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ABOUT
いつの時代も自然体で、おしゃれでシンプルに。

ここちよく暮らしを楽しむ。

ｎｉｌｌはライフスタイルを彩る製品を提案したいと思っています。

nill collection 2018

SPICE
２０１８年のテーマは「スパイス」。

着まわしに小物のスパイスを。

好きなもの　アレ。コレ。

彩る毎日。
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2018

T-shirt

collection
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Jill et Emma Series
j18-01 ～ j18-05

20/- 天竺。少し硬めのざっくりとした生地感です。

※印刷上、実際の色と見え方が違う場合がございます。

back

01 OFF WHITE

02 NAVY

j18-01  エマとジルは旅に出る

price: ￥3,200+tax

material: 綿 100%

03 GRAY

04 KHAKI
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back

01 OFF WHITE

02 NAVY

j18-03  森に出かけました

03 GRAY

04 KHAKI

price: ￥3,200+tax

material: 綿 100%

back

01 OFF WHITE

02 NAVY

j18-02  おやすみジル

price: ￥3,200+tax

material: 綿 100%

03 GRAY

04 KHAKI
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back

01 OFF WHITE

02 NAVY

j18-04  旅の思い出

03 GRAY

04 KHAKI

price: ￥3,200+tax

material: 綿 100%

back

01 OFF WHITE

02 NAVY

j18-05  屋根裏のジャスミン

03 GRAY

04 KHAKI

price: ￥3,200+tax

material: 綿 100%
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日々。 Series
j18-06 ～ j18-08

20/- 天竺。少し硬めのざっくりとした生地感。
Jill et Emma Series と同じサイズです。

※印刷上、実際の色と見え方が違う場合がございます。

j18-06  azisai

back

01 OFF WHITE

02 NAVY

price: ￥3,200+tax

material: 綿 100%
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j18-08  star

back

01 OFF WHITE

02 NAVY

j18-07  herb

back

01 OFF WHITE

02 NAVY

price: ￥3,200+tax

material: 綿 100%

price: ￥3,200+tax

material: 綿 100%
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04 KHAKI

back

01 OFF WHITE

02 NAVY

size: 着丈 :59.5cm 身幅 :51cm 袖口幅 :13cm 
袖丈 :39cm 天幅 :22cm 裾幅 :53cm

03 GRAY

Solid color Series
j18-09 ～ j18-12

20/- 天竺。少し硬めのざっくりとした生地感。

※印刷上、実際の色と見え方が違う場合がございます。

j18-09  7 分袖 T シャツ

price: ￥2,800+tax

material: 綿 100%
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04 KHAKI

back
02 NAVY

size: 着丈 :111cm 身幅 :50cm AH:24cm 
天幅 :22cm 裾幅 :87cm

03 GRAY
j18-12  ワンピース

price: ￥4,500+tax

material: 綿 100%

04 KHAKI

back

01 OFF WHITE

02 NAVY

size: 着丈 :58cm 身幅 :48cm 袖口幅 :11cm 
袖丈 :44cm 天幅 :13.5cm 裾幅 :48cm

03 GRAY
j18-11  カーディガン

price: ￥4,000+tax

material: 綿 100%
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H.O.liday Series
t18-01 ～ t18-04

30/- 天竺。柔らかな風合いの着心地の良い素材です。

※印刷上、実際の色と見え方が違う場合がございます。
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back

