピートのステップ柄合わせ商品です。天井高によってロスが多く出ます。あらかじめご承知おきください。
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特に
ご注意をお願い致します。

サイクル消臭 防カビ

縦1250mm×横930mmの1リピートを、ステップジョイントで仕上げる商品設計。
エンボスはモダンな縦方向の石目調です。

93㎝
279㎝

RH-7610（ 3巾）
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清 和 Suminagi River

滔々と流れる大河の姿。きらびやかな光彩と波の陰影を、絵画の様に、デザインに置き換えました。

清和(せいわ)　空が晴れて気候が穏やかなこと。「清」青くすみきるの意。「和」凪ぎに同じ意味と読み。
壁面に大らかな表情をつくり、雄大な自然を感じさせてくれるデザインです。海や川など水にまつわる建物に多くご利用いただいています。

RH-7612

不燃掲載
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不燃掲載

 　不燃　防火種別 1-4　H108

巾92.5㎝ ↕59.9㎝ ↕ 92.5㎝ （ステップ柄合わせ） 

RH-7611 〜 RH-7616

清 和 Suminagi

RH-7611

RH-7615

RH-7612 RH-7613

RH-7616

RH-7614

■施工注意　
横方向に大きなリピートのステップ柄合わせ商品です。壁面サイズによってロスが多く出る場合
があります。あらかじめご承知おきください。
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ち
やすいため、特にご注意をお願い致します。

サイクル消臭 防カビ

縦599mm×横925mmの1リピートを、ステップジョイントで仕上げる商品設計。
エンボスのカテゴリーは織物調。ゆったりとした陰影が効果的です。

92.5㎝
277.5㎝

RH-7614（ 3巾）
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群 景 Gunkei Pastoral Symphony

縦849㎜×横920㎜の迫力のあるプリントエンボス同調設計。
ダイナミックであり、表情に繊細さを持ち合わせる、奥深い美しさは感動すら覚えます。

RH-7620

不燃掲載
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不燃掲載

RH-7620

RH-7621

RH-7622

RH-7617

RH-7618

RH-7619

不燃　防火種別 1-4 　H109

巾92㎝ ↕84.9㎝ ↕ 92㎝

RH-7617 〜 RH-7622
■施工注意　
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、
特にご注意をお願い致します。

故郷の印象。生活の営みのかたち「田園」の風景からインスピレーション。
力強い大地のメッセージを土壁調のイメージに昇華させたデザインです。
大きな壁面に使用することで、この自然な景色がいっそう引き立つ、格調高いデザインです。

サイクル消臭 防カビ

RH-7620
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① ローラー / Roller Coat

② ゆず肌 / Spray Finish

① 細目 / Smooth

② 中目 / Middle

③ 粗目 / Rough

① ニュートラル / Neutral

② クール / Cool

③ ウォーム / Warm

エンボス・サイズ
［３タイプ］

カラー
［３タイプ］  

テクスチャー
［２タイプ］

日本塗料工業会　塗装用標準色　推奨品番
ニュートラル ……… KN-93（2019年K版）

クール ……………… J65-90A（2017年J版）

ウォーム …………… K25-92B（2019年K版）

ローラー柄とスプレー柄の塗装仕上げの風合いを壁紙で表現しました。
建材メーカーの吸音板標準色とのカラーマッチを考慮したニュートラルカラー。
繊細な仕上げから施工性を考慮したハイボリュームまでのバリエーション。
空気にも配慮した快適サイクル消臭壁紙です。

各種用途に対し、幅広く選べる18種のバリエーション。
壁面への施工も可能な商品群です。

18  variation  2 texture×3 emboss×3 color

塗装仕上げを厳密に再現した天井用壁紙

■規格
巾92㎝　　
H109

品番 防火種別 不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料 金属板

RH-7628 〜 RH-7645 1-4 不燃 不燃 準不燃 不燃

■防火性能　不燃・準不燃

サイクル消臭 防カビ

北里大学病院（建築設計：株式会社日建設計　内装設計：株式会社日建スペースデザイン）

不燃掲載

空気を洗う壁紙 Ⓡ　天井　
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不燃掲載

S
m

ooth
M

id
d

le

RH-7628

RH-7631

RH-7634

RH-7637

RH-7640

RH-7643

RH-7629

RH-7632

RH-7635

RH-7638

RH-7641

RH-7644

RH-7630

RH-7633

RH-7636

RH-7639

RH-7642

RH-7645

R
ough

Neutral   N9.5

 Roller Coat  Spray Finish
Neutral   N9.5Cool   5B9.5/0.25 Cool   5B9.5/0.25Warm   5Y9.5/0.75 Warm   5Y9.5/0.75

