
全 ケ ド(鉛) ク す全て ニッケルリード(鉛)フリー ネックレスです。全て ニッケルリ ド(鉛)フリ 　ネックレスです。

品番 S N 0038 品番 S N 0066品番 S-N-0038 品番 S-N-0066

上代 ¥700 上代 ¥900上代 ¥700 上代 ¥900

ｶﾗｰ 3色；G/S/PKG ｶﾗｰ 3色；G/S/PKGｶﾗｰ 3色；G/S/PKG ｶﾗｰ 3色；G/S/PKG

ﾁ 約 ﾁ 約ﾁｪｰﾝ約37cm ﾁｪｰﾝ約60cmﾁｪ ﾝ約37cm ﾁｪ ﾝ約60cm

ｱｼﾞｬｽﾀｰ約3cm ｱｼﾞｬｽﾀｰ約5cmｱｼ ｬｽﾀｰ約3cm ｱｼ ｬｽﾀｰ約5cm

品番 S-N-0039 品番 S-N-0040品番 S-N-0039 品番 S-N-0040

上代 ¥1 000 上代 ¥1 300上代 ¥1,000 上代 ¥1,300

ｶﾗｰ 3色；G/S/PKG ｶﾗｰ 3色；G/S/PKGｶﾗ 3色；G/S/PKG ｶﾗ 3色；G/S/PKG

ﾁｪｰﾝ約37cm Wﾊｰﾄ縦約19mmﾁｪｰﾝ約37cm Wﾊｰﾄ縦約19mm

約ｱｼﾞｬｽﾀｰ約3cmｱｼ ｬｽﾀ 約3cm

品番 S-N-0041 品番 S-N-0042品番 S N 0041 品番 S N 0042

上代 ¥1 300 上代 ¥1 600上代 ¥1,300 上代 ¥1,600

ｶﾗ 3色；G/S/PKG ｶﾗ 3色；G/S/PKGｶﾗｰ 3色；G/S/PKG ｶﾗｰ 3色；G/S/PKGﾗ 色； / / ﾗ 色； / /

ﾘﾝｸﾞ直径約11mm ｸﾛｽ縦約27mmﾘﾝｸ 直径約11mm ｸﾛｽ縦約27mm

品番 S N 0043 品番 S N 0044品番 S-N-0043 品番 S-N-0044

上代 ¥1,000 上代 ¥1,000上代 ¥1,000 上代 ¥1,000

ｶﾗｰ 3色；G/S/PKG ｶﾗｰ 3色；G/S/PKGｶﾗｰ 3色；G/S/PKG ｶﾗｰ 3色；G/S/PKG

ﾄ幅約5 星約6ﾊｰﾄ幅約5mm 星約6mmﾄ幅約 星約

品番 S-N-0045 品番 S-N-0046品番 S-N-0045 品番 S-N-0046

上代 ¥1 000 上代 ¥1 000上代 ¥1,000 上代 ¥1,000

ｶﾗｰ 3色；G/S/PKG ｶﾗｰ 3色；G/S/PKGｶﾗ 3色；G/S/PKG ｶﾗ 3色；G/S/PKG

ｸﾛｽ縦約9mm 花約6mmｸﾛｽ縦約9mm 花約6mm

品番 品番品番 S-N-0047 品番 S-N-0048品番 S N 0047 品番 S N 0048

上代 ¥1 600 上代 ¥1 300上代 ¥1,600 上代 ¥1,300

ｶﾗ 3色；G/S/PKG ｶﾗ 3色；G/S/PKGｶﾗｰ 3色；G/S/PKG ｶﾗｰ 3色；G/S/PKG； ；

W四角縦約24mm ﾊｰﾄ幅約6mmW四角縦約24mm ﾊ ﾄ幅約6mm
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全て ニッケルリード(鉛)フリー　ネックレスです。

