
　ウイルス数を減少させる SIAA 認証を受けた「抗ウイルス壁紙」や、光の反射を利用してお部屋を明るく保つ

ことで省エネ効果のある「アカルクリーン」など、機能性の高い商品をコーディネートした「機能の家」、様々

なベーシックで使いやすい壁紙をまとめてご紹介している「おすすめベース壁」など、壁紙選びに活用いた

だける特集ページを多数ご紹介しています。

壁・天井・床 コーディネート集

を5月23日に発売。

シンコールインテリア株式会社は、「選び方、じぶんらしく。」をコンセプトに

壁・天井・床 コーディネート集 見本帳「BIGACE（ビッグエース）2022-2024」を

5月 23日に発刊します。

「BIGACE 2022-2024」は、多様なライフスタイルに応え、シンプルから個性派コーディネー

トまで、印象別カテゴリーで新しい壁紙選びができるカタログです。

また、白壁だけをお探しの方に向けた「おすすめベース壁 」や、暮らしに役立つ機能性を持っ

たコーディネートプランをご紹介をしている「機能の家 」など、アイデア満載の特集ページ

を多数設けてます。
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　BIGACE 2022-2024 では、昨今のインテリアスタイルの多様化に伴い、今までのスタイル別編集から、イン

テリアの装飾性の強弱を表した SIMPLE・MEDIUM・DECORATIVE の３段階に分けて商品をご紹介しています。

インテリアスタイルをあまり知らない初心者の方でも、個性を追求するインテリア上級者の方でも、柔軟で

直感的な選び方で自分スタイルの新しい壁紙選びが叶うカタログです。

インテリアの装飾性を３段階に分けた「SIMPLE」「MEDIUM」「DECORATIVE」

　消臭機能のエアセラピに、特殊コーティングによりホコリがつきにくい表面層を持つアンチダスト機能を付加

した商品が登場。お掃除の手間をサポートいたします。また、アカルクリーンの光拡散機能はそのままに、フィ

ルムレス仕様の商品も追加されました。フィルムがラミネートされている壁紙では施工難易度が高かった天井など

の場所におすすめです。フィルム汚れ防止商品においても、SIAA 抗菌加工マークを取得した機能性をわかりや

すく表示いたしました。

新しい機能性商品のご紹介

壁装見本帳

住宅 ・ ホテル ・ オフィス ・ 店舗 ・ 各種施設

（医療、 福祉、 教育、 公共） 等

壁紙総点数

特殊掛率品

542 点
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インテリアの装飾性を３段階に分けた「SIMPLE」「MEDIUM」「DECORATIVE」
カテゴリー紹介

機能の家／おすすめベース壁
巻頭特集

コーディネートは印象ごとに段階分け。お好みのイメージをコーディネート写真でご覧いただけます。

コーディネート頁の中には、少し違った目線でご紹介する特集を設けています。

SIMPLE MEDIUM DECORATIVE
白を基調としたコーディネート。
ベーシックなプランです。

柄物を試してみたい。ちょっと映える空間を作りたい。
壁紙でインテリアがもっと楽しくなるプランです。

インパクトが欲しい。個性的なアレンジを取り入れたい。
こだわりの世界観を表現して楽しむプランです。
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スタイルを選ばない、

ベースにおすすめの無地

を柄別にピックアップ。

施工性にも優れたライン

アップです。

白壁だけをお探しなら

「おすすめベース壁 」
汚れ・傷・臭いなど、さ

まざまなお困りごとの解

決コーデをご提案。注目

の抗ウイルス壁紙もご紹

介しています。

暮らしに役立つ機能性でコーディネート

「機能の家 」

その他、PICKUP ページも多数
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ウール糸のようなぬくもりと奥行きを感じる織物調です。
グレージュカラーと深みあるシックなダークブラウンが空間
に優しい落ち着きと品を与えてくれます。

