
ルノン ホーム 2017-2020　
2017 年 11 月 9日発売
デザイン、カラー、テクスチャー、そして機能性。一般住宅から商業空間まで。
全ての住空間を満足させるルノン旗艦見本帳。2017 年 11月新発売です。

弊社では2017年11月9日に、旗艦壁紙見本帳「ルノン ホーム2017-2020」を発売いたします。
マンションや戸建てなどの住宅分野における、新築・リフォームはもちろん、各種（商業、
宿泊、医療等）施設まで、すべての住空間を網羅する充実の内容で構成されています。
多くの御採用実績を誇る「空気を洗う壁紙 ®」は発売 12 年を経過。今の住空間に求め
られる、サブ機能性をプラスしたタイプも充実。「空気を洗う壁紙 ®」コンテンツも充実
し、より選びやすい内容構成となっております。
合わせてデザインエレメントも、ルノンならではのシリーズやカテゴリーを新たに構
成。新築、リフォーム、リノベーション。そしてさまざまなインテリア空間とすべての暮ら
しと生活の為にラインアップした、最新のコレクションです。

■内容
壁紙見本帳　ルノン ホーム2017-2020

発売日：2017 年 11月9日予定

掲載点数／頁：854 点／ 210 頁（先んじて発行した弊社見本帳「ルノン リフォームプロ2017-2020」の全商品 110 点を網羅しています）

掲載商品価格：上代 1,000 円 /m　※一部特殊掛率品を除く。

■構成
本見本帳は、これまで以上に多様化している使用空間と使用状況を鑑み、商品開発及び見本帳設計を行いました。また、活況な各種商業施設の建設、改修

需要にもこたえるべく、不燃認定商品もボリュームを持って掲載。独自の高性能消臭壁紙を軸に、質の良いデザインを適切にラインアップした、使い勝手の

良いビニール壁紙集です。

前半は「空気を洗う壁紙 ®」準不燃 /不燃を半数ほど割いて掲載。一般住宅から商業施設まで。一気に同商材のバリエーションを網羅できるように掲載し

ております。後半は機能性アイテムとして人気の高い、「抗菌・汚れ防止壁紙」のバリエーションを用途として使い分けして頂けるよう、重厚に構成されて

います。デザインパターンは、個性的なあしらいにも対応できるトレンドデザインや、伝統的でエレガントなパターンなど、ハイセンスなアイテムを数多く

ご用意いたしました。ご利用いただける人にとって、解りやすく使い勝手の良い見本帳を念頭に、全編構成いたしました。

RUNON News Release

RUNON CO., LTD.

2017 年 10 月 16 日

■内容構成
①「空気を洗う壁紙 ®」デザインパターン

ブロック柄や木目調などのトレンドデザイン。伝統美を追求した、しっとりとした和柄。定番のタイル柄やフラワーパターンなど、さまざまな現代の住宅

シーンでご利用いただける、充実のデザインパターンをご用意いたしました。

信頼と実績の半永久サイクル消臭性能と住むことに楽しさを与えるデザインで快適な住空間の創造をご提供いたします。

②「空気を洗う壁紙 ®」アイテムの充実

信頼と実績の消臭機能はもちろんお手入れが楽なメンテナンス性の高い撥水コートタイプや、調湿性を有する通気性など住空間に必要なサブ機能も充

実しました。もちろん、ルノンならではの、素材感のある、テクスチャーデザインも、シンプルで使い勝手の良いシリーズとしてラインアップいたしまし

た。永くご支持いただいている人気商品やリフォームに向いたボリュームタイプなども、より、セレクトしやすい内容となっています。

③「空気を洗う壁紙 ®」使い勝手と用途を考えたバリエーション

「空気を洗う壁紙 ®クラフト ライン」は、そのデザインとカラーから多くの

空間にご利用いただいています。そのテクスチャーの表現を踏襲し、シン

プルなあしらいでシリーズ化した「デザインテクスチャー」。リフォームなど

にお薦めするボリュームタイプをまとめた「リフォームおすすめ」。「空気を

洗う壁紙 ®」準不燃タイプ発売以来永くご愛顧頂いている品目を集めた「ロ

ングヒット」など。
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④空気を洗う壁紙 ®クラフト ライン

商業空間で多くの実績を誇るデザインカテゴリー。そのテクスチャーの再現

性と、デザイン、カラー構成は住空間にも数多くご利用いただいています。 

新築はもちろんマンションリノベーションなどにも。インテリアデザインを

上質に高め、心地よい空間をご提供いたします。写真：淡海（おうみ）　

146 点掲載

⑤充実の「抗菌・汚れ防止壁紙」カテゴリー

汚れが落としやすく、抗菌性能が付加された人気の高い「抗菌・汚れ防止

壁紙」シリーズ。本見本帳では 2種類のフィルムタイプ。5種類の用途と

デザインに分け掲載しています。135 点掲載

⑥「MiriKulo:rer®」　

ミリクローレル北欧デザインブランドの新しい提案です。

スウェーデンに活動の拠点を置く日本のデザインブランド「MiriKulo:rer®」。

「日常を自然と美しく暮らすデザイン」をテーマに、自然のモチーフや自然に

寄り添うデザインを発信しています。壁紙では初めての商品展開になります。

日本と北欧の感性が融合した優しく心に響くデザインをお楽しみください。

Designed by  Chisako Kiuchi

⑦その他

おしゃれでポップなあしらいをお楽しみいただける個性的なデザイン壁紙を

集めた「POP LIFE ポップライフ」シリーズ。

ドイツ「A.S.クリエーション」の最新デザインは、ラグジュアリーモダンに

ナチュラルなエッセンスをプラスした、トレンドのスタイルのご提案。その

他 LED対応蓄光壁紙やジャパンモダンなど。充実の機能性と旬のデザイン

バリエーションをご用意いたしました。
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④空気を洗う壁紙 ®クラフト ライン

商業空間で多くの実績を誇るデザインカテゴリー。そのテクスチャーの再現

性と、デザイン、カラー構成は住空間にも数多くご利用いただいています。 

新築はもちろんマンションリノベーションなどにも。インテリアデザインを

上質に高め、心地よい空間をご提供いたします。写真：淡海（おうみ）　
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⑤充実の「抗菌・汚れ防止壁紙」カテゴリー

汚れが落としやすく、抗菌性能が付加された人気の高い「抗菌・汚れ防止

壁紙」シリーズ。本見本帳では 2種類のフィルムタイプ。5種類の用途と

デザインに分け掲載しています。135 点掲載

⑥「MiriKulo:rer®」　

ミリクローレル北欧デザインブランドの新しい提案です。

スウェーデンに活動の拠点を置く日本のデザインブランド「MiriKulo:rer®」。

「日常を自然と美しく暮らすデザイン」をテーマに、自然のモチーフや自然に

寄り添うデザインを発信しています。壁紙では初めての商品展開になります。

日本と北欧の感性が融合した優しく心に響くデザインをお楽しみください。

Designed by  Chisako Kiuchi

⑦その他

おしゃれでポップなあしらいをお楽しみいただける個性的なデザイン壁紙を

集めた「POP LIFE ポップライフ」シリーズ。

ドイツ「A.S.クリエーション」の最新デザインは、ラグジュアリーモダンに

ナチュラルなエッセンスをプラスした、トレンドのスタイルのご提案。その

他 LED対応蓄光壁紙やジャパンモダンなど。充実の機能性と旬のデザイン

バリエーションをご用意いたしました。
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