品番 S-N-0049 品番 S-N-0050

上代 ¥1,500 上代 ¥1,500

ｶﾗｰ 3色；G/S/PKG ｶﾗｰ 3色；G/S/PKG

ﾊｰﾄ幅約7mm×2 W四角縦約17mm

品番 S-N-0051 品番 S-N-0053

上代 ¥1,500 上代 ¥1,600

ｶﾗｰ 3色；G/S/PKG ｶﾗｰ 3色；G/S/PKG

ﾊｰﾄ幅約7mm ﾘﾝｸﾞ直径約16mmﾊｰﾄ幅約7mm ﾘﾝｸ 直径約16mm

ﾘﾎﾞﾝ幅約7mm

品番 S-N-0060 品番 S-N-0061

上代 ¥1,200 上代 ¥1,300

ｶﾗｰ 2色;G/S ｶﾗｰ 2色;G/Sｶﾗｰ 2色;G/S ｶﾗｰ 2色;G/S

ﾊﾟｰﾙ約8mm ﾊﾟｰﾙ約10mm

ﾁｪｰﾝ約38㎝ ﾁｪｰﾝ約38㎝

ｺｯﾄﾝﾊﾟｰﾙ ｺｯﾄﾝﾊﾟｰﾙ

品番 S-N-0062 品番 S-N-0063

上代 ¥1 600 上代 ¥1 700上代 ¥1,600 上代 ¥1,700

ｶﾗｰ 2色;G/S ｶﾗｰ 2色;G/S

ﾊﾟｰﾙ約8mm ﾊﾟｰﾙ約10mm

ｺｯﾄﾝﾊﾟｰﾙ ｺｯﾄﾝﾊﾟｰﾙ

品番 S N 0064 品番 S N 0065品番 S-N-0064 品番 S-N-0065

上代 ¥1,300 上代 ¥1,400

ｶﾗｰ 2色;G/S ｶﾗｰ 2色;G/S

ﾊﾟｰﾙ約8mm ﾊﾟｰﾙ約10mm

ﾁｪｰﾝ約58㎝ ﾁｪｰﾝ約58㎝

ｺｯﾄﾝﾊﾟｰﾙ ｺｯﾄﾝﾊﾟｰﾙ
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全て ニッケルリード(鉛)フリー　ネックレスです。

品番 S-N-0067 品番 S-N-0068

上代 ¥1,600 上代 ¥1,600

ｶﾗｰ 1色；G ｶﾗｰ 1色；G

ﾊﾟｰﾙ約8mm ﾀｰｺｲｽﾞ約8mm

角棒縦約40mm 角棒縦約40mm角棒縦約40mm 角棒縦約40mm

ｽﾗｲﾄﾞ式 ｽﾗｲﾄﾞ式

Y字 Y字

品番 S-N-0069 品番 S-N-0070

上代 ¥1,600 上代 ¥1,600

ｶﾗｰ 1色；G ｶﾗｰ 1色；G

ﾊﾟｰﾙ約4mm×3 ﾀｰｺｲｽﾞ約4mm×3ﾊ ｰﾙ約4mm×3 ﾀｰｺｲｽ 約4mm×3

ﾓﾁｰﾌ縦約35mm ﾓﾁｰﾌ縦約35mm

角棒縦約40mm 角棒縦約40mm

ｽﾗｲﾄﾞ式 ｽﾗｲﾄﾞ式

Y字 Y字

品番 S-N-0071 品番 S-N-0072

上代 ¥1,700 上代 ¥1,700

ｶﾗｰ 1色；G ｶﾗｰ 1色；Gｶﾗｰ 1色；G ｶﾗｰ 1色；G

ﾊﾟｰﾙ約3-4-5mm ﾀｰｺｲｽﾞ約3-4-5mm

ﾓﾁｰﾌ縦約50mm ﾓﾁｰﾌ縦約50mm

角棒縦約40mm 角棒縦約40mm

ｽﾗｲﾄﾞ式 ｽﾗｲﾄﾞ式

Y字 Y字

Y字ネックレスY字ネックレス
0067・0068 0069～0072

スライド式
0067・0068 0069～0072

NLF-S-N-3


	0NLF2016-S-N
	NLF2016-S-N
	NLF2016-S-N1

	1NLF2016-S-N