■施工注意　ペイントタッチの一部の商品は、比較的厚みが無くフラットな商品のため、より平滑な下地処理をお願い致します。



RH-7649 参考写真 （福岡市  Ｆ病院）

不燃掲載

表面を撥水コーティングすることにより、
未加工品よりも汚れが拭き取りやすい壁紙です。

■ サイクル消臭
トリプルフレッシュ ® 消臭加工により、お部屋の臭いを半永久に吸着・分解＝消臭。

■ 撥水性 
撥水コーティングにより、付着した水分や汚れが拭き取りやすくなっています。

■ 表面強化 ［壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠］

強化タイプの樹脂層により、キズに強いです。

多くの商業、医療、介護施設でご支持をいただいています。

RH-7648 RH-7649

RH-7650 RH-7651

RH-7646 RH-7647 RH-7652 RH-7653
巾92㎝ 不燃　防火種別 1-4　H109 
サイクル消臭 防カビ 表面強化

巾92.5㎝ ↕32㎝ ↕ 46.1㎝ 不燃　防火種別 1-4　H108 
サイクル消臭 防カビ 表面強化

空気を洗う壁紙 Ⓡ　不燃

撥水コート・表面強化
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不燃掲載

RH-7654 RH-7655 RH-7660 RH-7661

RH-7656 RH-7657 RH-7662 RH-7663

RH-7658 RH-7659 RH-7664 RH-7665
巾92㎝ 不燃　防火種別 1-4　H109 
サイクル消臭 防カビ 表面強化

巾92㎝ 不燃　防火種別 1-4　H109 
サイクル消臭 防カビ 表面強化

不燃　空気を洗う壁紙 Ⓡ　撥水コート・表面強化
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RH-7668不燃掲載

RH-7666 NEW

RH-7667 NEW

RH-7668 NEW

RH-7666 〜 RH-7668
巾92.5㎝ ↕32㎝ ↕ 46.2㎝ 
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108

空気を洗う壁紙 Ⓡ　不燃

スタンダード
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不燃掲載

 【RH-7678・RH-7681・RH-7682・RH-7683】
濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

巾92㎝

RH-7669 RH-7670 RH-7671 RH-7672 RH-7673

RH-7674 RH-7675 RH-7676 RH-7677 RH-7678

RH-7679 RH-7680 RH-7681 RH-7682 RH-7683

RH-7669 〜 RH-7683
不燃　防火種別 1-4　H109 

サイクル消臭 防カビ

不燃　空気を洗う壁紙 Ⓡ　スタンダード
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不燃掲載

RH-7684 RH-7687 RH-7690 RH-7693

RH-7685 RH-7688 RH-7691 RH-7694

RH-7686 RH-7689 RH-7692 RH-7695

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109

巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.1㎝ 巾92㎝ 

巾92㎝ 

巾92㎝ 巾92㎝ 

サイクル消臭 防カビ 透湿性 サイクル消臭 防カビ 透湿性

サイクル消臭 防カビ 透湿性

サイクル消臭 防カビ 透湿性 サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H108 不燃　防火種別 1-4　H109

不燃　防火種別 1-4　H109

不燃　防火種別 1-4　H109 不燃　防火種別 1-4　H109

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109

巾92㎝ ↕21.9㎝ ↕30.7㎝（エンボス/無地貼り可） 
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109

 【RH-7687・RH-7689・RH-7690・RH-7691】
通気性壁紙（透湿性）は、接着剤の塗布後、水分の乾燥が速いため、あい剥ぎしやすいです。オープンタイムは10～15分、施工可能時間は30分を目安にお願い致します。

また、施工時に化粧層の色味が一時的に変わる、粘着性を感じるなどの症状が出ますが、施工後にはこの症状は消えます。

空気を洗う壁紙 Ⓡ　スタンダード　不燃
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不燃掲載

RH-7696 RH-7699 RH-7702 RH-7705

RH-7697 RH-7700 RH-7703 RH-7706

RH-7698 RH-7701 RH-7704 RH-7707
巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109

巾92㎝  
サイクル消臭 防カビ

不燃　防火種別 1-4　H109

不燃　空気を洗う壁紙 Ⓡ　スタンダード
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感じて、触れ合って、学ぶ。

色の効果や、色を通じて子供たちの感性を刺激し、豊かな心を育む。もっ
と伝えたい色、もっと感じてみたい色。感じることは知ることにつながり、
子供たちの学びにもつながる。いつも笑顔があふれる場所にふさわしい、
楽しく、豊かに空間を彩ってくれる、壁紙シリーズです。

きれいなペイント調の多配色壁紙。

マットで落ち着いたカラーリングは、天然木やフローリングとの相性も良く、
コーディネーター様やデザイナー様からも注目されています。
優しいグレイッシュなトーンは非常に人気が高く、多くご利用いただいてい
ます。その他、ウォームグレーやグレージュなど、６０色をご用意致しました。

一般住宅でも人気のシリーズです。

発売以来、幼稚園・保育園はもちろん、住宅・マンションにも多くご利用
いただいています。子供部屋だけでなく、リビングやキッチン、洗面所など。
ホワイトやベージュのベースカラーも豊富にご用意。組み合わせてご利用い
ただけます。

抗菌・汚れ防止スーパーハード「幼児の城」
監修： 株式会社日比野設計+ 幼児の城

壁紙「幼児の城」はキッズデザイン賞受賞商品シリーズです。
第 8 回キッズデザイン賞「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン」

