
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

ルノン フレッシュ プレミアム 2019-2021　
2019 年 2月 21 日発売
2020年代の多様化するインテリアシーンに向けて最適化された
ラインアップのプレミアム壁紙見本帳新発売。

弊社では宿泊、店舗、オフィス、医療、福祉など各種施設から、マンションや戸建てなどの

住宅まで、全てのインテリアシーンでご利用頂ける壁紙見本帳「ルノン フレッシュプレミア

ム2019-2021」を2019 年 2月21日に発売致します。

好評だった前作の各カテゴリーをより洗練された商品構成にまとめ、壁紙の価値をデザ

イン、機能の両側面から創造した、究極の壁紙見本帳です。

■内容
壁紙見本帳　ルノン フレッシュプレミアム2019-2021

発売日：2019 年 2月21日予定

掲載点数／頁：830 点／ 208 頁

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
空気を洗う壁紙 ®クラフト ラインを中心としたコントラクトユースに向けた不燃認定壁紙を充実しました。

特に大好評の「幼児の城」シリーズは、新シリーズとして再構築し、幼保園、老健施設、クリエイティブなオフィスなど、現在の施設インテリアに合う配色にリ

ニューアルしました。施設に人気の「スーパーハード  抗菌・汚れ防止壁紙」の木目シリーズに使いやすいウォールナットやオークのトレンドカラーを増点

しました。

特殊掛率品ではディズニー プレミアムコレクションを大幅リニューアルし、広い世代に人気のミッキーやプーさんシリーズを増点し、ディズニープレミアム

コレクション フェアリーグラスはプリンセスシリーズに「白雪姫」「アリエル」が登場し、より充実したカテゴリーになりました。

フリース壁紙はダイレクトフリースの使いやすい無地系デザインをラインアップ。さらにでんぷん糊の使用も可能な標準施工品となります。

2年前にルノンホームで発売した「MiriKulo:rer（ミリクローレル）」には、壮大なスケール感の「世界地図」と、奥深い北欧の森をイメージした「森林」の 2作

のインクジェット壁紙が加わりました。

空気を洗う壁紙 ®シリーズには新たに「空気を洗う壁紙 ®オレフィンプラス」が登場。主素材にオレフィン系プラスチック発泡シートの端材を粉砕したオレ

フィンチップを使用、消臭機能は 12 物質消臭の「プラスタイプ」です。
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■内容構成
①空気を洗う壁紙 ® クラフト ライン 新作

2019 年新たな第４のステージを迎える「空気を洗う壁紙 ® クラフト ライン」

新しいラインアップは、美しい日本の姿　美しい日本の心をテーマに誰もが感じる

四季の移ろいや、心に残る風景、暮らしの形を意匠に表し、今に生きる、コンセ

プチュアルなデザインシリーズとして制作致しました。

信頼のサイクル消臭機能性と高い表現の意匠性の完璧なマッチングです。

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　時とともに色を変えるその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致しました。

時の流れとともに印象を変える。その四季の移ろいを、カラーとして表しました。

日本の風景を感じる　自然とともに生きてきた私たち。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。

ご好評を頂いている、ビッグスケールのシリーズも新たにラインアップ。

心に響くデザイン・パターンを堪能してください。

②「幼児の城」壁紙　新シリーズ登場

2014 年に 35+20 配色でスタートした「幼児の城」壁紙シリーズ。

同一多配色の、子供たちへの目線で開発されたラインアップは、画期的で多くの

ご支持とご採用を頂きました。今回全てのカラーを見直し、配色内容を検討。

人気の高いビビットなトーンを軸に、優しいグレイッシュなトーンを多く採用しています。

人気のウォームグレイ、グレージュやミディアムなニュートラルも新たに追加してい

ます。点数も60 配色に増点。更にグレードアップした、新「幼児の城」壁紙シリー

ズ。抗菌・汚れ防止スーパーハード機能はそのまま。新しくなって新登場です。

③ディズニープレミアムコレクション（壁紙）

世界的なトレンドの大人ディズニーのエレメント。高い装飾性を持ち合わせた

壁紙「ディズニープレミアムコレクション　フェアリーグラスシリーズ」は

新たにプリンセスシリーズ「白雪姫」と「アリエル」を増点。

華やかで夢のある、女性らしいエレガントさを表現しました。

また、90 周年を迎えたミッキーのユニークな新作や、

人気のプーさんシリーズは 100 エーカーの森など新しくラインアップ。

インクジェット壁紙は、大きなパターンで価値の高いデザイン提案を行います。

充実の内容となったディズニー壁紙シリーズ。ご期待ください。

〒141-0031　東京都品川区西五反田 2-30-4 BR 五反田ビル 6F

tel. 03-3492-7341  fax. 03-3493-5843  https://ssl.runon.co.jp

④デザインコレクション

世界のブランド、クオリティの高いオリジナルデザインが充実したデザインコレクション。

世界のトップトレンド「A.S. クリエーション」の充実のデザインアイテム。

日本人の感性と北欧の融合「ミリクローレル」は、新たにインクジェットデザイン

を追加。

自然に寄り添う優しいまなざし。オリジナリティあふれる独特な世界観をインテリアに。

⑥ルノンならではの安心•安全•高品質の機能性商品群　

「空気を洗う壁紙 ®」「アレルブロック®」「抗菌・汚れ防止」など、現代の

住環境に必須の機能性壁紙。

ルノンならではの高い安全性と機能性。充実の内容でお届けします。
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RUNON News Release

④デザインコレクション

世界のブランド、クオリティの高いオリジナルデザインが充実したデザインコレクション。

世界のトップトレンド「A.S. クリエーション」の充実のデザインアイテム。

日本人の感性と北欧の融合「ミリクローレル」は、新たにインクジェットデザイン

を追加。

自然に寄り添う優しいまなざし。オリジナリティあふれる独特な世界観をインテリアに。

空気を洗う壁紙 ®

A.S. クリエーション

ミリクローレル（インクジェット）

抵アレルゲン壁紙
アレルブロック ®

抗菌・汚れ防止
ファンクレア ®

抗菌・汚れ防止
エバール ®ハード

⑥ルノンならではの安心•安全•高品質の機能性商品群　

「空気を洗う壁紙 ®」「アレルブロック®」「抗菌・汚れ防止」など、現代の

住環境に必須の機能性壁紙。

ルノンならではの高い安全性と機能性。充実の内容でお届けします。
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