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「 2022-2024 リザーブ 1000 」の特⻑

壁紙⾒本帳「2022-2024 リザーブ 1000」を 5/26 に発刊
エコマーク認定取得商品など環境配慮型シリーズを新たに収録

4. 理想のお部屋づくりをサポートするコーディネート写真集「インテリアスタイルブック」

 株式会社サンゲツ（本社︓愛知県名古屋市、代表取締役 社⻑執⾏役員︓安⽥正介）は、壁紙⾒本
帳「2022-2024 リザーブ 1000」を 5 ⽉ 26 ⽇（⽊）に発刊します。同⾒本帳は、こだわりあるデ
ザインと、⾼い機能性を兼ね備えた壁紙を多数収録した⾒本帳です。
 今回より新たに、環境配慮型シリーズ「MEGUReWALL（メグリウォール）」を掲載し、エコマー
ク認定を取得したリサイクル樹脂の壁紙や、もみ殻を再利⽤した壁紙を収録しました。また、照明デ
ザイナーの岡安 泉⽒や、国⽴科学博物館とのコラボレーション壁紙のほか、「ハードストレッチ」や「抗
ウイルス」などの⾼機能壁紙も収録。さらに、付属のコーディネート写真集「インテリアスタイルブッ
ク」は、施⼯例写真をスタイル別に収録することで、理想のお部屋づくりをサポートします。⼾建て
やマンションなどの住宅物件を中⼼に、各種施設にも選びやすい全 865 点のラインアップです。

3. ⾼機能壁紙「ハードストレッチ」と「抗ウイルス」壁紙の拡充

2. 照明デザイナー 岡安 泉⽒や国⽴科学博物館とのコラボレーション壁紙を収録

1. 資源を再利⽤して⽣まれたリサイクル材の壁紙「MEGUReWALL」が登場

RE53005・RE53365
上質な⽷がいくつも重なりあった深みのあるファブリックの素材感を表現



1. 資源を再利⽤して⽣まれたリサイクル材の壁紙「MEGUReWALL」が登場

 同⾒本帳では、環境配慮型の壁紙「MEGUReWALL（メグリウォール）」シリーズを新たに収録。⾞両内装に使われるクッ
ション材の端材などを再利⽤したリサイクル樹脂の壁紙は、環境保全に役⽴つ商品としてエコマーク認定を取得しました。
また、稲を脱穀した際に出る「もみ殻」を再利⽤した壁紙も収録。両商品は裏打ち紙にも再⽣紙を使⽤しており、環境負
荷の低減に貢献します。

https://www.sangetsu.co.jp/pickup/megurewall/

(1) MEGUReWALL リサイクル樹脂を使⽤した壁紙【エコマーク認定商品】 全 8 点

RE53040 NADARAKA 
リサイクル樹脂を使⽤した壁紙 施⼯例

(2) MEGUReWALL もみ殻を再利⽤した壁紙 全 6 点

MEGUReWALL 特設サイト（5 ⽉ 26 ⽇より公開）

稲を脱穀した際に出るもみ殻を粉砕して再利⽤

⾞両内装に使われるクッション材の端材などを
粉砕して再利⽤

RE53428 KIKU
もみ殻を再利⽤した壁紙 施⼯例



 照明デザイナーの岡安 泉⽒とのコラボレーションによりデザインした、壁紙コレクション「Play with Lighting」を 13
点収録。光や照明との組み合わせによりさまざまな空間演出ができる壁紙のほか、リラックス空間をつくる照明演出と壁
紙のプランニング例を紹介しています。

照明デザイナー 岡安 泉⽒とのコラボレーション壁紙「Play with Lighting」

 国⽴科学博物館の貴重な標本・資料を素材に、研究者監修のもと、“四六時中・サイエンスミュージアム” をテーマにデ
ザインした壁紙コレクション「DAY AND NIGHT SCIENCE MUSEUM」を収録。「WHALES AND DOLPHINS」は、⽇本
近海に⽣息するクジラやイルカを 1/50 スケールで表現したデザインです。他にも、同館に展⽰されているヨーロッパバイ
ソンやアフリカスイギュウなどの陸上動物のはく製をもとにデザインした「BEASTS」、明治時代から収集されたおし葉標
本をもとにデザインした「PLANTS」、⽇本に存在する多様な岩⽯をモチーフにした「ROCKS」など、実際に博物館にいる
かのような体験ができる、知的好奇⼼をくすぐる新たなウォールアートの世界を提案します。

国⽴科学博物館とのコラボレーション壁紙「DAY AND NIGHT SCIENCE MUSEUM」

https://www.sangetsu.co.jp/pickup/kahaku/
  国⽴科学博物館に在籍する各分野研究者の⽅々へのインタビューなど、⾒本帳誌⾯では紹介しきれない魅⼒を紹介します。

DAY AND NIGHT SCIENCE MUSEUM 特設サイト（5 ⽉ 26 ⽇より公開）

RE53035・53141
壁紙の貼り分けと照明の相乗効果を活かした施⼯例。壁紙は低い位置に濃い⾊を使い重⼼を下げ、照明は低い位置に配置することで、リラック
ス感を演出できます。

RE53456
「WHALES AND DOLPHINS」
⽇本近海に⽣息するクジラやイルカなどの
海⽣哺乳類を⼀覧にしたデザインです。壁
紙には縮尺もプリントされており、実物の
スケールを感じることができます。

