
RUNON News Release

RUNON CO., LTD.

2012 年 12 月 25 日

ルノンホーム 2013-2015
2013 年 1月 29 日発売

弊社では来る2013 年 1 月 29 日に壁紙見本帳「ルノン ホーム 2013-2015」を発売いたします。

弊社の主力見本帳である「ルノン ホーム」では、一般住宅の新築・リフォーム市場に向けて、準

不燃商品群を機能性商品を中心に大幅にリニューアル、新カテゴリーも創設いたしました。

なかでも「空気を洗う壁紙®」「アレルブロック®」の住空間向けラインアップを一新、ボリューム

アップを図りました。また商品デザインの面でも、ドイツ「AS クリエーション」社の提携のもと意

匠展開を図り、機能とデザインの両翼のバランスがとれ、非常に幅の広い価値ある商品構成が

実現できました。

■「空気を洗う壁紙®」のバリエーション強化。

・待望の汚れ拭取り性能を付加した「空気を洗う壁紙®クリーンコート」の新開発・掲載。

・貼り替えにも適したボリュームのある表面強化タイプ「空気を洗う壁紙®表面強化」の新開発・掲載。

・子供部屋や寝室向けなどのパターンの刷新。

・2012 年グッドデザイン賞を受賞した弊社襖紙「ルノン 凜」とのコーディネート提案した「空気を洗う壁紙® 和調」など。 

■「アレルブロック®」 は、年間を通して花粉が飛散しやすい「玄関」「廊下」「寝室」「子供部屋」向けの柄を増点しました。 

■ヨーロッパトレンドデザイン「A.S. クリエーション」の新掲載。ヨーロッパのトレンド商品を国産規格で製作・販売いたします。

壁紙の装飾品としての価値や、パターンやカラーで楽しむ趣向が人気になりつつあります。上質なアクセント壁紙として、ヨーロッパのトップブランドであ

る A.S. クリエーション社の商品を、1,000 円上代のジャパンクオリティで製作。本見本帳に初掲載しました。同商品カテゴリーは先のジャパンテックス

2012 でも発表。大変注目を集め、多くのお客様からご好評のお言葉をいただきました。

特長①　【新商品】空気を洗う壁紙® クリーンコート
空気を洗う壁紙® に、待望の汚れ防止性能と同等の汚れ拭取り性能を付加した新ラインアッ

プ「空気を洗う壁紙® クリーンコート」の登場です。

サイクル消臭機能はそのままに、撥水コーティングによる、早期の汚れ拭取り性能を実現し

ました。（全 8 柄 23 点）

■ 商品名 ：「 空気を洗う壁紙® 準不燃 クリーンコート」

■ 品番： RH-7001 ～ RH-7023（ 全 8 柄 23 点）

■ 特長 ： 半永久サイクル消臭機能と汚れ防止撥水コーティングを施したハイスペック。

 インテリアの基調色である木目とのコーディネート提案商品。 

建具、床、家具などの木目と壁紙のコーディネートを、インテリアスタイル別に提案してい

ます。

特長②　【新商品】空気を洗う壁紙® 発泡表面強化
空気を洗う壁紙® 準不燃に、意匠性の高い表面強化タイプを新たに揃えました。全点高発泡

タイプで、リフォームにもお薦めできるクオリティです。不燃クラフトラインにも匹敵するよ

うな織物の本物の風合いを再現した上質な存在感のあるラインアップです。（全5 柄16 点）

特長③　 アレルブロック®  増点／機能解説の充実
「アレルブロック® 」の住空間向け商品を拡充しました。使用用途に適した色柄を新たに掲

載しています。主に、玄関、廊下、寝室、子供部屋、和室向けの色柄を拡充しました。

（全 17 柄 44 点）

今回の見本帳で特筆すべきは、懸案であった年間を通して機能することを確認した複数種

の花粉アレルゲンの低減試験結果を掲載しました。

信州大学繊維学部木村睦准教授のコメントも掲載しています。

また、長期間使用を想定した繰り返し試験も新しく掲載しています。

特長④　【新商品】海外の最新デザイン「A.S. クリエーション」のデザインを日本の規格で製作いたしました。
準不燃商材のデザインアピールを推進する存在感のある新ラインアップ「A.S. クリエーショ

ン（エーエスクリエーション）を初掲載しました。

A.S. クリエーションはヨーロッパの壁紙トップブランドの名称です。今回国内メーカーによる

デザイン提携と共同開発により、A.S. 社のオリジナルデザインを国産規格で製作。今回新た

に見本帳に掲載いたします。

存在感のあるカラーリングと、大胆なダマスク模様や幾何パターンは、ヨーロッパならでは

の装飾品としての高貴なあしらいを実現します。

昨今、賃貸マンションが壁紙を入居前に選べるようになり、住空間に対する日本人の欲求

の変化を喚起する試みが見られます。これは圧倒的な視覚効果を促す壁面＝壁紙への需

要に期待できる傾向といえます。欧米のような装飾品としてのアクセント提案を実現する、

最新のヨーロピアンデザインがルノンから日本国内へと発信されます。（全 10 柄 19 点）

去る11 月 13 日～ 11 月 15 日のジャパンテックスの先行展示が大好評となりました。A.S. を知るご来場のデザイナー様、コーディネーター様方からも、意

匠性とクオリティから高い評価をいただいております。

見本帳概要

ルノンホーム2013-2015　発売日：2013 年 1 月 29 日

RH-7001 ～ RH-7894　総点数 894 点

①空気を洗う壁紙®　準不燃 335 点／不燃 262　②アレルブロック®　準不燃 44 点　③汚れ防止壁紙　準不燃 74 点／不燃 65 点

④一般デザイン壁紙　準不燃 95 点／不燃 9点　⑤トリム　10 点
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