メンテナンス性の高い抗菌 · 汚れ防止機能。

キズや衝撃に強く、汚れも拭き取りやすい壁紙。強度のある樹脂層に、フィ
ルムラミネートでさらに強度をもたせています。キズや汚れのケアを必要と
する空間に最適です。

お手入れ簡単。抗菌・汚れ防止機能が付加。
壁紙表面にラミネートされたエバールフィ
ルムは、食品包装に使用されている安全性
の高いフィルムです。 汚れを落としやすく、
抗菌性能で細菌の繁殖を抑えます。付着
した汚れは軽く拭き取ることができるの
で、メンテナンス性に優れています。

裏打ち紙層

樹脂層

印刷層

エバール®
フィルム層

構造
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不燃掲載

写真：スタジオバウハウス

抗菌・汚れ防止 スーパーハード

「幼児の城」
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不燃掲載

ホワイトピーチ

ピーチ

ペオニー

ビーツ

カムカム

ミルク

コットン

クラウド

アイボリー

マッシュルーム

バニラ

コンクリ−ト

ジンジャー

シープ エッグシェル

ポーセレン

フェザー

スノー スモーク

サンド

シルク アッシュ

アプリコット

ハニー

オレンジ

パーシモン

ペア

クインス

マスタード

キャラメル

オパール

ローリエ

バジル

グラス

ローズマリー

シークワーサー セレスタイト

ターコイズ

アース

オーシャン

ディープシー

ラピスラズリ−

インディゴ

アケビ

プラム

プルーン

コーラルストーン

ライムストーン

マッドストーン

クレイ

アーモンド

パインコーン

マッド

カカオ

コーヒー

グラニット

アイアンサンド

アスファルト

ナチグロ

チャコール

RH-7756

RH-7764

RH-7757

RH-7765

RH-7758

RH-7766

RH-7759

RH-7767

RH-7760 RH-7761

RH-7753

RH-7762

RH-7751 RH-7754

RH-7763

RH-7752 RH-7755

抗菌・汚れ防止 スーパーハード「幼児の城」
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 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

不燃掲載

RH-7708 〜 RH-7712

RH-7708 RH-7709 RH-7710 RH-7711 RH-7712
ホワイトピーチ ピーチ ペオニー ビーツ カムカム

活動的なイメージの赤。集中力を高める効果があると言われています。彩度の低い赤は高貴な印象があり、空間に落ちつきを与えます。

巾92㎝ 　不燃　防火種別 1-4　H109　 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

[ 読書＆隠れ家スペース ]

RH-7712 RH-7708

抗菌・汚れ防止 スーパーハード「幼児の城」　
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 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

不燃掲載

RH-7713 〜 RH-7716

RH-7713  RH-7714  RH-7715 RH-7716  

アプリコット ハニー オレンジ パーシモン

元気なイメージのオレンジ。親しみやすく陽気な気分を生み、仲間意識を高める効果があると言われています。

巾92㎝ 　不燃　防火種別 1-4　H109　 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

[ 遊び場スペース ]

RH-7713RH-7715

P.169 施工例：ホワイトピーチのキッチン

明るく優しいライトグレイッシュ。淡くスモーキーなカラーは

落ちついた雰囲気も感じられます。

P.170 施工例：オレンジのダイニング

ナチュラルモダンなインテリアを有機的に演出するブライト

トーンのオレンジ。

抗菌・汚れ防止 スーパーハード「幼児の城」
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 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

不燃掲載

RH-7717 RH-7718 RH-7719 RH-7720 
ペア クインス マスタード キャラメル

RH-7717 〜 RH-7720

心が弾む楽しいイメージの黄色。判断力や記憶力を高める効果があると言われています。気分も上がり、活発なコミュニケーションが期待できます。

巾92㎝ 　不燃　防火種別 1-4　H109　 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

[ アトリエスペース ]

RH-7718 RH-7717

P.171 施工例：ペア（洋梨）のダイニング

きれいなイエローベージュ。ナチュラルなインテリアが映える

明るいカラーです。

P.172 施工例：オパールとローズマリーのキッチン

人気の高い色のコンビネーション。ライトとグレイッシュ、2

つのトーンでコーディネート。ローズマリーは木質の床と相性

の良いカラーです。

抗菌・汚れ防止 スーパーハード「幼児の城」　
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 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

不燃掲載

RH-7721 RH-7722 RH-7723 RH-7724 RH-7725 RH-7726 
オパール ローリエ バジル グラス ローズマリー シークワーサー

RH-7721 〜 RH-7726

穏やかなイメージの緑。木や森など、自然の色でもあり、安心感やリラックス効果を生むと言われています。

巾92㎝ 　不燃　防火種別 1-4　H109　 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

[ 図書スペース ]

RH-7724RH-7721・RH-7725

抗菌・汚れ防止 スーパーハード「幼児の城」
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 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

不燃掲載

RH-7727 RH-7728 RH-7729 RH-7730 RH-7731 RH-7732 RH-7733
セレスタイト ターコイズ アース オーシャン ディープシー ラピスラズリ− インディゴ

