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ルノン フレッシュ プレミアム 2016-2019　　2016 年 7 月 6 日発売
コントラクト物件から一般住宅まで。すべてのインテリア空間を満足させるプレミアム壁紙見本帳新発売。

弊社では各種（商業、宿泊、医療等）施設から、マンションや戸建てなどの住宅分野まで、

すべての住空間にご利用頂ける壁紙見本帳「ルノン フレッシュプレミアム 2016-2019」を

2016 年 7 月 6日に発売致します。

新しい「ルノン フレッシュプレミアム」では、今求められる壁紙のデザインに今一度向き

合い、ユーザー（使用者）にとって、壁紙として価値あるモノ創りを行いました。一人一

人の生活者がキャストであり、そのシーンを創り上げる、演出するものとして存在する壁

紙。ドラマティックでダイナミックな新しいシリーズです。

■内容
壁紙見本帳　ルノン  フレッシュ プレミアム 2016-2019
発売日：2016 年 7 月 6 日予定
掲載点数／頁：941 点／ 204 頁
①収録点数：941 点（1000 クラス点数 821 点＝RF 品番／プレミアムシリーズ点数 120 点＝RPS 品番）　
②掲載商品価格：上代1,000 円 /m　※トリム、及び RPS 品番（特殊掛率品）を除く。

■構成
前半はコントラクトユースを中心とした1000 クラス不燃認定壁紙を中心に構成。（1000 クラス＝￥1,000/ｍ価格帯）
多くの採用実績を誇る「空気を洗う壁紙 ® クラフト ライン」の新柄をメインに構成。
後半はインテリアシーンにプレミアムな価値観を創造する「ルノン プレミアムシリーズ」（上代￥1,000/ｍ以上価格帯）を掲載。
ラグジュアリーなデザインや高級感あふれる付加価値商材を数多く掲載しています。

■商品開発
①コントラクトユース　不燃認定商品の充実。
・ 「空気を洗う壁紙 ® クラフト ライン」の新柄掲載。今までにないビッグスケールの柄表現。合わせて新テクスチャーアイテムの開発。
・ 「空気を洗う壁紙 ®」の施工性の良い高発泡品の充実。選定比較しやすいページ構成にしました。
・ 「パターン」クラフト ラインと組み合せができる柄物のバリエーションの拡充を図りました。
・ 「スーパーハード 抗菌・汚れ防止壁紙」の充実。高い機能性と品質が人気の同シリーズ。織物調無地のカラーを増点しました。
・ 「抗菌・汚れ防止壁紙」のボリュームアップ。特性による使い分けをしやすいように、エバール®とファンクレア®を分け、充実させました。

②ホームユース　準不燃商材を使い勝手良くコンパクトに紹介。
・ ボリューム感と表面強化性能を持つ注目の「空気を洗う壁紙 ® 発泡表面強化」。
・ 若い世帯の戸建住宅を想定した「白い壁紙のテクスチャー＆パターン集」と「水廻り」におすすめする新柄の充実。
・ レンガや木目など、店舗用とを想定したディスプレイ柄「アース・ディスプレイ」
・ 「和調」トータルでコーディネートしやすい和モダンのラインアップ。
・ 昨今人気のビッグパターンやアクセント壁紙となる個性的な商品を取り揃えました。

③「ルノン プレミアムシリーズ」の拡充（高付加価値特殊掛率品商品群）126 点
・ 「ディズニー プレミアムコレクション／ディズニー プレミアムコレクション フェアリーグラス」では、大人ディズニー路線の継続と拡充を図りました。

 （1）新キャラクターの追加。（くまのプーさん／シンデレラ）新柄 21 点掲載。
 （2）2014 年フレッシュプレミアム掲載以来、全アイテム好評に付き継続掲載しています。
 （3）裏粘着（タックシール）式ディズニーキャラクターのトリムの開発。5 柄 6 点。簡易に施工が可能な糊付のタック式トリム。
 （4）ビッグスケールのインクジェットタイプのディズニー壁紙を新開発。

2016 年「クラフト ライン」新作。今までにない新しい壁面のあしらい。 自然や風景を感じさせる　雄大な意匠表現。
新しいステージの「クラフト ライン」新たな試みとしてイメージを具現化する意匠開発を行い、大きな空間にも貼り映えのするシリーズ “The Design of The 
Scene”（情景のデザイン）をラインアップに加えました。 大きなリピートで繰り返されるリズムは、いろいろな自然の営みや情景、印象を形にしました。「瀑布」「大
河」「雲海」「田園」 豊かなイメージを表す柄の表現は、確実な消臭性能と相まって、今までにない価値あるインテリア空間を創造します。住まう人とっての「デ
ザイン・オブ・シーン」新しいストーリーの始まりです。
RF-3001～ RF-3021

