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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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Wear
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リネンコットン ホワイトシャツシリーズ

程よい張りのあるリネンコットン。

着続けていくうちに、馴染んだ風合いになります。

製品洗いで仕上げました。

※５月末入荷予定
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sf-03 リネン幅広プルオーバー

price: ￥7,800+tax

material: 麻 55%  綿 45%

着丈 :56cm 身幅 :57cm 袖口幅 :15cm 
袖丈 :30cm 天幅 :18cm 裾幅 :60cm

size:

sf-02 リネン幅広ブラウス

price: ￥7,800+tax

material: 麻 55%  綿 45%

着丈 :53cm 身幅 :70cm 袖口幅 :20cm 
袖丈 :30cm 天幅 :17cm 裾幅 :100cm

size:

sf-01 リネンノースリーブブラウス

price: ￥6,500+tax

material: 麻 55%  綿 45%

着丈 :62cm 身幅 :48cm AH:19cm 
肩幅 :34cm 天幅 :21cm 裾幅 :62cm

size:
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sf-06 リネン A ラインシャツ

price: ￥9,500+tax

material: 麻 55%  綿 45%

着丈 :65cm 身幅 :56cm 袖口幅 :13cm 
袖丈 :48cm 天幅 :16cm 裾幅 :64cm

size:

price: ￥9,800+tax

material: 麻 55%  綿 45%

sf-04 リネンテールシャツ

price: ￥8,500+tax

material: 麻 55%  綿 45%

着丈 :53cm 身幅 :52cm 袖口幅 :12cm 
袖丈 :63cm 天幅 :19cm 裾幅 :65cm

size:

sf-05 リネンヘンリープルオーバー

着丈 :66cm 身幅 :53cm 袖口幅 :10.5cm 
袖丈 :54cm 天幅 :13.5cm 裾幅 :65cm

size:
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Accessory
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p1000m002
￥1,000+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:20x1.2mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1300m007
￥1,300+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:6x5mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1500m005
￥1,500+tax

 SILVER925

 全長 :49mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:6x4mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1500m006
￥1,500+tax

 SILVER925
 ｼｪﾙ

 全長 :37mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:11x4mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1600m001
￥1,600+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:30x25mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1600m002
￥1,600+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:46x10mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1600m003
￥1,600+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:31x26mm
 挿入部太さ：0.7mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1800m001
￥1,800+tax

 SILVER925

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:45x18mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

SILVER925 Pierce

 淡水ﾊﾟー ﾙ
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p1000m100
￥1,000+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:15x11mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1000m101
￥1,000+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 01 LIGHT BLUE
 02 MINT GREEN

 ｼｪﾙ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:32x5mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1200m103
￥1,200+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:16x3mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1200m104
￥1,200+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:15x15mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1300m101
￥1,300+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:23x12mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1300m102
￥1,300+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:24x9mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1300m103
￥1,300+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ
 淡水ﾊﾟー ﾙ

 全長 :30mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:5x6mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1300m104
￥1,300+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:30x16mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

Pierce
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p1300m105
￥1,300+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ
 01 YELLOW
 02 LIGHT BLUE

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:16x15mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1300m106
￥1,300+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:30x15mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1500m103
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:50x5mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1500m104
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 01 AURORA
 02 GREEN

 ｽﾜﾛﾌｽｷｰ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:11x6mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可

p1500m105
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ
 01 RED
 02 YELLOW
 03 TURQUOISE

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:48x33mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1600m105
￥1,600+tax

 ﾒｯｷ
 ｽﾜﾛﾌｽｷｰ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:33x20mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替可

p1800m102
￥1,800+tax

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ
 01 BEIGE
 02 TURQUOISE
 03 BLACK

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:43x11mm
 ｲﾔﾘﾝｸ 付゙替不可
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e1300me104
￥1,300+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:35x7mm

e1300me105
￥1,300+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:22x10mm

e1500me101
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:18x10mm

e1500me102
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:32x15mm

e1500me103
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:43x14mm

e1500me104
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:40x30mm

e1600me100
￥1,600+tax

 ﾒｯｷ
 ｼｪﾙ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:30x14mm

e1600me101
￥1,600+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:28x14mm

Earring
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e2000me100
￥2,000+tax

 ﾒｯｷ

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:59x20mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:35x11mm