白・ピンクの色の移ろいが美しい、木蓮の咲き姿。随所
に膨らみを持たせて、油絵のようなタッチで表現しました。

6123　6124　6474

パインの端材を並べたウッドパネル調。爽やかな色調は面積の
広いスペースでも馴染みやすく、好みの雑貨や植物たちを明るく
盛り立てます。

6188　6189　6263 6416　6417　6093

「SIMPLE」では、飾らないシンプルな組み合わせを、「MEDIUM」ではアクセント壁を取り入れたり、少しアレンジされた組み合わせを、

「DECORATIVE」では、自分だけの世界観でインテリアを楽しめるコーディネートをご紹介しています。

6108　6475 6152　6153　6474

マットな中に横流れの調子をつけた、
シンプルできめ細かな肌合いの塗り壁調です。

人気のオーク材に、シンプルナチュラルに組み合わせやすい
ホワイトカラーを追加しました。

素材感のあるシンプルな白壁から
繊細なパターン柄まで

商品紹介

素材感のある白の塗り壁調や、彩度を押さえたウッド素材など、人気のデザインを多数収録。

Press Release



BIGACE 特別ウェブサイト
＜おすすめ検索サイト＞写真で選ぶ！

「好き」の感覚で、楽しく壁紙を選ぶサイトです。

壁紙の柄からではなく、施工例写真を検索、絞り込みができます。

すきカモリスト

すべてのすきカモ リビング・ダイニング キッズルーム

ベッドルーム1 ベッドルーム2 トイレ・洗面

和室

マイホーム
できたカモ

タグをクリックしてみよう

SNS の感覚で
  楽しめるカモ！

ナチュラルリビング

織物調ホワイト・ベージュ

シンプル

ナチュラルリビング

織物調ホワイト・ベージュ

シンプル

トイレ ナチュラル水回り

イエロー・オレンジ

ミディアム

ポップモダン個室

ブルー ミディアム

ストライプ・ドット・チェック

モダン個室

グリーン ミディアム

モダン玄関

グレー・ブラック

ミディアム

ナチュラルリビング

ホワイト・ベージュ

シンプル

ナチュラルリビング

グリーン ストライプ

ミディアム

ナチュラルリビング

ホワイト・ベージュ

シンプル

シンプル

シンプルナチュラル水回り

織物調ホワイト・ベージュ

シンプル

モダン水回り

石目調ホワイト・ベージュ

エレガント個室・寝室

織物調ホワイト・ベージュ

シンプル

ナチュラル個室・寝室

木目調ホワイト・ベージュ

モダン水回り 家事室

モダン&幾何柄 シンプル

ホワイト・ベージュ

モダンリビング

石目調ホワイト・ベージュ

お部屋の写真で壁紙選び

この写真 この壁紙

×リビング・ダイニング　× モダン

すきカモ
リスト

お部屋のイメージで検索

部屋別 ▼ スタイル ▼ ログイン

ここから
集めた写真を
みられるよ！

写真には関連するタグが付いています。気

になるタグをクリックすることで同じタグ

の写真が表示されます。

部屋別・スタイルで絞り込み
お部屋とインテリアスタイルはチェックボタ

ンがあるのでスピード検索ができます。

ナチュラルリビング

織物調

ホワイト・ベージュ

シンプル

web上で
詳細を確認！

すきカモリストに追加

デジタルカタログを見る

お部屋の写真で壁紙選び

この写真 この壁紙

×リビング・ダイニング　× モダン

すきカモ
リスト

お部屋のイメージで検索

部屋別 ▼ スタイル ▼ ログイン

ここから
集めた写真を
みられるよ！

詳細画面
写真をクリックすると拡大画面になります。

虫メガネアイコンをクリックすることで商

品詳細を確認することができます。

お気に入りに登録
お気に入りを「すきカモリスト」に登録す

ることができます。また、アカウント登録

をすることで履歴が保存されます。

製品サイトと同じ情報が表示されます。

https://sincol-group.jp/sukikamo

「すきカモ」サイトはこちら

（カタログ発刊の 5/23 よりオープンとなります）
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