もう一つの「クラフト ライン」は、「用の美」日本人の手仕事に敬意を払い、今のスタイルとして表現。 美の価値観を追求しました。

マキシマムなビッグスケール。繊細なテクスチャーとエンボスの表現。綿密に計算された配色計画。すべての空間を網羅する「空気を洗う壁紙® クラフト ライン」
充実のサードステージです。
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充実の不燃認定商品シリーズ
「スーパーハード 抗菌・汚れ防止壁紙」には、リアルな意匠性の木目柄や織物調のカラー展開を収録。クラフト ラインをベースにアクセントとなる柄を新カテゴリー
「不燃 パターン不燃」に掲載しています。

信頼の機能性「空気を洗う壁紙 ®」
信頼の機能性の「空気を洗う壁紙®」 24 時間半永久的に消臭し続ける「サイクル消臭性能」 人気の高耐久仕様「発泡・表面強化」タイプも充実。表面強度が高
いボリュームタイプで、 メンテナンス性にも優れた撥水性も付加。リフォームにもおススメの商品です。 不燃・準不燃ともに充実した「空気を洗う壁紙®」のラインアッ
プです。

今の住宅シーンへ デザインの提案
ヨーロッパのトレンドを提案し続けている老舗ブランド「A.S. クリエーション」 今回はリバイバルデザインとして注目されている「ブラック＆ホワイト」を取り入れ
ました。ヨーロッパのエスプリを感じさせる、遊び心溢れるモダンデザインです。 その他トレンドデザインの「トロンプルイユ（だまし絵）」なども収録しています。

ディズニー プレミアムコレクションに新ラインアップ登場
2016 年ルノンのディズニー壁紙シリーズ。新しい「フレッシュ プレミアム」には新キャラクターとして「シンデレラ」と「くまのプーさん」が加わりました。イン
テリアに映える、シックな「大人ディズニー」の世界。海外も注目の日本発「OTONA」ディズニーブランド。他にも、インクジェット壁紙やタック式トリムなど魅
力的な新商品が満載です。

2016 年ディズニー壁紙シリーズに新しいアイテム「シンデレラ」が登場。愛と夢
に溢れたシンデレラの物語。誰もが憧れるガラスの靴やかぼちゃの馬車をガラス
ビーズのオーナメントデザインにしました。フェアリーゴットマザーの魔法のよう
に、お部屋を輝きと幸せで包み込みます。

「ディズニー プレミアムコレクション FG」
表層にガラスビーズなどで柄を表した高級タイプ。
光との調和により、個性あふれる空間を演出する壁紙です。
その美しさは空間全体の価値を高められるような壁面となり、趣味の良い大人の
ラグジュアリーを表現します。
裏紙にはフリース（不織布）を使用。美しい風合いを醸し出します。

品番： RPS-1101 ～ 1110　５柄10 点
価格： ¥60,000/ 本～ ¥66,000/ 本　12ｍ巻（特殊掛率品）
品質： 無機質系壁紙　不燃 / 準不燃（1103-1104 は準不燃）
 F★★★★　 SV 適合品　基材フリース（不織布）使用
 両耳スリット（突きつけ施工）　専用化粧箱入り　防カビ

Winnie the Pooh
世界中の人々に愛されるキャラクター「くまのプーさん」

「ディズニー プレミアムコレクション」
プーさんと個性豊かな仲間たちが暮らす、自然豊かな 100 エーカーの森を舞台に
した、ほっこりと安らげるデザインを施しました。ヴィンテージなイメージの木目や
レンガにプーさんの優しいモチーフをあしらいました。ほのぼのとした雰囲気に癒
される、プーさんと共に暮らすスローライフなインテリアをご提案します。

品番： RPS-1201 ～ 1238　24 柄 38 点　価格：¥1,500/ｍ　切売り可（特殊掛率品）
品質： 塩化ビニル樹脂系壁紙　準不燃　F★★★★　SV 適合品　防カビ

Disney Trim Seal
誰でも気軽に楽しめるシールタイプのトリム（ボーダー壁紙）が登場しました。
お部屋の壁面を上品に彩る洗練されたアクセントトリムです。壁紙の上から貼る
だけで、お部屋を簡単にイメージチェンジできます。ミッキー＆ミニー、くまのプー
さんをモチーフにした大人も楽しめるディズニーデザインです。

ディズニートリムシール
品番： RPS-1401 ～ 1406　5 柄 6 点　価格：¥4,500/ 本　10m 巻き（特殊掛率品）
材質： 本体 塩化ビニル　非防火　防カビ

「ディズニーインクジェット　ブックシェルフ」　NEW　【受注生産品】
人気のトロンプルイユ（だまし絵）を油彩タッチのインクジェット壁紙で表現しま
した。ミッキー、ミニー、ドナルド、プルートが描かれています。また、本の背
表紙にもディズニーのアイコンが隠れています。

 掲載の商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社スミノエが発売するものです。
 発売元：株式会社スミノエ　販売元：ルノン株式会社
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Disney Trim Seal
誰でも気軽に楽しめるシールタイプのトリム（ボーダー壁紙）が登場しました。
お部屋の壁面を上品に彩る洗練されたアクセントトリムです。壁紙の上から貼る
だけで、お部屋を簡単にイメージチェンジできます。ミッキー＆ミニー、くまのプー
さんをモチーフにした大人も楽しめるディズニーデザインです。