RH-7727 〜 RH-7733

水や大自然のイメージの青。集中力や睡眠促進など、気持ちを落ちつかせる効果があると言われています。スモーキーなグレイッシュトーンは非常に人気が高いです。

巾92㎝ 　不燃　防火種別 1-4　H109　 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

[ 遊び場スペース ]

RH-7732 RH-7729

抗菌・汚れ防止 スーパーハード「幼児の城」　
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 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

不燃掲載

RH-7734 RH-7735 RH-7736 

アケビ プラム プルーン

RH-7734 〜 RH-7736

インスピレーションや感性、想像力を高める効果があると言われている紫。空間に洗練された高級感と落ちつきをもたらします。

巾92㎝ 　不燃　防火種別 1-4　H109　 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

[ 玄関ホール ]

RH-7735RH-7736

P.173 施工例：アースの洗面所

ほのかな色味を感じるミディアムグレー。このグレーも人気が

高く、ベースカラーとしてご利用いただくケースも多いです。

P.174 施工例：プルーンのリビング

発色が良く彩度の高いパープルはプルーン。高貴でエレガ

ントなカラーですが、クラシックにもモダンにも相性良くご利

用いただけます。

抗菌・汚れ防止 スーパーハード「幼児の城」
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 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

不燃掲載

RH-7737 RH-7738 RH-7739 RH-7740
コーラルストーン ライムストーン マッドストーン クレイ

RH-7737 〜 RH-7740

温かみにあふれた、新しいグレージュのシリーズ。優しさに包まれるような、そんな素敵な色たち。

巾92㎝ 　不燃　防火種別 1-4　H109　 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

[ ダイニングスペース ]

RH-7739 RH-7737

P.175 施工例：コーラルストーンのパウダールーム

化粧品のような優しい色合いのグレージュ。天然素材やナ

チュラルなインテリアとも、相性良くまとまっています。

P.176 施工例：カカオとディープシーのリビング

ダークブラウンのカカオと、深いブルーのディープシーのコー

ディネート。ともに深いトーンで、シックにまとめています。

抗菌・汚れ防止 スーパーハード「幼児の城」　
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 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

不燃掲載

RH-7741 RH-7742 RH-7743 RH-7744 RH-7745 
アーモンド パインコーン マッド カカオ コーヒー

RH-7741 〜 RH-7745

素朴なイメージの茶色。自然のぬくもりを感じさせ、安心感や信頼感を高める効果があると言われています。気の置けない人とのひとときに適した色です。

巾92㎝ 　不燃　防火種別 1-4　H109　 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

[ ダイニングスペース ]

RH-7742RH-7731・RH-7744

抗菌・汚れ防止 スーパーハード「幼児の城」
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 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。

「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

不燃掲載

RH-7746 RH-7747 RH-7748 RH-7749 RH-7750 
グラニット アイアンサンド アスファルト ナチグロ チャコール

RH-7746 〜 RH-7750

穏やかで上品なイメージのグレー。安らぎや協調性を高める効果があると言われています。主張しすぎず、空間に落ちつきと安心感をもたらす色です。

巾92㎝ 　不燃　防火種別 1-4　H109　 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

[ ダイニングスペース ]

RH-7750 RH-7747

グレーのグループ

P.177 施工例：アイアンサンドの

プライベートルーム

モダンなミディアムグレー。無機

的なものとナチュラルなディティー

ルと組み合わせ、こだわりある空

間を構成しています。

抗菌・汚れ防止 スーパーハード「幼児の城」　
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不燃掲載

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RH-7751

RH-7752 

RH-7753 

RH-7754 

RH-7755 

RH-7764 

RH-7756 RH-7760 RH-7765 

RH-7757 RH-7761 RH-7766 

RH-7758 RH-7762 RH-7767 

RH-7759 RH-7763 
巾92㎝ 　不燃　防火種別 1-4　H109　 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

