
軽量・耐クラック、XBシリーズを収録
さらに充実　バリエーション豊富な機能とカラー 100点

豊富なカラー＆テクスチャー
ベーシックで使いやすい豊富な白のテクスチャーバリエーションから、
空間をグレードアップするアクセントカラーまで豊富な商品ラインナップ。
ナチュラルからモダンまで、あらゆる空間にマッチします。

シックなカラーと上質感のXBシリーズ
シックなモノトーンカラーと上質感が特長のXBシリーズ。
都会的なセンスが光る商品ラインナップで、
ワンランク上のインテリアを実現します。

DESIGN
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軽くて厚い、天井施工がらくらく。ひび割れを軽減、きれいをキープ。

撥水トップコート・表面強度アップ・抗菌・防かびのハイグレード仕様。

LB-9401～9410

FUNCTION
暮らしに役立つ様々な機能

 軽量・耐クラック：10点
 軽くて厚い、天井施工がらくらく。
 ひび割れを軽減、きれいをキープ。

 XBシリーズ：28点
 撥水トップコート・表面強度アップ・抗菌・防かびのハイグレード仕様。

 撥水トップコート：39点
 汚れがつきにくく、拭き取りやすい。

 表面強度アップ：55点
 キズに強く、丈夫で長持ち。

 抗菌：28点
 表面に付着した細菌の繁殖を抑制。

 防かび：全100点
 かびの発生と繁殖を抑制。

壁紙

下地

塩ビ樹脂層が伸びて
下地をカバー
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下地のひび割れをカバー、軽くて厚い 軽量・耐クラック  -10点 収録-

● 軽くて厚い、天井施工がらくらく。運搬時の負担も軽減します。

● 下地のひび割れをカバーし、きれいなお部屋を保ちます。

しかも…  撥水トップコート   +  表面強度アップ   機能もついて、きれいが長持ち

● 一般的なビニル壁紙に比べて20～30％の軽量化を実現。
● 軽さと厚みを両立していますので、天井施工がらくらく。
● 運搬時にも負担が少ない、人にも環境にも優しい壁紙です。

● 特殊配合により、壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。
● 軽微なひび割れをカバーし、きれいなお部屋を保ちます。

◆対象品：LB-9401～LB-9410

※当社比

一般ビニル壁紙

20～30％
軽量

軽量
・

耐クラック品

■耐クラック性・引っ張り試験結果

一般ビニル壁紙

断
面

表
面

変
異
2.5
mm

破断

下地

塩ビ樹脂層が伸びて下地をカバー

クラックが発生 クラックはほとんど見られない

軽量・耐クラック品

壁紙

≪試験方法≫
壁紙を両面テープで厚紙に貼った試験片に対して引張試験を行ない、壁紙の状態変化（裂け具合）を評価。（引張速度：3mm/min）
※試験結果は、当社による評価試験データであり、ひび割れが起きないことを保証するものではありません。
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汚れがつきにくく、拭き取りやすい 撥水トップコート  -39点 収録-

拭き取り前
汚れをはじくため

全体でなく部分的に付着

拭き取り前
全体的に汚れ付着

拭き取り後
若干汚れが残る
（3～4級相当）

拭き取り後
かなり汚れが残る
（2級相当）

● 一般ビニル壁紙に比べ、汚れがつきにくく、拭き取りやすい壁紙です。

● 表面が滑らかで施工時のハケすべりがよく、施工糊も拭き取りやすい特長があります。

● 当見本帳収録の撥水トップコート品は全て  表面強度アップ   機能も兼ね備えています。

◆   対象品 ：  LB-9401～9410（軽量・耐クラック品  全10点） 
LB-9448 
LBX-9473～9500（XBシリーズ  全28点）

■コーヒー汚れ落ち性能試験結果■撥水効果比較

一般ビニル壁紙 一般ビニル壁紙

水汚れが全体に広がる 水汚れを水玉状にはじく

撥水トップコート品 撥水トップコート品

・ 長時間付着した汚れや頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。あらかじめご了承ください。
・ 一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止（4～5級）」に合格する性能には至りません。
 ※ 試験結果は、当社による評価試験データであり、製品の性能保証値を示すものではありません。

≪判定基準≫
5級 ： 汚れが残らない
4級 ： ほとんど汚れが残らない
3級 ： やや汚れが残る
2級 ： かなり汚れが残る
1級 ： 汚れが濃く残る

≪試験方法≫ 
社内自主試験
色つき水を壁紙表面に滴下直後、撥水状態を観察。
（撥水状態を確認しやすくするため、色をつけています。）

≪試験方法≫ 
壁紙工業会「汚れ防止壁紙性能規定」を参考にした社内自主試験。
汚れ付着24時間経過後に水で拭き取り、判定基準に従って目視で判定。
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少しキズが見られる
（3～4級相当）