ディズニートリムシール
品番： RPS-1401 ～ 1406　5 柄 6 点　価格：¥4,500/ 本　10m 巻き（特殊掛率品）
材質： 本体 塩化ビニル　非防火　防カビ

RF-3035　瞬麗

RF-3001　落水　Waterfall

RF-3024　桂垣 RF-3027　春韻

「ディズニーインクジェット　ブックシェルフ」　NEW　【受注生産品】
人気のトロンプルイユ（だまし絵）を油彩タッチのインクジェット壁紙で表現しま
した。ミッキー、ミニー、ドナルド、プルートが描かれています。また、本の背
表紙にもディズニーのアイコンが隠れています。

 掲載の商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社スミノエが発売するものです。
 発売元：株式会社スミノエ　販売元：ルノン株式会社



ルノン フレッシュ プレミアム 2016-2019　　2016 年 7 月 6 日発売
コントラクト物件から一般住宅まで。すべてのインテリア空間を満足させるプレミアム壁紙見本帳新発売。

弊社では各種（商業、宿泊、医療等）施設から、マンションや戸建てなどの住宅分野まで、

すべての住空間にご利用頂ける壁紙見本帳「ルノン フレッシュプレミアム 2016-2019」を

2016 年 7 月 6日に発売致します。

新しい「ルノン フレッシュプレミアム」では、今求められる壁紙のデザインに今一度向き

合い、ユーザー（使用者）にとって、壁紙として価値あるモノ創りを行いました。一人一

人の生活者がキャストであり、そのシーンを創り上げる、演出するものとして存在する壁

紙。ドラマティックでダイナミックな新しいシリーズです。

■内容
壁紙見本帳　ルノン  フレッシュ プレミアム 2016-2019
発売日：2016 年 7 月 6 日予定
掲載点数／頁：941 点／ 204 頁
①収録点数：941 点（1000 クラス点数 821 点＝RF 品番／プレミアムシリーズ点数 120 点＝RPS 品番）　
②掲載商品価格：上代1,000 円 /m　※トリム、及び RPS 品番（特殊掛率品）を除く。

■構成
前半はコントラクトユースを中心とした1000 クラス不燃認定壁紙を中心に構成。（1000 クラス＝￥1,000/ｍ価格帯）
多くの採用実績を誇る「空気を洗う壁紙 ® クラフト ライン」の新柄をメインに構成。
後半はインテリアシーンにプレミアムな価値観を創造する「ルノン プレミアムシリーズ」（上代￥1,000/ｍ以上価格帯）を掲載。
ラグジュアリーなデザインや高級感あふれる付加価値商材を数多く掲載しています。

■商品開発
①コントラクトユース　不燃認定商品の充実。
・ 「空気を洗う壁紙 ® クラフト ライン」の新柄掲載。今までにないビッグスケールの柄表現。合わせて新テクスチャーアイテムの開発。
・ 「空気を洗う壁紙 ®」の施工性の良い高発泡品の充実。選定比較しやすいページ構成にしました。
・ 「パターン」クラフト ラインと組み合せができる柄物のバリエーションの拡充を図りました。
・ 「スーパーハード 抗菌・汚れ防止壁紙」の充実。高い機能性と品質が人気の同シリーズ。織物調無地のカラーを増点しました。
・ 「抗菌・汚れ防止壁紙」のボリュームアップ。特性による使い分けをしやすいように、エバール®とファンクレア®を分け、充実させました。

②ホームユース　準不燃商材を使い勝手良くコンパクトに紹介。
・ ボリューム感と表面強化性能を持つ注目の「空気を洗う壁紙 ® 発泡表面強化」。
・ 若い世帯の戸建住宅を想定した「白い壁紙のテクスチャー＆パターン集」と「水廻り」におすすめする新柄の充実。
・ レンガや木目など、店舗用とを想定したディスプレイ柄「アース・ディスプレイ」
・ 「和調」トータルでコーディネートしやすい和モダンのラインアップ。
・ 昨今人気のビッグパターンやアクセント壁紙となる個性的な商品を取り揃えました。

③「ルノン プレミアムシリーズ」の拡充（高付加価値特殊掛率品商品群）126 点
・ 「ディズニー プレミアムコレクション／ディズニー プレミアムコレクション フェアリーグラス」では、大人ディズニー路線の継続と拡充を図りました。

 （1）新キャラクターの追加。（くまのプーさん／シンデレラ）新柄 21 点掲載。
 （2）2014 年フレッシュプレミアム掲載以来、全アイテム好評に付き継続掲載しています。
 （3）裏粘着（タックシール）式ディズニーキャラクターのトリムの開発。5 柄 6 点。簡易に施工が可能な糊付のタック式トリム。
 （4）ビッグスケールのインクジェットタイプのディズニー壁紙を新開発。