抗菌・汚れ防止 スーパーハード「幼児の城」



不燃掲載

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RH-7768

エバール®フィルムを表面にラミネート。

耐久性に優れ、汚れが拭き取りやすく、キズに強い壁紙です。

■ 汚れ防止
表面のエバール ® フィルムが、水分や汚れの浸透を抑え、拭き取りやすくします。

■ 抗菌性
抗菌加工により、壁紙の表面に付着した細菌を抑制します。

■ 表面強化 
強化タイプの化粧層とフィルムラミネートにより、キズに強い壁紙です。

［壁紙工業会制定「汚れ防止」「抗菌性」「表面強化」各種壁紙性能規定に準拠］

※施工上のご注意を要します。価格表に記載の施工注意をご確認のうえ施工をお願いします。

構造

拭き取り前 拭き取り後

フィルム層

裏打ち紙層

ハード樹脂層

印刷層

表面にエバール® 抗菌
フィルムをラミネート。
汚れが浸透しにくく、
拭き取りやすくなって
います。

エバール®フィルム

「抗菌汚れ防止 スーパーハード」「抗菌汚れ防止 スーパーハード 木目」

「抗菌汚れ防止 スーパーハード 幼児の城」には、エバール ® フィルムが使用されています。

エバール ® フィルムは、株式会社クラレが開発した、食品包装などによく使用される

フィルムです。マヨネーズやかつお節の容器など、幅広い食材の容器に使われています。

最大の特徴はガスバリア性。

容器の外からの空気が入りこむのを防ぐことで、食品の酸化を抑え、食品の香りが

外に漏れるのも防ぎます。

壁紙表面にラミネートすることで、油や調味料による汚れなどを落としやすくします。

強度もアップするので、物がぶつかってもキズが付きにくくなり、下地の動きやゆ

がみによる壁紙の「割れ」抑止にも期待ができます。

また、たばこのヤニやニオイも付着しにくいので、喫煙ルームなどに壁紙をご使用

の際もおすすめの素材です。

RH-7768 RH-7769
巾92㎝ ↕32㎝ ↕ 46.1㎝ 不燃　防火種別 1-4　H109
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

抗菌・汚れ防止 不燃

スーパーハード

179



不燃掲載
 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

 【RH-7781】濃色商品は、ひっかきキズや、施工糊の付着・拭き残し、拭き取りによるツヤ差やキズが目立ちやすいため、特にご注意をお願い致します。

RH-7770 RH-7773 RH-7776 RH-7779

RH-7771 NEW RH-7774 RH-7777 RH-7780 NEW

RH-7772 NEW RH-7775 RH-7778 RH-7781 NEW
巾92㎝ 巾92㎝  巾92.5㎝  ↕30.9㎝   不燃　防火種別 1-4　H109不燃　防火種別 1-4　H108不燃　防火種別 1-4　H109
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化 防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　抗菌・汚れ防止 スーパーハード
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RH-7784不燃掲載

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RH-7782

RH-7783

RH-7784

RH-7782 〜 RH-7784
巾92㎝  不燃　防火種別 1-4　H109
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

抗菌・汚れ防止 スーパーハード　不燃
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RH-7788 不燃掲載

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RH-7785 RH-7788

RH-7786 RH-7789

RH-7787 RH-7790

RH-7785 〜 RH-7790
巾92.5㎝  ↕2.3㎝  不燃　防火種別 1-4　H108
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　抗菌・汚れ防止 スーパーハード
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RH-7791

RH-7801不燃掲載

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

エルム柾目巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ユーカリ柾目

オーク柾目巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 46.3㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

エルム柾目

RH-7791

RH-7792 RH-7793

RH-7794 RH-7795

巾92㎝ ↕93㎝ ↕ 92㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H109

オーク柾目

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

同柄 RH-7793同柄 RH-7797

同柄 RH-7804・7807

P.183 〜 186 はカラーの階調にて配色しました。同じ柄 の 色違い品番を 同柄 RH-0000 で記しております。

同柄 RH-7795同柄 RH-7796

抗菌・汚れ防止 不燃

スーパーハード 木目
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不燃掲載

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RH-7796 RH-7797 RH-7798 RH-7799

RH-7800 RH-7801 RH-7802 RH-7803

RH-7804 RH-7805 RH-7806 RH-7807

巾92.5㎝ ↕64.1㎝ ↕ 46.3㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

オーク柾目

巾92㎝ ↕93㎝ ↕ 92㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H109

オーク柾目 巾92㎝ ↕93㎝ ↕ 92㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H109

オーク柾目巾92㎝ ↕93㎝ ↕ 46㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

ウォールナット板柾

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ユーカリ柾目

巾93㎝ ↕94㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ウォールナット柾目 巾93㎝ ↕94㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ウォールナット柾目

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

ウォールナット板柾

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 不燃　防火種別 1-4　H108

不燃　防火種別 1-4　H108

不燃　防火種別 1-4　H109

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化
ウォールナット板目

同柄 RH-7803 同柄 RH-7800

同柄 RH-7792 同柄 RH-7794

同柄 RH-7791・7807 同柄 RH-7791・7804

不燃　抗菌・汚れ防止 スーパーハード 木目

184



RH-7820

不燃掲載

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RH-7808

RH-7810

RH-7809

RH-7811

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

モミジ板柾

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

カエデ柾目 巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

クリ柾目

巾93㎝ ↕94㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ヒノキ柾目
同柄 RH-7817

同柄 RH-7821同柄 RH-7816

抗菌・汚れ防止 スーパーハード 木目　不燃
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不燃掲載

 汚れ防止壁紙は、一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が若干高いため、施工費が割り増しになる場合があります。
「スーパーハード汚れ防止壁紙」は材質が硬く凹凸の比較的少ない壁紙のため、下地処理はより平滑に行い、圧着は樹脂ヘラを使うなどしてより丁寧にエア抜きをしてください。

RH-7812 RH-7813 RH-7814 RH-7815

RH-7816 RH-7817 RH-7818 RH-7819

RH-7820 RH-7821 RH-7822 RH-7823

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ナラ柾目

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

カエデ柾目 巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

カバ柾目

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

カバ柾目 巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

クリ柾目 巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ナラ柾目

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ナラ柾目巾93㎝ ↕94㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ヒノキ柾目