ピアスからイヤリングに付け替えのご案内

今回から交換するイヤリングのパーツが４型での変更が可能になります。

モチーフの大きさでご希望に添えない場合もございますが、お電話での
発注時にご依頼頂くか、また、発注書に記載して頂き、付け替え後に発送致します。

特にご要望がなければ、従来の付け替えで対応致します。

1  板羽イヤリング 2  ネジ式イヤリング（SV925 は対応なし）

3  ノンホールピアス 4  シリコンイヤリング
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n1500m003
￥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:4x31mm

n1500m004
￥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:45x1mm

n1500m005
￥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:12x110mm

n1500m006
￥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:19x120mm

n1500m007
￥1,500+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :900mm

n2800m001
￥2,800+tax

 ﾒｯｷ

 01 AURORA
 02 GREEN

 ｽﾜﾛﾌｽｷｰ

 全長 :720mm
 ﾄｯﾌ の゚長さ：78mm

n2800m002
￥2,800+tax

 Leather

 01 CLEAR
 02 BLACK

 全長 :730mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :50mm
 ﾄｯﾌ の゚長さ :100mm

n3800m001
￥3,800+tax

 Leather

 01 CLEAR
 02 BLACK

 全長 :800mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :50mm
 玉 :10.5mm 玉 :7.5mm

Necklace

 ﾋﾞー ｽﾞ
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b1200m002
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :190mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :30mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:2x27mm

b1200m003
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :190mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :30mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:2x44mm

b1200m004
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :190mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :30mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:12x84mm

b1200m005
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :190mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :30mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:20x120mm

b1200m006
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ

 全長 :200mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :30mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:18x2mm

b1200m007
￥1,200+tax

 ﾒｯｷ
 天然石

 全長 :210mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :40mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:7x12mm

b1200m008
￥1,200+tax

 01 LIGHT BLUE
 02 MINT GREEN

 全長 :185mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :35mm

b1800m003
￥1,800+tax

 Leather

 01 CLEAR
 02 BLACK

 全長 :230mm
 ｱｼ ｬ゙ｽﾀｰ :45mm

Bracelet

 ﾒｯｷ
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h1200m001
￥1,200+tax

 01 PINK
 02 BEIGE
 03 BLUE

 縦 :45mm 横 :130mm

hgc600m001
￥600+tax

 01 PINK
 02 BEIGE
 03 BLUE

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:43x129mm

hgc900m001
￥900+tax

 01 BEIGE
 02 TURQUOISE
 03 BLACK

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:20x28mm

hs1000m001
￥1,000+tax

 01 PURPLE
 02 BLUE
 03 NAVY

 縦 :150mm 横 :150mm
 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:30x23mm

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

I �i�� y�� 

h�p���es�
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  I h��� y��

        ���� i� !
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mdf2000m004
￥2,000+tax

 Faux suede

 01 MUSTARD
 02 PINK

 MDF

 猫 :14x18mm
 毛糸玉 :12x12mm

mdf2000m005
￥2,000+tax

 ﾈｽ ﾐ゙ :11x17mm
 ﾁｰｽﾞ:11x13mm

mdf2000m103
￥2,000+tax

mdf2000m104

mdf2000m200
￥2,000+tax

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:39x39mm

mdf2000m201
￥2,000+tax

 ﾓﾁ ﾌーｻｲｽﾞ:28x38mm

MDF Series

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ
 Faux suede

 01 MUSTARD
 02 PINK

 MDF

 ﾁﾀﾝﾎ ｽ゚ﾄ

 Faux suede

 01 MUSTARD
 02 PINK

 MDF

 猫 :14x18mm
 毛糸玉 :12x12mm
 ｲﾔﾘﾝｸ ｶ゙ﾊﾞー 付き

 ﾈｽ ﾐ゙ :11x17mm
 ﾁｰｽﾞ:11x13mm
 ｲﾔﾘﾝｸ ｶ゙ﾊﾞー 付き

 ﾒｯｷ
 Faux suede

 01 MUSTARD
 02 PINK

 MDF

 ﾒｯｷ

￥2,000+tax

 MDF

 01 MUSTARD
 02 PINK

 回転ﾋ ﾝ゚

 Faux suede

 01 MUSTARD
 02 PINK

 MDF
 回転ﾋ ﾝ゚

 Faux suede
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sc-27-01  猫とスプーン

 price: ￥1,000+tax
 material: 綿 100%

 size: 縦 :48mm 横 :48mm

kz-01a ヘリンボーンリネントート

 price: ￥1,500+tax
 material: 麻 100%

 01 NATURAL  02 MUSTARD

 03 DUCKBLUE
 size: 縦 :26cm 横 :21cm
          持ち手 :28cm

kz-01b ヘリンボーンリネンターバン

 price: ￥2,000+tax
 material: 麻 100%

 size: 縦 :12.5cm 横 :27cm

sc-27-02 ネズミとチーズ

 price: ￥1,000+tax
 material: 綿 100%

 size: 縦 :48mm 横 :48mm

 04 BLACK

Other
ガーゼハンカチ

リネン小物

 01 NATURAL  02 MUSTARD

 03 DUCKBLUE  04 BLACK

※こちらの商品は買取のみになります。
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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。