2016 年「クラフト ライン」新作。今までにない新しい壁面のあしらい。 自然や風景を感じさせる　雄大な意匠表現。
新しいステージの「クラフト ライン」新たな試みとしてイメージを具現化する意匠開発を行い、大きな空間にも貼り映えのするシリーズ “The Design of The 
Scene”（情景のデザイン）をラインアップに加えました。 大きなリピートで繰り返されるリズムは、いろいろな自然の営みや情景、印象を形にしました。「瀑布」「大
河」「雲海」「田園」 豊かなイメージを表す柄の表現は、確実な消臭性能と相まって、今までにない価値あるインテリア空間を創造します。住まう人とっての「デ
ザイン・オブ・シーン」新しいストーリーの始まりです。
RF-3001～ RF-3021

もう一つの「クラフト ライン」は、「用の美」日本人の手仕事に敬意を払い、今のスタイルとして表現。 美の価値観を追求しました。

マキシマムなビッグスケール。繊細なテクスチャーとエンボスの表現。綿密に計算された配色計画。すべての空間を網羅する「空気を洗う壁紙® クラフト ライン」
充実のサードステージです。

RUNON CO., LTD.

RUNON News Release

充実の不燃認定商品シリーズ
「スーパーハード 抗菌・汚れ防止壁紙」には、リアルな意匠性の木目柄や織物調のカラー展開を収録。クラフト ラインをベースにアクセントとなる柄を新カテゴリー
「不燃 パターン不燃」に掲載しています。

信頼の機能性「空気を洗う壁紙 ®」
信頼の機能性の「空気を洗う壁紙®」 24 時間半永久的に消臭し続ける「サイクル消臭性能」 人気の高耐久仕様「発泡・表面強化」タイプも充実。表面強度が高
いボリュームタイプで、 メンテナンス性にも優れた撥水性も付加。リフォームにもおススメの商品です。 不燃・準不燃ともに充実した「空気を洗う壁紙®」のラインアッ
プです。

今の住宅シーンへ デザインの提案
ヨーロッパのトレンドを提案し続けている老舗ブランド「A.S. クリエーション」 今回はリバイバルデザインとして注目されている「ブラック＆ホワイト」を取り入れ
ました。ヨーロッパのエスプリを感じさせる、遊び心溢れるモダンデザインです。 その他トレンドデザインの「トロンプルイユ（だまし絵）」なども収録しています。

ディズニー プレミアムコレクションに新ラインアップ登場
2016 年ルノンのディズニー壁紙シリーズ。新しい「フレッシュ プレミアム」には新キャラクターとして「シンデレラ」と「くまのプーさん」が加わりました。イン
テリアに映える、シックな「大人ディズニー」の世界。海外も注目の日本発「OTONA」ディズニーブランド。他にも、インクジェット壁紙やタック式トリムなど魅
力的な新商品が満載です。

2016 年ディズニー壁紙シリーズに新しいアイテム「シンデレラ」が登場。愛と夢
に溢れたシンデレラの物語。誰もが憧れるガラスの靴やかぼちゃの馬車をガラス
ビーズのオーナメントデザインにしました。フェアリーゴットマザーの魔法のよう
に、お部屋を輝きと幸せで包み込みます。

「ディズニー プレミアムコレクション FG」
表層にガラスビーズなどで柄を表した高級タイプ。
光との調和により、個性あふれる空間を演出する壁紙です。
その美しさは空間全体の価値を高められるような壁面となり、趣味の良い大人の
ラグジュアリーを表現します。
裏紙にはフリース（不織布）を使用。美しい風合いを醸し出します。

品番： RPS-1101 ～ 1110　５柄10 点
価格： ¥60,000/ 本～ ¥66,000/ 本　12ｍ巻（特殊掛率品）
品質： 無機質系壁紙　不燃 / 準不燃（1103-1104 は準不燃）
 F★★★★　 SV 適合品　基材フリース（不織布）使用
 両耳スリット（突きつけ施工）　専用化粧箱入り　防カビ

Winnie the Pooh
世界中の人々に愛されるキャラクター「くまのプーさん」

「ディズニー プレミアムコレクション」
プーさんと個性豊かな仲間たちが暮らす、自然豊かな 100 エーカーの森を舞台に
した、ほっこりと安らげるデザインを施しました。ヴィンテージなイメージの木目や
レンガにプーさんの優しいモチーフをあしらいました。ほのぼのとした雰囲気に癒
される、プーさんと共に暮らすスローライフなインテリアをご提案します。

品番： RPS-1201 ～ 1238　24 柄 38 点　価格：¥1,500/ｍ　切売り可（特殊掛率品）
品質： 塩化ビニル樹脂系壁紙　準不燃　F★★★★　SV 適合品　防カビ

Disney Trim Seal
誰でも気軽に楽しめるシールタイプのトリム（ボーダー壁紙）が登場しました。
お部屋の壁面を上品に彩る洗練されたアクセントトリムです。壁紙の上から貼る
だけで、お部屋を簡単にイメージチェンジできます。ミッキー＆ミニー、くまのプー
さんをモチーフにした大人も楽しめるディズニーデザインです。

ディズニートリムシール
品番： RPS-1401 ～ 1406　5 柄 6 点　価格：¥4,500/ 本　10m 巻き（特殊掛率品）
材質： 本体 塩化ビニル　非防火　防カビ