巾93㎝ ↕125㎝ ↕ 93㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ナラ柾目 巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕30.8㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ウォールナット柾目

巾92.5㎝ ↕32.1㎝ ↕30.8㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H108

ウォールナット柾目

巾92㎝ ↕93㎝ ↕ 92㎝ 
防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

不燃　防火種別 1-4　H109

メープル板柾
同柄 RH-7819

同柄 RH-7810

同柄 RH-7818

同柄 RH-7822

同柄 RH-7809

同柄 RH-7811

同柄 RH-7820

同柄 RH-7813

同柄 RH-7823

同柄 RH-7812

同柄 RH-7815

不燃　抗菌・汚れ防止 スーパーハード 木目
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不燃掲載

① 防火性について
建築物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。
防火性能は下地基材と防火壁装材料と施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意
ください。防火仕上げとする場合は下地にシーラー処理を施すことが必要となります。

② 防カビ商品について
防カビ商品には防カビ加工をしてありますが、壁紙だけでカビは防げません。カビの発生は室
内環境に大きく影響されますので室内の換気、湿度調節にご注意ください。施工時に防カビ剤
を糊に添加することがより効果的です。

③ 使用環境について
高温、高湿、水漏れの環境や屋外での使用は避けてください。

④ 柄合わせの必要な商品について
柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多く使用するのでご注意ください。
また、サンプル帳などで「リピート」をご確認ください。

⑤ 見本・サンプル帳について
見本や、サンプル帳と実際の商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
見本帳で商品がわかりづらい場合は別途A4サンプルなどでのご確認をお願いいたします。
価格、仕様は、見本帳発行時のものです。原材料や経済情勢の変動、品質改善により、やむを
えず価格、仕様を変更させていただく場合があります。

⑥ 機能性壁紙について
お客さまの多様なニーズにお応えする機能性壁紙をご利用の際は、それぞれの特徴や注意点
をご理解の上、ご使用ください。

⑦ エンボス加工の柄の繰り返しについて
エンボス加工品は見る角度や光の当たり方によって、一定の柄の繰り返しが目立つ場合があ
ります。これは製造上やむを得ないものであり防ぐことができません。あらかじめご了承く
ださい。

商品確認から施工まで、以下の注意事項にご留意ください。

① 商品ラベルの確認
施工を開始する前に必ずラベルに記載されている品番、ロット、数量をご確認ください。

② 施工注意の確認
環境問題やお客さまのニーズの多様化により壁紙の品種が増えています。特に新しい品質の
施工に際しては商品の特性・施工上の注意をよく理解された上で施工をお願いいたします。
ビニール壁紙以外の素材につきましては、養生、折りたたみ方、ジョイントテープ使用、なで方、
ローラー掛けなどご注意ください。

③ ロット違い商品について
ロット違いの商品には、若干色などに差が生じることもありますので、同一ロット品をご使用
ください。できれば一巻の至近の箇所同士を貼り合わせてください。

④ 下地は乾燥させてから
コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥し
てから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生する
ことがあります。
ペンキ下地、モルタル下地に対しては、それぞれ専用のシーラーで下地処理をしてください。
シーラーは接着不良や変色を防ぎます。

⑤ 下地の平滑仕上げ
下地は施工後の不陸を防ぐために、平滑に仕上げてください。またネジ・クギ類は施工後の変
色を避けるため、突起を完全に沈めサビ止めをしてください。特に不燃認定壁紙など、一部の
材質が比較的薄い商品は、より平滑な仕上げをしてください。下地調整に当たっては下地と同
色のパテを使用してください。文字や汚れなども処理してください。

⑥ オイルステンなどの下地は避ける
オイルステン、ニスなどを使用してある下地は避けてください。変色の原因となります。また
近接した場所に貼った場合も、同様の恐れがあります。
⑦ 木質系下地の注意点
木質系下地に直接施工すると、時間がたつとシミや変色の原因となることがありますので
シーラー処理など下地処理を十分にしてください。

⑧ 安全基準をクリアした糊を使用する
施工糊の準備に際しては、壁紙施工用および建具用でん粉系接着剤のJIS A 6922のホルムア
ルデヒド規制値を満たした糊をお使いいただき、糊メーカーの注意事項をお守りください。抗
菌・汚れ防止壁紙の施工や、下地の種類と状況に合わせて、エチレン酢ビ系の接着剤を所定量
添加してください。

⑨ 糊付け後の注意点
糊付け後、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部分に荷重がかかるようなことはしないでくだ
さい。折れジワの発生する恐れがあります。

