
2014
nill collection3
ニルオリジナルウェアカタログ

Nice clothes in the fall and winter.

Wil l  he ni l l  he,  
　he comes to l ike i t♪



着丈

81cm 48cm

身幅 袖口幅

13cm 42cm 23cm

袖幅 天幅

35cm

肩幅

59cm

裾幅

Y-75 ポンチワンピース

02 navy

Quality : ポリエステル65%、レーヨン35%

Price : 8,900yen(+tax)  Size : F(free)

(画像左より)01charcoal / 02navy / 03black

back style

01 charcoal

02 navy

ふんわりとしたシルエットのワンピースは裾にあしらったサテンがレディな装いに。
パールネックレスをオンしてクラシックに。

One Piece 

※モデル身長は161cmです

03 black △



03 black △

01 charcoal

※モデル身長は161cmです

back styleY-76 ポンチコート

(画像上より)01charcoal / 02navy  / 03black

Quality : ポリエステル65%、レーヨン35%

Price : 13,800yen(+tax)  Size : F(free)

03 black

ゆったりシルエットのゆるコートはガウンのようなソフトな着心地。
ラフに羽織って使いたい。

coat

01 charcoal
着丈

93cm 59cm

身幅 袖口幅

16.5cm 45.5cm 23cm

袖幅 天幅

50cm

肩幅

64cm

裾幅



Y-80 スタンダードコート

03 olive

02 navy

01 beige

Quality : 綿100%

Price : 12,000yen(+tax)  Size : F(free)

※モデル身長は161cmです

着丈

90cm 49cm 53cm

身幅 肩幅

50cm

袖丈 袖口幅

13cm 68cm 24cm22cm

裾幅 天幅アーム
ホール

back style

04 black △

メンズライクなビックサイズコート。ゆるめのシルエットがスタイルに抜け感をプラス。
こなれたトラッドスタイルに仕上げて。

coat

(画像左より)01beige / 02navy / 03olive / 04black



着丈

92cm 53cm 53cm

身幅 ウエスト 袖口幅

13cm 80cm 18cm23cm

裾幅 天幅アーム
ホール

03 navy

04 olive △

back style

Y-81 ギャザーコート

Quality : 綿100%

Price : 12,000yen(+tax)  Size : F(free)
クラシックな雰囲気のノーカラーコート。ウエストギャザーのリボンがガーリーな1着。
インナーやストールで衿元のお洒落を楽しんで。
※04oliveは他の生地より厚めです。

coat

※モデル身長は161cmです

02 blue gray

01 black

(画像左より)01black / 02blue gray / 03navy / 04olive



Y-95 変形スカート

01 black

02 navy △

Quality : 綿95%、ポリウレタン5%

(画像左より)01black / 02navy / 03charcoal gray

Price : 7,800yen(+tax)  Size : F(free)

※モデル身長は157cmです

数ヶ所にダーツを取ることで立体的なシルエットに仕上がりました。
裾を2重仕立てにしたので、自然な落ち感がきれいです。

skirt

03 charcoal gray

01 black

総丈

59cm 64cm

ウエスト

5.5cm

ゴム部分

60cm

裾幅



総丈

74cm 72cm

ウエスト

35cm

股上

39cm

股下

16cm

裾幅

03 light gray

※モデル身長は157cmです

back styleN-16 サルエルパンツ

(画像左より)01off beige / 02light mocha / 03light gray /
                        　　　　　　　　　　　　　　  04charcoal / 05black

Quality : 本体 綿95%、ポリウレタン5% / 別布 綿100%

Price : 9,800yen(+tax)  Size : F(free)
ゆったり楽ちんなサルエルパンツ。コーディネイトに抜け感を加えるアイテムです。
短め丈なので、レギンスやタイツと合わせてもGood!

pants

01 off beige

02 light mocha

03 light gray

△
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