RF-3444RF-3368 RF-3385

 RF-3480RF-3476  RF-3478

「ディズニーインクジェット　ブックシェルフ」　NEW　【受注生産品】
人気のトロンプルイユ（だまし絵）を油彩タッチのインクジェット壁紙で表現しま
した。ミッキー、ミニー、ドナルド、プルートが描かれています。また、本の背
表紙にもディズニーのアイコンが隠れています。

 掲載の商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社スミノエが発売するものです。
 発売元：株式会社スミノエ　販売元：ルノン株式会社



ルノン フレッシュ プレミアム 2016-2019　　2016 年 7 月 6 日発売
コントラクト物件から一般住宅まで。すべてのインテリア空間を満足させるプレミアム壁紙見本帳新発売。

弊社では各種（商業、宿泊、医療等）施設から、マンションや戸建てなどの住宅分野まで、

すべての住空間にご利用頂ける壁紙見本帳「ルノン フレッシュプレミアム 2016-2019」を

2016 年 7 月 6日に発売致します。

新しい「ルノン フレッシュプレミアム」では、今求められる壁紙のデザインに今一度向き

合い、ユーザー（使用者）にとって、壁紙として価値あるモノ創りを行いました。一人一

人の生活者がキャストであり、そのシーンを創り上げる、演出するものとして存在する壁

紙。ドラマティックでダイナミックな新しいシリーズです。

■内容
壁紙見本帳　ルノン  フレッシュ プレミアム 2016-2019
発売日：2016 年 7 月 6 日予定
掲載点数／頁：941 点／ 204 頁
①収録点数：941 点（1000 クラス点数 821 点＝RF 品番／プレミアムシリーズ点数 120 点＝RPS 品番）　
②掲載商品価格：上代1,000 円 /m　※トリム、及び RPS 品番（特殊掛率品）を除く。

■構成
前半はコントラクトユースを中心とした1000 クラス不燃認定壁紙を中心に構成。（1000 クラス＝￥1,000/ｍ価格帯）
多くの採用実績を誇る「空気を洗う壁紙 ® クラフト ライン」の新柄をメインに構成。
後半はインテリアシーンにプレミアムな価値観を創造する「ルノン プレミアムシリーズ」（上代￥1,000/ｍ以上価格帯）を掲載。
ラグジュアリーなデザインや高級感あふれる付加価値商材を数多く掲載しています。

■商品開発
①コントラクトユース　不燃認定商品の充実。
・ 「空気を洗う壁紙 ® クラフト ライン」の新柄掲載。今までにないビッグスケールの柄表現。合わせて新テクスチャーアイテムの開発。
・ 「空気を洗う壁紙 ®」の施工性の良い高発泡品の充実。選定比較しやすいページ構成にしました。
・ 「パターン」クラフト ラインと組み合せができる柄物のバリエーションの拡充を図りました。
・ 「スーパーハード 抗菌・汚れ防止壁紙」の充実。高い機能性と品質が人気の同シリーズ。織物調無地のカラーを増点しました。
・ 「抗菌・汚れ防止壁紙」のボリュームアップ。特性による使い分けをしやすいように、エバール®とファンクレア®を分け、充実させました。

②ホームユース　準不燃商材を使い勝手良くコンパクトに紹介。
・ ボリューム感と表面強化性能を持つ注目の「空気を洗う壁紙 ® 発泡表面強化」。
・ 若い世帯の戸建住宅を想定した「白い壁紙のテクスチャー＆パターン集」と「水廻り」におすすめする新柄の充実。
・ レンガや木目など、店舗用とを想定したディスプレイ柄「アース・ディスプレイ」
・ 「和調」トータルでコーディネートしやすい和モダンのラインアップ。
・ 昨今人気のビッグパターンやアクセント壁紙となる個性的な商品を取り揃えました。

③「ルノン プレミアムシリーズ」の拡充（高付加価値特殊掛率品商品群）126 点
・ 「ディズニー プレミアムコレクション／ディズニー プレミアムコレクション フェアリーグラス」では、大人ディズニー路線の継続と拡充を図りました。

 （1）新キャラクターの追加。（くまのプーさん／シンデレラ）新柄 21 点掲載。
 （2）2014 年フレッシュプレミアム掲載以来、全アイテム好評に付き継続掲載しています。
 （3）裏粘着（タックシール）式ディズニーキャラクターのトリムの開発。5 柄 6 点。簡易に施工が可能な糊付のタック式トリム。
 （4）ビッグスケールのインクジェットタイプのディズニー壁紙を新開発。

2016 年「クラフト ライン」新作。今までにない新しい壁面のあしらい。 自然や風景を感じさせる　雄大な意匠表現。
新しいステージの「クラフト ライン」新たな試みとしてイメージを具現化する意匠開発を行い、大きな空間にも貼り映えのするシリーズ “The Design of The 
Scene”（情景のデザイン）をラインアップに加えました。 大きなリピートで繰り返されるリズムは、いろいろな自然の営みや情景、印象を形にしました。「瀑布」「大
河」「雲海」「田園」 豊かなイメージを表す柄の表現は、確実な消臭性能と相まって、今までにない価値あるインテリア空間を創造します。住まう人とっての「デ
ザイン・オブ・シーン」新しいストーリーの始まりです。
RF-3001～ RF-3021

