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壁紙見本帳  ルノン「不燃認定壁紙 Vol.9  2016-2019」
2016 年 9月 16 日発売

弊社では、来たる 2016 年 9月 16 日、壁紙見本帳「不燃認定壁紙 Vol.9」を発売いたします。

先に発売いたしました「ルノン フレッシュ プレミアム 2016-2019」で発表致しました圧巻の

「空気を洗う壁紙 ®クラフトライン」シリーズを中心に、多くの不燃認定物件でご利用戴ける、

最新のラインアップをお届けいたします。

■概要
名　称： 不燃認定壁紙 Vol.9  2016-2019

発売日： 平成 28 年（2016 年）9月16日

点　数： 299 点（新柄 139 点）※本見本帳からの新柄 8柄 26 点あり。

品　番： RU-2301 ～ RU-2599

商品構成

上　段： 空気を洗う壁紙 ® クラフトライン　25 柄 149 点（新柄 64 点）

下　段： 空気を洗う壁紙 ® ペイントタッチ　6柄 18 点

 空気を洗う壁紙 ® 撥水・表面強化　5柄 26 点（新柄 6点）

 空気を洗う壁紙 ® スタンダード　13 柄 41 点（新柄 22 点）

 木目 　7 柄 9点（新柄 4点）

 抗菌・汚れ防止 スーパーハード 木目 　5柄 9点（新柄 6 点）

 抗菌・汚れ防止 スーパーハード　 6 柄 28 点（新柄 25 点）

 抗菌・汚れ防止 エバール®　5柄 9点（新柄 2点）

 抗菌・汚れ防止 ファンクレア®　4柄 10 点（新柄 10 点）

合　計： 空気を洗う壁紙 ® 52 柄 239 点（新柄 93 点）

 抗菌・汚れ防止 20 柄 56 点（新柄 43 点）

形　態 ： 上下ニ段　現物綴じ見本帳

次ページへつづく

（1）　霧 野（きりの）
RU-2352 ～ RU-2354

水面（みなも）に漂う蚕の糸。 その繊細な

絹の糸を微細なエンボスで表現。 ゆった

りとした印象を受ける横流れのプリントが

複雑に絡みあい、印象深い意匠に仕上が

りました。 生きているが如く漂う浮遊感。 

霧が揺らぎ漂う野山の印象です。
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（3）　淡 海（おうみ）
RU-2355 ～ RU-2358

金属箔の光沢感と表情を微細なエンボス

で再現。 白さと輝きを増したホワイトゴー

ルド箔。 錫の風合いにも通ずる銀箔。 艶

やかさを落ち着いた印象で仕上げた金箔。 

インテリアにとけ込む色合いを再現した

銅箔。 ベースのフラットな静寂感と相まっ

て、穏やかな海の景色を創り上げていま

す。

（2）　月 影（つきかげ）
RU-2359 ～ RU-2361

和紙の風合いのベースに整然とした櫛引

模様を施し、表層を演出するエンボスは

焼物の「カイラギ」の様なひび割れ紋様を、

表情豊かにあしらいました。 古代裂のよう

な年月を感じるどっしりとした風合いも持

ち合わせた、 印象的でノスタルジックなデ

ザインです。

（4）　伊 吹（いぶき）
RU-2362 ～ RU-2364

存在感のあるループツイードのような、

伝統的な織物の表情。ふうわりとした優

しさも持ち合わせ、重くならないようパー

ルを配し、ざっくりとしたエンボスを施し

ました。穏やかな春の息吹。風を感じる

優しい織物の風合い。貼り上がりは、

山々の深い森を見ているような奥深さ、

深淵なる奥行き感も感じさせます。

②高いメンテナンス性で人気のアイテム「空気を洗う壁紙 ® 撥水・表面強化」充実のボリュームアップ　（ 5 柄 26 点 ）

独自のサイクル消臭機能に、撥水コーティング＋表面強化性能を付与し、高いメンテナンス性を実現した「空気を洗う壁紙 ® 撥水・表面強化」をさらに

充実させました。メンテナンスの回数を必要とする各種施設にとって重要な化粧層の耐久性を高めたサイクル消臭壁紙です。

（空気を洗う壁紙 ®クラフトライン　撥水・表面強化タイプの 6 柄 49 点を含めると、全 11 柄 75 点の幅広いバリエーションとなります）

③高耐久性能「抗菌・汚れ防止壁紙 スーパーハード 」　さらなるバリエーションの充実。（ 11 柄 37 点 ）

高い耐久性を必要とする空間設計に安心の抗菌・汚れ防止壁紙 スーパーハード。今作では新たに高意匠性の木目シリーズ、織物調のカラーシリーズ

を展開し、さらなるバリエーションの充実を行いました。幅広い用途にお応えするラインアップです。

④防火種別【 1-4 】を増点（ 161 点 ）しました。

前作 60 点から大幅に増点になりました。
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■特徴
①「空気を洗う壁紙 ® クラフトライン」　最新のラインアップ。（ 25 柄 149 点 ）

2013 年 10月の新発売以来、全国の各種施設にご採用をいただき、その高い意匠性と独自の消臭機能によって、多くのホスピタリティ空間の
実現の一助となってきた同ラインアップを、3年ぶりに大幅改定しました。
6月先行発売の「フレッシュプレミアム 2016」の新柄 8柄 51 点に、さらに本見本帳では 4柄 13 点を追加。合わせて新柄 12 柄 64 点を巻頭に
配置しました。これまで以上に幅広い空間設計のお役にたてる新しいラインアップです。以下、本見本帳に新たに加わるクラフトライン新柄４
柄をご紹介します。
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