01 WHITE

t18-01  くじゃく

price: ￥3,200+tax

material: 綿 100%

04 BLUE

03 H.GRAY

t18-02  フクロウ

price: ￥3,200+tax

material: 綿 100%

back

01 WHITE

04 BLUE

03 H.GRAY
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back

01 WHITE

t18-03  猫とプラム

price: ￥3,500+tax

material: 綿 100%

04 BLUE

03 H.GRAY

t18-04  ライト

price: ￥3,500+tax

material: 綿 100%

back

01 WHITE

03 H.GRAY

02 BLACK

一部刺繍

一部刺繍
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graphic Series
t18-05

30/- 天竺。柔らかな風合いの着心地の良い素材です。

※印刷上、実際の色と見え方が違う場合がございます。

t18-05  dot

price: ￥3,000+tax

material: 綿 100%

back

01 WHITE

03 H.GRAY

02 BLACK
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Solid color Series
t18-07 ～ t18-11

30/- 天竺。柔らかな風合いの着心地の良い素材です。

※印刷上、実際の色と見え方が違う場合がございます。

04 BLUE

back

01 WHITE

02 BLACK

size: 着丈 :61cm 身幅 :44cm AH:20cm 
天幅 :18cm 裾幅 :44cm

03 H.GRAY
t18-07  タンクトップ

price: ￥2,200+tax

material: 綿 100%
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size: 着丈 :58.5cm 身幅 :47cm 袖口幅 :12cm
袖丈 :30cm 天幅 :18cm 裾幅 :47cm

t18-09  5 分袖 T シャツ

price: ￥2,700+tax

material: 綿 100%

04 BLUE

back

01 WHITE

02 BLACK

size: 着丈 :63cm 身幅 :47cm 袖口幅 :16cm
袖丈 :19.5cm 天幅 :16.5cm 裾幅 :47cm

03 H.GRAY
t18-08  半袖 T シャツ

price: ￥2,500+tax

material: 綿 100%

04 BLUE

back

01 WHITE

02 BLACK 03 H.GRAY
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04 BLUE

back

01 WHITE

02 BLACK

size: 着丈 :56.5cm 身幅 :57cm 袖口幅 :15cm
袖丈 :13cm 天幅 :23cm 裾幅 :47cm

03 H.GRAY
t18-11  ﾛｰﾙｱｯﾌﾟ袖 T シャツ

price: ￥3,000+tax

material: 綿 100%

04 BLUE

back

01 WHITE

02 BLACK

size: 着丈 :65cm 身幅 :43cm 袖口幅 :10cm
袖丈 :58cm 天幅 :14.5cm 裾幅 :45cm

03 H.GRAY
t18-10  長袖 T シャツ

price: ￥3,200+tax

material: 綿 100%
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Border Series

17

※洗い加工をしている為、ボーダーのピッチが若干違います。



01 OFFWHITE × GRAY 02 OFFWHITE × BLUE

r-43  ﾎﾞｰﾀﾞｰ幅広 T ｼｬﾂ

04 BLUE × OFFWHITE 05 BLACK × WHITE

price: ￥3,900+tax

material: 綿 100%
size: 着丈 :50cm 身幅 :53cm 袖口幅 :12cm 袖丈 :38cm
天幅 :26cm 裾幅 :53cm 

r-45  ﾎﾞｰﾀﾞｰﾉｰｽﾘｰﾌﾞ

price: ￥2,800+tax

material: 綿 100%
size: 着丈 :59cm 身幅 :43cm AH:19cm
天幅 :22cm 裾幅 :50cm 

01 OFFWHITE × GRAY 03 NATURAL × BLUE 04 BLUE × OFFWHITE 05 BLACK × WHITE
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r-47  ﾎﾞｰﾀﾞｰ長袖 T ｼｬﾂ

price: ￥3,600+tax

material: 綿 100%
size: 着丈 :61cm 身幅 :43cm 袖口幅 :9.5cm 袖丈 :56cm
天幅 :16.5cm 裾幅 :41cm 

r-48  ﾎﾞｰﾀﾞｰ 7 分袖 T ｼｬﾂ

price: ￥3,500+tax

material: 綿 100%
size: 着丈 :61cm 身幅 :48cm 袖口幅 :13cm 袖丈 :42cm
天幅 :21cm 裾幅 :53cm 

01 OFFWHITE × GRAY 02 OFFWHITE × BLUE 04 BLUE × OFFWHITE 05 BLACK × WHITE

01 OFFWHITE × GRAY 03 NATURAL × BLUE 04 BLUE × OFFWHITE 05 BLACK × WHITE
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Accessory
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mdf2000m001
￥2,000+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 01 MUSTARD
 02 ANTIQUE GREEN