もう一つの「クラフト ライン」は、「用の美」日本人の手仕事に敬意を払い、今のスタイルとして表現。 美の価値観を追求しました。

マキシマムなビッグスケール。繊細なテクスチャーとエンボスの表現。綿密に計算された配色計画。すべての空間を網羅する「空気を洗う壁紙® クラフト ライン」
充実のサードステージです。

充実の不燃認定商品シリーズ
「スーパーハード 抗菌・汚れ防止壁紙」には、リアルな意匠性の木目柄や織物調のカラー展開を収録。クラフト ラインをベースにアクセントとなる柄を新カテゴリー
「不燃 パターン不燃」に掲載しています。

信頼の機能性「空気を洗う壁紙 ®」
信頼の機能性の「空気を洗う壁紙®」 24 時間半永久的に消臭し続ける「サイクル消臭性能」 人気の高耐久仕様「発泡・表面強化」タイプも充実。表面強度が高
いボリュームタイプで、 メンテナンス性にも優れた撥水性も付加。リフォームにもおススメの商品です。 不燃・準不燃ともに充実した「空気を洗う壁紙®」のラインアッ
プです。

今の住宅シーンへ デザインの提案
ヨーロッパのトレンドを提案し続けている老舗ブランド「A.S. クリエーション」 今回はリバイバルデザインとして注目されている「ブラック＆ホワイト」を取り入れ
ました。ヨーロッパのエスプリを感じさせる、遊び心溢れるモダンデザインです。 その他トレンドデザインの「トロンプルイユ（だまし絵）」なども収録しています。

RUNON CO., LTD.

RUNON News Release

ディズニー プレミアムコレクションに新ラインアップ登場
2016 年ルノンのディズニー壁紙シリーズ。新しい「フレッシュ プレミアム」には新キャラクターとして「シンデレラ」と「くまのプーさん」が加わりました。イン
テリアに映える、シックな「大人ディズニー」の世界。海外も注目の日本発「OTONA」ディズニーブランド。他にも、インクジェット壁紙やタック式トリムなど魅
力的な新商品が満載です。

2016 年ディズニー壁紙シリーズに新しいアイテム「シンデレラ」が登場。愛と夢
に溢れたシンデレラの物語。誰もが憧れるガラスの靴やかぼちゃの馬車をガラス
ビーズのオーナメントデザインにしました。フェアリーゴットマザーの魔法のよう
に、お部屋を輝きと幸せで包み込みます。

「ディズニー プレミアムコレクション FG」
表層にガラスビーズなどで柄を表した高級タイプ。
光との調和により、個性あふれる空間を演出する壁紙です。
その美しさは空間全体の価値を高められるような壁面となり、趣味の良い大人の
ラグジュアリーを表現します。
裏紙にはフリース（不織布）を使用。美しい風合いを醸し出します。

品番： RPS-1101 ～ 1110　５柄10 点
価格： ¥60,000/ 本～ ¥66,000/ 本　12ｍ巻（特殊掛率品）
品質： 無機質系壁紙　不燃 / 準不燃（1103-1104 は準不燃）
 F★★★★　 SV 適合品　基材フリース（不織布）使用
 両耳スリット（突きつけ施工）　専用化粧箱入り　防カビ

Winnie the Pooh
世界中の人々に愛されるキャラクター「くまのプーさん」

「ディズニー プレミアムコレクション」
プーさんと個性豊かな仲間たちが暮らす、自然豊かな 100 エーカーの森を舞台に
した、ほっこりと安らげるデザインを施しました。ヴィンテージなイメージの木目や
レンガにプーさんの優しいモチーフをあしらいました。ほのぼのとした雰囲気に癒
される、プーさんと共に暮らすスローライフなインテリアをご提案します。

品番： RPS-1201 ～ 1238　24 柄 38 点　価格：¥1,500/ｍ　切売り可（特殊掛率品）
品質： 塩化ビニル樹脂系壁紙　準不燃　F★★★★　SV 適合品　防カビ

Disney Trim Seal
誰でも気軽に楽しめるシールタイプのトリム（ボーダー壁紙）が登場しました。
お部屋の壁面を上品に彩る洗練されたアクセントトリムです。壁紙の上から貼る
だけで、お部屋を簡単にイメージチェンジできます。ミッキー＆ミニー、くまのプー
さんをモチーフにした大人も楽しめるディズニーデザインです。

ディズニートリムシール
品番： RPS-1401 ～ 1406　5 柄 6 点　価格：¥4,500/ 本　10m 巻き（特殊掛率品）
材質： 本体 塩化ビニル　非防火　防カビ