⑩ オープンタイムについて
膨れの発生を防ぎ、また、施工を容易にするため、壁紙の品種や室内環境に応じて、オープンタ
イムを取ってください。

⑪ 有効巾について
壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、
色違いの原因となります。

⑫ ジョイントマーク・天地マークについて
ジョイントマークは、壁紙の両端に入っています。
⇧天地マークは壁紙の片端に入っています。

⑬ 柄合わせについて
ジョイントマークに合わせて施工してく
ださい。柄合わせの必要な商品はサンプ
ル帳に「リピート」表示しています。ス
テップ柄合わせの必要な商品は「ステッ
プ柄合わせ」と表示しています。印刷柄
に関係なく壁紙表面のエンボス形状（凹
凸）によって、柄合わせの必要な商品は
「エンボスリピート」と表示しています。
エンボス形状のリピートを合わせて施工
してください。
やむを得ず製法上、プリントとエンボス
が同調しない場合があります。現場の状
況に合わせて柄合わせを行ってください。
無地貼り可の表示品についても、現場の
状況によってリピートで柄合わせの必要な場合もございます。
確認の上施工してください。

⑭ ジョイント位置について
ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では色差の生じることがあ
ります。貼り残しや部分補修に残材を使う場合は、色違いが起こりやすいので、天地・左右を
十分に確かめてから施工してください。

⑮ ローラー掛けなどの注意
ローラー掛けはあまり強く押しつけたり、片側だけに力をかけ過ぎないでください。クセが
残ったりキズや光沢の原因となります。なで付けエア抜きは、力を込めず丁寧に行ってくださ
い。縦方向へのなで付けをおすすめします。力を入れて横なですると乾燥後に目地スキが発生
することがあります。

⑯ 施工糊の拭き取りについて
表面に付着した施工糊は変色、汚れの原因になります。きれいなタオルなどを使用し、丁寧に
拭き取ってください。

⑰ 表面のツヤやキズに注意
濃色商品や一部の比較的ツヤ消し具合の強い商品は、施工糊の拭き残しや拭き取りなどによ
るツヤ差やキズが目立ちやすいです。商品をご確認の上、表面の取り扱いに注意して施工をし
てください。

⑱ 三幅くらい施工してから使用
商品検査には十分注意しておりますが、三幅ぐらい施工後、問題のないことを確認した上で作
業を進行してください。
商品に欠陥が見られた場合は、施工を中断し、弊社までご連絡をお願いします。
三幅以降の施工代賠償につきましては、原則としてお受けいたしかねますことをご了承願い
ます。

① 商品受領時のお願い
受領時にはご注文品と違う品番や規格外の商品が納入されていないか、納品書と商品現品を
確認してください。万一違う商品が納入された場合は購入先へご連絡ください。

② 無理な運搬はしない
ロール状に巻かれた壁紙は重量物となるため、人力で取り扱う際は安全確保を十分にしてくださ
い。腰痛などの原因となる無理な運搬はしないようにご注意ください。

③ 高所から落とさない
破損やケガなど、危険ですのでトラックの荷台などの高所から商品を落とさないでください。

④ 保管上の注意点
商品の保管は、タテ積みでお願いします。ヨコ積みと井桁積みはしないでください。商品に
よっては置き跡が残る恐れがあります。保管場所は、火気・水・湿気・直射日光を避けてくださ
い。また商品を地面へ直において保管しないでください。

① 残材を焼却しないこと
ビニール壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃やすと塩化水素ガスなどが発
生し、目・粘膜などを刺激しますのでご注意ください。

② 壁紙・見本帳の廃棄処理について
施工後のビニール壁紙の残材や、サンプル帳を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受
けた産業廃棄物業者に処分を委託してください。一般廃棄物（家庭ゴミ）として少量の残材を
処理する場合には、市町村条例に基づいて処分してください。不要となった見本帳につきまし
ても、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますよう
お願い申し上げます。

壁紙のメンテナンス工事完了後、以下の点について、入居者の方へご説明ください。

① 入居後の換気
施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後の一週間程度は十分に換気を行って
ください。

② 直射日光などからの保護
直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色する恐れがあります。カーテンやブラインド
などでの日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が、直接壁紙に当
たらないようにしてください。剥がれや目地スキの原因となります。

③ 粘着テープを貼らない
壁紙に粘着テープ（セロハンテープ・ガムテープなど）を付着させないでください。変退色や、
汚れ、破損を招く原因となります。

④ 汚れが付着したら
汚れやホコリが付着した際は、布にきれいな水を含ませ、軽く拭き取ってください（中性洗剤
を使用するとより効果的です）。シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、変退色する恐れがあ
りますので使用しないでください。

⑤ 湿気は避ける
カビ発生の原因となる、結露の発生・湿気を防ぐため、室内の換気や湿度調整を心がけてくだ
さい。

⑥ 剥がれが生じたら
施工後、経時変化により、部分的に剥がれが生じる場合があります。その際は文具用糊や木工用など
の水性接着剤を壁紙裏面に塗りつけ、十分に圧着し補修してください。

⑦ タバコの煙などについて
壁紙はタバコの煙やキッチンの油煙などで短期間で黄変しますので、できるだけ室内の換気
を心がけてください。

⑧ 油汚れに注意する
油や樹脂成分の汚れは、頑固な汚れとなり取り除くことができなくなります。付着させない配
慮が必要です。

⑨ 薬品や化粧品類を付着させない
スプレー式の薬品（殺虫剤、塗料、化粧品など）を壁紙に付着させないでください。また、キズ薬
などの医薬品や口紅などを付着させないでください。種類により、付着した色が落ちなくなっ
たり、壁紙が変色したりすることがあります。