 ｸｼ ｬ゙ｸ :15x15mm
 ﾊﾈ :15x11mm

MDF
mdf2000m002
￥2,000+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 01 MUSTARD
 02 PINK

 ﾂｷ :14x14mm
 ｵｵｶﾐ :13x18mm

mdf2000m003
￥2,000+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 01 MUSTARD
 02 ANTIQUE GREEN

 ﾋﾂｼﾞ:13x16mm
 ﾂﾉ :12x13mm

mdf2000m100
￥2,000+tax

 ﾒｯｷ

 01 MUSTARD
 02 ANTIQUE GREEN

 ｸｼ ｬ゙ｸ :15x15mm
 ﾊﾈ :15x11mm
 ｲﾔﾘﾝｸ ｶ゙ﾊﾞー 付き

mdf2000m101
￥2,000+tax

 ﾒｯｷ

 01 MUSTARD
 02 PINK

 ﾂｷ :14x14mm
 ｵｵｶﾐ :13x18mm
 ｲﾔﾘﾝｸ ｶ゙ﾊﾞー 付き

mdf2000m102
￥2,000+tax

 ﾒｯｷ

 01 MUSTARD
 02 ANTIQUE GREEN

 ﾋﾂｼﾞ:13x16mm
 ﾂﾉ :12x13mm
 ｲﾔﾘﾝｸ ｶ゙ﾊﾞー 付き

ナチュラルな雰囲気に鮮やかなカラーでスパイスを。
新しいシリーズの登場です。

 MDF  MDF

 MDF  MDF

 MDF  MDF

Series
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p1000m001
￥1,000+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:3x3mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1200m001
￥1,200+tax

 SILVER925

 縦 :20mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:5x4mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1200m002
￥1,200+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:6x3mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1300m001
￥1,300+tax

 SILVER925

 縦 :32mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:22x5mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1300m002
￥1,300+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:15x8mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1300m003
￥1,300+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:6x6mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1300m004
￥1,300+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:9x9mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1300m005
￥1,300+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:12x12mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

SILVER925 Pierce

 淡水ﾊﾟー ﾙ

 ｼ ﾙ゙ｺﾆｱ  天然石
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p1300m006
￥1,300+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:12x7mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1500m001
￥1,500+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:10x10mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1500m002
￥1,500+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:13x5mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1500m003
￥1,500+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:43x43mm
 ﾜｲﾔｰ :7mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1500m004
￥1,500+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:15x10mm
 天然石 :3mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1200m100
￥1,200+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 天然石：6mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1200m101
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:12x6mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1200m102
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:18x8mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

Pierce

 ｼ ﾙ゙ｺﾆｱ

 天然石
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p1300m100
￥1,300+tax

 ﾒｯｷ
 01 PINK
 02 BLUE

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:42x12mm
 ﾋﾞー ｽﾞ:6mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1500m100
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ
 01 PINK
 02 BLUE

 縦 :40mm
 横 :36mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1500m101
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ
 01 PINK
 02 GREEN

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:40x5mm
 ｲﾔﾘﾝｸﾞ 付替可

p1500m102
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 01 ﾛｰｽ ｸ゙ｫｰﾂ
 02 ﾚｯﾄ゙ ｱﾍ゙ ﾝﾁｭﾘﾝ

 縦 :40mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:20x6mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1600m100
￥1,600+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:40x14mm
 ｺｯﾄﾝﾊﾟー ﾙ :14mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1600m101
￥1,600+tax

 ﾒｯｷ

 縦 :47mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:30x8mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1600m102
￥1,600+tax

 ﾒｯｷ

 01 KISUKA
 02 PINK

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:25x30mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1600m103
￥1,600+tax

 ﾒｯｷ

 縦 :65mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:13x7mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

 天然石

 ｲﾐﾃｰｼｮﾝﾊﾟー ﾙ  GLASS

 ｺｯﾄﾝﾊﾟー ﾙ  ｺｯﾄﾝﾊﾟー ﾙ
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p1600m104
￥1,600+tax

 ﾒｯｷ

 縦 :55mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:9x4mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1800m100
￥1,800+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:26x12mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1800m101
￥1,800+tax