RPS-1109

RPS-1227

RPS-1401

「ディズニーインクジェット　ブックシェルフ」　NEW　【受注生産品】
人気のトロンプルイユ（だまし絵）を油彩タッチのインクジェット壁紙で表現しま
した。ミッキー、ミニー、ドナルド、プルートが描かれています。また、本の背
表紙にもディズニーのアイコンが隠れています。

 掲載の商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社スミノエが発売するものです。
 発売元：株式会社スミノエ　販売元：ルノン株式会社



ルノン フレッシュ プレミアム 2016-2019　　2016 年 7 月 6 日発売
コントラクト物件から一般住宅まで。すべてのインテリア空間を満足させるプレミアム壁紙見本帳新発売。

弊社では各種（商業、宿泊、医療等）施設から、マンションや戸建てなどの住宅分野まで、

すべての住空間にご利用頂ける壁紙見本帳「ルノン フレッシュプレミアム 2016-2019」を

2016 年 7 月 6日に発売致します。

新しい「ルノン フレッシュプレミアム」では、今求められる壁紙のデザインに今一度向き

合い、ユーザー（使用者）にとって、壁紙として価値あるモノ創りを行いました。一人一

人の生活者がキャストであり、そのシーンを創り上げる、演出するものとして存在する壁

紙。ドラマティックでダイナミックな新しいシリーズです。

■内容
壁紙見本帳　ルノン  フレッシュ プレミアム 2016-2019
発売日：2016 年 7 月 6 日予定
掲載点数／頁：941 点／ 204 頁
①収録点数：941 点（1000 クラス点数 821 点＝RF 品番／プレミアムシリーズ点数 120 点＝RPS 品番）　
②掲載商品価格：上代1,000 円 /m　※トリム、及び RPS 品番（特殊掛率品）を除く。

■構成
前半はコントラクトユースを中心とした1000 クラス不燃認定壁紙を中心に構成。（1000 クラス＝￥1,000/ｍ価格帯）
多くの採用実績を誇る「空気を洗う壁紙 ® クラフト ライン」の新柄をメインに構成。
後半はインテリアシーンにプレミアムな価値観を創造する「ルノン プレミアムシリーズ」（上代￥1,000/ｍ以上価格帯）を掲載。
ラグジュアリーなデザインや高級感あふれる付加価値商材を数多く掲載しています。

■商品開発
①コントラクトユース　不燃認定商品の充実。
・ 「空気を洗う壁紙 ® クラフト ライン」の新柄掲載。今までにないビッグスケールの柄表現。合わせて新テクスチャーアイテムの開発。
・ 「空気を洗う壁紙 ®」の施工性の良い高発泡品の充実。選定比較しやすいページ構成にしました。
・ 「パターン」クラフト ラインと組み合せができる柄物のバリエーションの拡充を図りました。
・ 「スーパーハード 抗菌・汚れ防止壁紙」の充実。高い機能性と品質が人気の同シリーズ。織物調無地のカラーを増点しました。
・ 「抗菌・汚れ防止壁紙」のボリュームアップ。特性による使い分けをしやすいように、エバール®とファンクレア®を分け、充実させました。

②ホームユース　準不燃商材を使い勝手良くコンパクトに紹介。
・ ボリューム感と表面強化性能を持つ注目の「空気を洗う壁紙 ® 発泡表面強化」。
・ 若い世帯の戸建住宅を想定した「白い壁紙のテクスチャー＆パターン集」と「水廻り」におすすめする新柄の充実。
・ レンガや木目など、店舗用とを想定したディスプレイ柄「アース・ディスプレイ」
・ 「和調」トータルでコーディネートしやすい和モダンのラインアップ。
・ 昨今人気のビッグパターンやアクセント壁紙となる個性的な商品を取り揃えました。

③「ルノン プレミアムシリーズ」の拡充（高付加価値特殊掛率品商品群）126 点
・ 「ディズニー プレミアムコレクション／ディズニー プレミアムコレクション フェアリーグラス」では、大人ディズニー路線の継続と拡充を図りました。

 （1）新キャラクターの追加。（くまのプーさん／シンデレラ）新柄 21 点掲載。
 （2）2014 年フレッシュプレミアム掲載以来、全アイテム好評に付き継続掲載しています。
 （3）裏粘着（タックシール）式ディズニーキャラクターのトリムの開発。5 柄 6 点。簡易に施工が可能な糊付のタック式トリム。
 （4）ビッグスケールのインクジェットタイプのディズニー壁紙を新開発。

2016 年「クラフト ライン」新作。今までにない新しい壁面のあしらい。 自然や風景を感じさせる　雄大な意匠表現。
新しいステージの「クラフト ライン」新たな試みとしてイメージを具現化する意匠開発を行い、大きな空間にも貼り映えのするシリーズ “The Design of The 
Scene”（情景のデザイン）をラインアップに加えました。 大きなリピートで繰り返されるリズムは、いろいろな自然の営みや情景、印象を形にしました。「瀑布」「大
河」「雲海」「田園」 豊かなイメージを表す柄の表現は、確実な消臭性能と相まって、今までにない価値あるインテリア空間を創造します。住まう人とっての「デ
ザイン・オブ・シーン」新しいストーリーの始まりです。
RF-3001～ RF-3021