少しキズが見られる
（3～4級相当）

表面が破けて裏打紙が見える
（1～2級相当）

全体に裏打紙まで達する傷あり
（1級相当）

● 一般ビニル壁紙に比べ、表面が丈夫でキズがつきにくい壁紙です。

◆ 対象品 ：   LB-9401～9410（軽量・耐クラック品  全10点） 
LB-9424～9427・9441・9442・9446・9448~9450・9452・9453・9460・9461・9467・9468・9472 
LBX-9473～9500（XBシリーズ  全28点）

■表面キズ試験結果 ■コーナーキズ試験結果 （出隅・電気コードキズつき性試験）

一般ビニル壁紙 一般ビニル壁紙表面強度アップ品 表面強度アップ品

・ 壁紙という商品の性質上、エンボス形状や色・製造ロットなどにより試験結果のバラツキが生じます。あらかじめご了承ください。
・ 一般のビニル壁紙に比べ表面が強くなっていますが、壁紙業界規格の「表面強化（4～5級）」に合格する性能には至りません。
※ 試験結果は、当社による評価試験データであり、製品の性能保証値を示すものではありません。

≪判定基準≫
5級 ： 一見視で特に変化が見られない
4級 ： 多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級 ： 表面層の破れが明確に見える
2級 ： 表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ１cm未満）
1級 ： 表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ１cm以上）

≪判定基準≫
5級 ： 変化無し
4級 ： わずかに傷あり
3級 ： 明らかな傷あり、裏打紙まで未達
2級 ： 傷あり、一部が裏打紙まで達する
1級 ： 全体に裏打紙まで達する傷あり

≪試験方法≫
壁紙工業会「表面強化壁紙性能規定」を参考にした社内自主試験。
学振型摩擦試験機に指定のステンレス製ツメを取り付け、
200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価。

≪試験方法≫
社内自主基準による試験。
学振型試験機を使用し、摩擦子（荷重500g）の先に取り付けた電気コードを
コーナー材に貼った壁紙の上で30往復したときの壁紙表面の傷を評価。

キズに強く、丈夫で長持ち 表面強度アップ  -55点 収録-
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軽量・耐クラック 軽量・耐クラック 軽量・耐クラック 軽量・耐クラック 軽量・耐クラックLB-9401 LB-9407LB-9406LB-9405LB-9402

LB-9416 LB-9438LB-9420LB-9418LB-9417

● 長期のメンテナンスにも対応。安心して使えるロングライフ品。

安心して使えるロングライフ 2024年まで継続  -10点 収録-
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おすすめコーディネート

LB-9401, LB-9405

LB-9401

LH-81004（ライトグレージュ）

サンプルの裏面に、おすすめの天井や
クッションフロアとのコーディネート例を掲載しています。

商品選定時の参考にご利用ください。

標準材料価格：2,750円/㎡（5,010円/m）
商品規格：1.8mm厚  巾182cm

機能：抗菌・防カビ

※「クッションフロア2019-2022」見本帳より抜粋し掲載しています。

LH-81065

LH-81004

LH-81073

LH-81023

LH-81070

LH-81014

LH-81097

LH-81036

おすすめコーディネート クッションフロア

水廻り・トイレ・LDKには、クッションフロアがおすすめ
ビニル系床材なので水が染み込みにくく、
拭き掃除などのお手入れが簡単です。
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LH-81104 （ピンクホワイト）

LH-81099 （ライトグレー）

LH-81004 （ライトグレージュ）
板巾15.2cm

LH-81065 （ホワイトグレー）
ブロック　 30  30.3cm

LH-81055 （ライトグレー）
ブロック　 22.5  22.8cm

LH-81023 （スモークナチュラル）
板巾13cm

LH-81073 （ライトグレー）

LH-81070 （ウォームグレー）
ブロック　 30  22.8cm

LH-81014 （ミディアムブラウン）
板巾11.4cm

LH-81106 （サンドベージュ）

LH-81097 （テラコッタピンク）

LH-81036 （ナチュラルブラウン）
板巾7.5cm

LH-81075 （ベージュ）

LH-81103 （ピンク）

LH-81051 （ナチュラルブラウン）

クッションフロア

10cm
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Natural

LDK
明るいトーンの建材に白い壁と天井を組み合わせることで、
より空間が広く、開放的に。
壁・天井：LB-9407
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LDK
織物調のグリーンの壁紙が
ナチュラルな空間に
メリハリをプラス。
壁：LB-9430