 ﾒｯｷ

 01 ﾑ ﾝーｽﾄ ﾝー
 02 ｽﾓｰｷｰｸｫｰﾂ
 03 ﾐｯｸｽ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:45x15mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p2000m100
￥2,000+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 01 KISUKA
 02 PINK

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:65x10mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

e1000me100
￥1,000+tax

 ｼﾘｺﾝ

天然石 :4mm

e1200me100
￥1,200+tax

 ｼﾘｺﾝ

 縦 :30mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:10x7mm

e1200me101
￥1,200+tax

 ｼﾘｺﾝ
 01 PINK
 02 PURPLE

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:25x22mm

e1300me100
￥1,300+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:20x6mm
 ｺｯﾄﾝﾊﾟー ﾙ :6mm

Earring

 天然石

 天然石  天然石

 ｺｯﾄﾝﾊﾟー ﾙ
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e1300me101
￥1,300+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:20x6mm
 ﾒﾀﾙﾎﾞー ﾙ :6mm

e1300me102
￥1,300+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:22x18mm

e1300me103
￥1,300+tax

 ｼﾘｺﾝ

 01 PINK
 02 AURORA

 縦 :20mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:8x6mm

e1500me100
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 01 YELLOW
 02 BLUE

 縦 :22mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:12x12mm

n1200m001
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :400mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:5x5mm

n1200m002
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :410mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:4x7mm

n1200m003
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :410mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:2x9mm

n1500m001
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :450mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :50mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:40x2mm

Necklace

 ｽﾜﾛﾌｽｷｰ  天然石
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n1500m002
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 01 PINK
 02 AURORA

 全長 :400mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:8x6mm

n2200m001
￥2,200+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :870mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :50mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:70x6mm

n2200m002
￥2,200+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :1040mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:20x6mm

b1200m001
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :185mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :35mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:40x2mm

b1500m001
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 01 ﾑ ﾝーｽﾄ ﾝー
 02 ｽﾓｰｷｰｸｫｰﾂ

 全長 :220mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :40mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:8x8mm

b1800m001
￥1,800+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :185mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :35mm

b1800m002
￥1,800+tax

 ﾒｯｷ

 01 PINK
 02 GREEN

 全長 :185mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :35mm

Bracelet

 ｽﾜﾛﾌｽｷｰ  ｺｯﾄﾝﾊﾟー ﾙ

 ｺｯﾄﾝﾊﾟー ﾙ

 天然石

 淡水ﾊﾟー ﾙ
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h250m001
￥250+tax

 
 お色は選べません。

 縦 :50mm
 横 :10mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:10x10mm

h250m002
￥250+tax

 
 お色は選べません。

 縦 :51mm
 横 :13mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:13x13mm

hgc400m001
￥400+tax

 
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:60x60mm
 ｺ ﾑ゙太さ :45mm

hgc800m001
￥800+tax

 
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:30x30mm
 ｺ ﾑ゙太さ :45mm

hgc800m002
￥800+tax

 
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:27x27mm
 ｺ ﾑ゙太さ :45mm

hgc1500m001
￥1,500+tax

 ﾁｪｺｶ ﾗ゙ｽ
 01 WHITE
 02 BEIGE
 03 PINK

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:70x70mm
 ｺ ﾑ゙太さ :45mm

pub02-01
￥300+tax

 ALICE

 幅 :6.5cm
 長さ :8cm
 深さ :3cm
 ※アクセサリーは
 付属しません。

Pop up gift box
pub02-03
￥300+tax

 RAPUNZEL

 幅 :6.5cm
 長さ :8cm
 深さ :3cm
 ※アクセサリーは
 付属しません。

Hair Accessory
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Web Wholesale

http://www.nill.co.jp/
「nill 小売店様専用サイト」をご利用頂くには会員登録が必要です。

会員登録の際は、弊社へご連絡下さい。

株式会社
〒 852-8154  長崎市住吉町 15-7 tel:095-865-8201 fax:095-841-7551

＊カタログに掲載されている商品や生地の色は印刷上、実際の商品と異なる場合がありますので予めご了承ください。