誤った取り扱いをした場合、人が負傷する可能性または家屋・財産などの損害が想定されます。 誤った取り扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

選択上のご注意

廃棄上のご注意

維持・管理上のご注意

施工上のご注意 

荷扱い・保管上のご注意

天 天地マークジョイントマーク

天

地

↑

天

商品取り扱い上のご注意

トリムインデックス

不燃　防火種別 1-4 4,000円/本売

巾10㎝×10m巻  ↕10㎝ ↕32.1㎝ 

1
0
㎝

●
●

RH-7824

32.1㎝● ●

不燃　防火種別 1-4 　3,400円/本売

巾12㎝×10m巻  ↕12㎝ ↕23㎝ 

1
2
㎝

●
●

RH-7825

23㎝● ●

不燃　防火種別 1-4 　3,500円/本売

巾13.7㎝×10m巻  ↕13.7㎝ ↕32㎝ 

32㎝● ●

1
3
.7
㎝

●
●

RH-7826

● トリムは両端を化粧断ちしてありますのでそのままご使用いただけます。なお、施工費は割り増しになることがありますのであらかじめご了承ください。
● ご注文は本単位でお願いいたします。トリム壁紙は、それぞれ単品としてもご利用いただけます。
● トリムの上下方向は写真のように設定していますが、お好みでご自由にお使いいただけます。

防カビ 防カビ 防カビ
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RH-0000  NEW

見本帳の見方

防火性能　
防火性能は下地基材との組み合わせ及び、施工方法で
決まります。詳しくは価格表の「防火認定制度について」を
ご参照ください。

防火種別

商品品番
有効巾
新柄を
表します

㎡価格
数値に0をひとつ加えると㎡価格になります。
H109 ＝ 1,090円/㎡

リピート表示
（エンボスリピート）はエンボスリピートを記載しています。 
リピートは施工糊の水分などによって多少変化します。

商　品　見　本

ボリュームがあり貼り上がりがキレイ
な「リフォーム向け」商品を表します。

マークが記載されている
商品は「空気を洗う壁紙®」
です。

機能性

施工注意

マークが記載されている
商品は撥水性を有してい
ます。撥水

不燃　防火種別 1-4　H109

印刷により現物と若干異なる場合があります。　  企画・編集　ルノン株式会社　　2020.7　

お問い合わせ、ご用命は該当するエリアの弊社拠点営業所までお願い致します。

■北日本エリア 仙台営業所 仙台市若林区六丁の目元町3-5
〒984-0014 TEL. 022-286-9411　　FAX. 022-286-9456

埼玉営業所 さいたま市北区宮原町2-23-11  ツミタビル
〒331-0812 TEL. 048-665-1841　　FAX. 048-665-1848

千葉営業所 千葉市中央区中央1-11-1  千葉中央ツインビル1号館 902号室
〒260-0013 TEL. 043-223-7081　　FAX. 043-223-7095

横浜営業所 横浜市港北区新横浜2-5-5  住友不動産新横浜ビル12F 
〒222-0033 TEL. 045-478-6311　　FAX. 045-478-6363

■近畿圏エリア 大阪営業所 大阪府松原市大堀1-5-8
〒580-0006 TEL. 072-330-2670　　FAX. 072-330-2671

■中四国エリア 広島営業所 広島市南区霞2-9-6
〒734-0037 TEL. 082-256-3777　　FAX. 082-256-3780

■九州エリア 福岡営業所 福岡市博多区麦野5-20-3
〒812-0882 TEL. 092-592-3770　　FAX. 092-592-3774

■本社 東京都品川区西五反田2-30-4  BR五反田ビル6F
〒141-0031 TEL. 03-3492-7341　　FAX. 03-3493-5843　

ルノン株式会社　営業所所在地

■北日本営業部　仙台・青森・盛岡・郡山
■本社営業部　　東京・新潟・長野・埼玉・千葉・横浜・静岡・多摩
■中日本営業部　名古屋・北陸
■近畿圏営業部　大阪・京都・神戸
■中四国営業部　広島
■九州営業部　　福岡・熊本

各営業所の住所一覧は右のQRコードからアクセスしてください。（出張所は除く）

URL:https://ssl.runon.co.jp　mail address:runon@sin.suminoe.co.jp

巾92㎝ ↕32㎝ ↔46㎝（エンボスリピート）
サイクル消臭 防カビ 抗菌性 汚れ防止

RUNON WALL COVERING COLLECTION  2020-2023 ■

施工の際に注意が必要な商品です。
十分ご確認の上、施工をしてください。

■首都圏エリア 東京営業所 東京都大田区東海1-3-6 プロロジスパーク東京大田 N棟2階
〒143-0001 TEL. 03-6757-3425　　FAX. 03-5755-1688
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