Private Room
パステルブルーの
石目調は北欧ナチュラルな
インテリアにぴったり。
壁：LB-9457

Sanitary Room
淡いグリーンの葉柄で
優しく爽やかな印象の空間に。
壁：LB-9467

Bedroom
パステルカラーのイエローなら
あたたかみのある印象に。
壁：LB-9455
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LDK

 上品な織物調のコーディネート。 
ネイビーの壁紙をアクセントにして
より洗練された印象に。
壁・天井：LB-9428　アクセント：LB-9432

Bedroom
味わいのある織物調。
ニュアンスカラーの組み合わせで
落ち着いた空間に。
左：LBX-9484　右：LBX-9485

Modern
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LDK
グレーの石目調のアクセントなら
カジュアルMIXのモダンスタイルにも。
壁：LBX-9494　天井：LBX-9492

Sanitary Room
シャープな表情の壁紙は
モノトーン使いでシックな装いに。
左：LBX-9500　右：LBX-9499
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LDK
ブルーグレーの織物調に
ホワイトやグレイッシュカラーを
合わせた上品なコーディネート。
腰上：LB-9431

Living Room
細かな縦流れの織物調は
シルバーのパールがポイント。
ラグジュアリーなスタイルに。
壁：LBX-9495

Kitchen
パールの入ったホワイトの壁紙は
明るい空間におすすめ。
壁：LB-9460

Elegance
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Living Room 
 壁に和紙調、天井に紙布調を。 
リアルな素材感で
あたたかみのある空間に。
壁：LB-9469　天井：LB-9471

Japanese Room
杉天井柄とじゅらく調を
組み合わせて純和風のテイストに。
壁：LB-9470　天井：LB-9472

Bedroom
 明るいトーンの和紙調にダークブラウンの
織物調を合わせて和モダンテイストに。
左：LB-9433　右：LB-9468

Japan
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リリカラの壁紙は、様々な安全規格の基準に適合しており、
F☆☆☆☆ですので、安心してご使用いただけます。

ＳＶ規格
Standard Value（壁紙製品標準規格）

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的
として壁紙工業会によって制定された自主規格です。

項目NO. 試験項目
SV規格 JIS規格
規格値 規格値

1 退色性（号） 4以上 同左

2 摩擦色落ち度（級）

乾燥摩擦
色落ち度

縦 4以上 同左
横 4以上 同左

湿潤摩擦
色落ち度

縦 4以上 同左
横 4以上 同左

3 隠ぺい性（級） 3以上 同左
4 施工性 浮き及びはがれがあってはならない 同左

5 湿潤強度（N/1.5cm）
縦 5.0以上 同左
横 5.0以上 同左

6 ホルムアルデヒド放散量（mg/L） 0.2以下（※） 同左

7 重金属

砒素 （mg/kg） 3以下 ー
鉛 （mg/kg） 20以下 ー
カドミウム （mg/kg） 3以下 ー
クロム （mg/kg） 20以下 ー
水銀 （mg/kg） 2以下 ー

8 塩化ビニルモノマー （mg/kg） 0.1以下 ー

9 残留VOC
TVOC （μg/g） 100以下 ー
TEX芳香族 （μg/g） 10以下 ー

（使用原材料）

10 安定剤 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。 ー
11 可塑剤 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 ー
12 発泡剤 フルオロカーボン類は使用しない。 ー
13 溶剤 TEX（トルエン、キシレン、エチルベンゼン）は使用しない。 ー

●上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。
　SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
●JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
●SV規格の詳細については、壁紙工業会ホームページ（http://www.svkikaku.gr.jp）をご参照ください。

※ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

JIS規格（壁紙：JIS A  6921）
Japanese Industrial Standards（日本産業規格）
日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準
化法に基づき制定された国家規格です。

壁紙の品質規格と安全性

防火認定番号が変更となる場合があります。
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

当見本帳収録品は、全て同じ防火性能・認定番号です。

日本壁装協会 https://www.wacoa.jp/Hekisou/検索

防火
種別

下地別の防火性能（直張り施工）
材料区分

不燃材料
不燃石膏
ボード

準不燃材料 金属板

2-3
準不燃

QM-0803
準不燃

QM-0803
準不燃

QM-0803
- 塩化ビニル樹脂系壁紙

防火性能・認定番号
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