2. 照明デザイナー 岡安 泉⽒や国⽴科学博物館とのコラボレーション壁紙を収録



⽔分をはじく ⽔滴が全体に広がる

ハードストレッチ壁紙 ⼀般ビニル壁紙

表⾯強度性能試験 撥⽔性能
ハードストレッチ壁紙 ⼀般ビニル壁紙

性能︓4〜5級 性能︓1〜3級

壁紙にストレッチ性があり、ひび割れを軽減
引っ張り試験

ハードス
トレッチ

壁紙

⼀般
ビニル
壁紙

試験材 変位1.5mm 変位2.5mm

◯︓変化軽微 ◯︓ 変化軽微

△︓ 破損 ×︓ 破断

※ 試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものでは
ありません。

RE53051・53054
吹き抜けのあるリビングへのハードストレッチ壁紙 施⼯例

キズに強く、元気なお⼦さまが過ごす空間にも安⼼。撥⽔コートにより⽔分を弾くので汚れが拭き取りやすく、抗菌機能も付いて衛⽣的︕

各種試験⽅法は、下記デジタルカタログでご確認ください。
https://contents.sangetsu.co.jp/digital_book/reserve22/index.html#page=172（5/26 公開予定）

【ハードストレッチ壁紙】

【抗ウイルス壁紙】

RE53793・53795
オフィスへの抗ウイルス壁紙 施⼯例

3. ⾼機能壁紙「ハードストレッチ」と「抗ウイルス」壁紙の拡充
 キズや汚れに強く、ひび割れを軽減することで⼈気の多機能壁紙「ハードストレッチ壁紙」を拡充。ベースクロスにおす
すめのテクスチャーとカラーを中⼼に、31 点から 46 点に増点しました。ハードストレッチ壁紙は、素材にストレッチ性
があり、⼀般ビニル壁紙と⽐べてひび割れを起こしにくく、窓などの開⼝部が多い部屋や吹き抜けのある空間に安⼼して使
⽤できます。また、撥⽔コートにより汚れが拭き取りやすいため、きれいに保ちたいリビングにもおすすめです。
 また、壁紙の表⾯に付着したウイルスを分解する機能を持つ「抗ウイルス壁紙」も 6 点から 28 点へ拡充。全点が SIAA（抗
菌製品技術協議会）抗ウイルス加⼯認証を取得しており、安⼼で衛⽣的な空間づくりをサポートします。

抗ウイルス壁紙の仕組み

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、
さらに有機成分を分解。壁紙表⾯に付着したウイルスに効果があ
ります。



【アウトドアスタイル】

4. 理想のお部屋づくりをサポートするコーディネート写真集「インテリアスタイルブック」
 近年、SNS の普及により写真から理想のインテリアイメージを探す⼈が増加しています。同⾒本帳は、施⼯例写真をス
タイル別に掲載した「インテリアスタイルブック」を付属し、ベーシックから、北欧・アウトドアスタイルなどの最新ト
レンドまで幅広く押さえた 19 のインテリアスタイルや、10 パターンの⽔まわりの施⼯例写真を合計 86 カット収録しま
した。お気に⼊りの写真からおすすめの壁紙をわかりやすく紹介することで、理想の住まいづくりをサポートします。

[ 本件に関する照会先 ]
株式会社サンゲツ   
総務部 広報 IR 課
TEL︓052(564)3314 mail︓info@sangetsu.co.jp

同⾒本帳は、設計事務所や建設会社、⼯務店、リフォーム⼯事店などでご覧いただけるほか、サンゲツ WEB サイト内のオンラインカタ
ログ「デジタルカタログ 」でも発刊と同時に公開いたします。
※「FLOOR TILE ikkimi 2022-2023」を除く

※

なお、住宅リフォーム向け⾒本帳「リフォームセレクション 2022-2024」と、住宅ビニル床タイル⾒本帳「FLOOR TILE 
ikkimi 2022-2023」を同⽇発刊します。

※接着剤を除く

発刊⽇ ︓2022 年 5 ⽉ 26 ⽇（⽊）
収録点数︓238 点（⽊⽬柄 128 点、⽯⽬柄 110 点）

住宅ビニル床タイル⾒本帳
「FLOOR TILE ikkimi 2022-2023」

発刊⽇ ︓2022 年 5 ⽉ 26 ⽇（⽊）
収録点数︓865 点（新商品率 約 32％）※⾒切り材などの壁紙以外の商材を除く

壁紙⾒本帳
「2022-2024 リザーブ 1000」

https://contents.sangetsu.co.jp/digital_book/reserve22/
「リザーブ」デジタルカタログ（5 ⽉ 26 ⽇より公開）

発刊⽇ ︓2022 年 5 ⽉ 26 ⽇（⽊）
収録点数︓壁紙 110 点／床材 49 点／リアテック 15 点／ロールスクリーン 9 点／カラー⼱⽊ 13 点

住宅リフォーム向け⾒本帳
「リフォームセレクション 2022-2024」

https://contents.sangetsu.co.jp/digital_book/reform22/
「リフォームセレクション」デジタルカタログ（5 ⽉ 26 ⽇より公開）

壁 /RE53061、アクセント（⽊⽬）/RE53301、
間仕切りドア /RE53263、天井 /RE53368