もう一つの「クラフト ライン」は、「用の美」日本人の手仕事に敬意を払い、今のスタイルとして表現。 美の価値観を追求しました。

マキシマムなビッグスケール。繊細なテクスチャーとエンボスの表現。綿密に計算された配色計画。すべての空間を網羅する「空気を洗う壁紙® クラフト ライン」
充実のサードステージです。

充実の不燃認定商品シリーズ
「スーパーハード 抗菌・汚れ防止壁紙」には、リアルな意匠性の木目柄や織物調のカラー展開を収録。クラフト ラインをベースにアクセントとなる柄を新カテゴリー
「不燃 パターン不燃」に掲載しています。

信頼の機能性「空気を洗う壁紙 ®」
信頼の機能性の「空気を洗う壁紙®」 24 時間半永久的に消臭し続ける「サイクル消臭性能」 人気の高耐久仕様「発泡・表面強化」タイプも充実。表面強度が高
いボリュームタイプで、 メンテナンス性にも優れた撥水性も付加。リフォームにもおススメの商品です。 不燃・準不燃ともに充実した「空気を洗う壁紙®」のラインアッ
プです。

今の住宅シーンへ デザインの提案
ヨーロッパのトレンドを提案し続けている老舗ブランド「A.S. クリエーション」 今回はリバイバルデザインとして注目されている「ブラック＆ホワイト」を取り入れ
ました。ヨーロッパのエスプリを感じさせる、遊び心溢れるモダンデザインです。 その他トレンドデザインの「トロンプルイユ（だまし絵）」なども収録しています。

ディズニー プレミアムコレクションに新ラインアップ登場
2016 年ルノンのディズニー壁紙シリーズ。新しい「フレッシュ プレミアム」には新キャラクターとして「シンデレラ」と「くまのプーさん」が加わりました。イン
テリアに映える、シックな「大人ディズニー」の世界。海外も注目の日本発「OTONA」ディズニーブランド。他にも、インクジェット壁紙やタック式トリムなど魅
力的な新商品が満載です。

2016 年ディズニー壁紙シリーズに新しいアイテム「シンデレラ」が登場。愛と夢
に溢れたシンデレラの物語。誰もが憧れるガラスの靴やかぼちゃの馬車をガラス
ビーズのオーナメントデザインにしました。フェアリーゴットマザーの魔法のよう
に、お部屋を輝きと幸せで包み込みます。

「ディズニー プレミアムコレクション FG」
表層にガラスビーズなどで柄を表した高級タイプ。
光との調和により、個性あふれる空間を演出する壁紙です。
その美しさは空間全体の価値を高められるような壁面となり、趣味の良い大人の
ラグジュアリーを表現します。
裏紙にはフリース（不織布）を使用。美しい風合いを醸し出します。

品番： RPS-1101 ～ 1110　５柄10 点
価格： ¥60,000/ 本～ ¥66,000/ 本　12ｍ巻（特殊掛率品）
品質： 無機質系壁紙　不燃 / 準不燃（1103-1104 は準不燃）
 F★★★★　 SV 適合品　基材フリース（不織布）使用
 両耳スリット（突きつけ施工）　専用化粧箱入り　防カビ

Winnie the Pooh
世界中の人々に愛されるキャラクター「くまのプーさん」

「ディズニー プレミアムコレクション」
プーさんと個性豊かな仲間たちが暮らす、自然豊かな 100 エーカーの森を舞台に
した、ほっこりと安らげるデザインを施しました。ヴィンテージなイメージの木目や
レンガにプーさんの優しいモチーフをあしらいました。ほのぼのとした雰囲気に癒
される、プーさんと共に暮らすスローライフなインテリアをご提案します。

品番： RPS-1201 ～ 1238　24 柄 38 点　価格：¥1,500/ｍ　切売り可（特殊掛率品）
品質： 塩化ビニル樹脂系壁紙　準不燃　F★★★★　SV 適合品　防カビ

Disney Trim Seal
誰でも気軽に楽しめるシールタイプのトリム（ボーダー壁紙）が登場しました。
お部屋の壁面を上品に彩る洗練されたアクセントトリムです。壁紙の上から貼る
だけで、お部屋を簡単にイメージチェンジできます。ミッキー＆ミニー、くまのプー
さんをモチーフにした大人も楽しめるディズニーデザインです。

ディズニートリムシール
品番： RPS-1401 ～ 1406　5 柄 6 点　価格：¥4,500/ 本　10m 巻き（特殊掛率品）
材質： 本体 塩化ビニル　非防火　防カビ

RUNON CO., LTD.

RUNON News Release

「ディズニーインクジェット　ブックシェルフ」　NEW　【受注生産品】
人気のトロンプルイユ（だまし絵）を油彩タッチのインクジェット壁紙で表現しま
した。ミッキー、ミニー、ドナルド、プルートが描かれています。また、本の背
表紙にもディズニーのアイコンが隠れています。

 掲載の商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社スミノエが発売するものです。
 発売元：株式会社スミノエ　販売元：ルノン株式会社


