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Interior インテリア アイテム

綿毛のモビール 05 - 06

“暮らし方” をつくるものたち。

nido 代表

便利なものや、お得なものは巷にあふれているけれど、

わたしは、作り手の想いが感じられるもの、

メッセージに共感されるものが選ばれて欲しいと思っています。

生活を共にするアイテムたちは、

一緒に暮らしを作り上げるパートナーだから。

心地よい暮らしとは、

街や、家族や、モノたちとの、

豊かな対話の中からじんわりと生まれてくるものだと思う。

言葉を超えて語りかけてくれる

ストーリーを持ったものづくりがしたい、と

nido は願っています。

いまの暮らしにひとつずつ

ゆっくりとピースをはめていくように、

さまざまな商品を提案し続けていきたいと思います。

アイコンについて

送料 込

納期 12

材質 ステンレス

厚さ 1mm

商品のポイント、概要説明

他ページ参照事項

注意事項　※必ずお守りください。

材質表示　例）本体材質：ステンレス材

商品の厚さ（ボルト部分は除く）

商品の価格に送料を含みます。

納期表示
受注日翌日～出荷日までの営業日数。
（表札の場合はレイアウト確定後）
（土・日・祝日を除きます）
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綿毛のモビール
p.05 - p.06 p.08 - p.16

なのりシリーズ

New item New item

のっぽ／ p.08 きこり／ p.09

凛流／ p.15 ひとえ英字／ p.16

アングル／ p.10

タイト／ p.11 ルント／ p.12 フラグ／ p.13

ラベル／ p.14
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和紙 種 組立
Washi Seeds Assembly

●綿毛のモビール ( 3個セット）

鳥取県東部一円で産出される「因州和紙」の

歴史はおよそ1300年。

古くは奈良時代から受け継がれてきた伝統工

芸です。本物の材料を使い、丁寧に漉き上げ

た和紙だからこそ、光に透かした時の優しさ

が滲みます。

鳥取県で活躍中の女性木地師、「工房この

か」主宰の藤本かおりさんが特別に制作する

たんぽぽの種。

ろくろを回してひとつずつ丁寧に作られた木

製の種には、手仕事のあたたかみと想いの密

度が詰まっています。

繊細で美しい組み立ては鳥取県の障がい者

就労継続支援施設「フルール合同会社」さま

と共同で行っています。助け合うこと、分かち

合うこと、みんなと一緒に創ること。社会貢献

できるものづくりの形を目指しています。

綿毛のモビール

（税抜）￥21,000品番：N019

◉サイズ S、M、L　3個セット
◉素材： 因州和紙、木材
 ステンレスアーム、テグス、針金、シリコンリング
◉組立式

New item 送料 込

Interior Item

ふわり、ふわりと揺れながら風に乗るたんぽぽの綿毛。

空を漂い、たどり着いたその先で、新たな命を育んでいく。

誰もが記憶の中に持っている幼少期の記憶や自然の原風景を

毎日の暮らしの中に呼び込んで、癒しと希望を届けます。

納期 5

05 06



写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

なのり

日々なにげなく繰り返しているけれど、
それは私たちのアイデンティティを表現する、とても大切な行為。

家族や仲間を誇りに思うこと。
私が私であることを、見つける喜び。

だから「名前」を冠したサインには、文字にこだわりたいと思います。
量産化された既製品の文字ではなく、温度と想いのこもった、「伝わる」文字を。

『名を名乗る』ということ。

￥ 40,000（税抜）
￥ 43,000（税抜）
￥ 45,000（税抜）
￥   1,900（税抜） 

1文字 （品番：N034A）
2文字 （品番：N034B）
3文字 （品番：N034C）
点(・)オプション （品番：N034Z）

◉漢字 3文字以内。

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト２～ 4本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

◉通常のレイアウトでは、点（・）を文字にくっつけた状態でレイアウトいたします。
点（・）を文字から外して別パーツでご希望の場合は、１つの点ごとに１つずつオ
プション料金がかかりますのでご了承ください。

送料 込 納期 10材質 ステンレス 厚さ 3mm

参考サイズ
「今井」  約W61×H95×D43

背高のっぽの小さなサイン。
縦に長いタイトなフォルムのオリジナル書体。

コンパクトなサイズ感に可愛さとカッコよさをさらりと込めて。

NEW

ブラウンブラックホワイトヘアライン※

※点（・）オプション使用例

●のっぽ

●カラーバリエーション

●レイアウト例

nanori
n a n o r i

Noppo のっぽ

※カラーはp.35をご参照ください。

New item

nidoのサインは、

女性デザイナーが
手掛ける

オリジナル文字。ご
注文を

いただいてから１
点１点、

心をこめてデザイ
ン

いたします。
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

￥40,000（税抜） 品番：N031

参考サイズ
「山崎」  約W139×H113×D43

◉漢字 3文字以内。

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト2本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

￥43,200（税抜） 品番：N035

サイズ A ：W215×H75×D45
サイズ B・C ：W180×H88×D45

◉英字12 文字以内。

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト2本 (M4×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

ほっこりとした線でつなぐ、楽しげな文字。 アクセサリーのように洗練された華やかさ。

送料 込 納期 8材質 ステンレス 厚さ 3mm

木の枝のようにつながる素朴な線がすべて 1 つのパーツにつながった、

クラフト感あふれる漢字表札。

NEW 送料 込 納期 12材質 ステンレス 厚さ 5mm

厚さ 5mm のステンレスが、額縁のような光をまとわせる。

繊細な線との組み合わせがアートな印象です。

NEW

ブラウンヴィンテージ
ブラック※

ダークグリーンネイビー

マットブラックオフホワイトヘアライン※ タイプA タイプB

タイプC

【ベースカラー】 【文字カラー】

ヴィンテージブラック

●カラーバリエーション

ゴールドシルバーマットブラックマットホワイト

●カラーバリエーション

●レイアウト例

●レイアウト例

●きこり ●アングル

n a n o r i n a n o r i

Angle アングルKikor i きこり

※カラーはp.35をご参照ください。

New item New item

※シルバー・ゴールドはヘアライン仕上げです。
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

サイズ 100：W100×H100×D43
サイズ 120：W120×H120×D43
サイズ 150：W150×H150×D43

シャープで楽しい。シンプルでかわいい。 くるんと、ルント。

送料 込 納期 12材質 ステンレス 厚さ 3mm

“のっぽ” の書体をスタイリッシュなプレートサインに。

アクセントの効いた豊富なカラーバリエーション。

送料 込 納期 12材質 ステンレス

￥33,600（税抜）
￥36,000（税抜）
￥38,400（税抜） 

￥33,600（税抜）
￥36,000（税抜）
￥38,400（税抜） 

￥36,000（税抜）
￥40,800（税抜）
￥38,400（税抜）
￥43,200（税抜）
￥40,800（税抜）
￥45,600（税抜） 

￥36,000（税抜）
￥40,800（税抜）
￥38,400（税抜）
￥43,200（税抜）
￥40,800（税抜）
￥45,600（税抜） 

厚さ 3mm

文字の一部が “くるん” とつながる遊び心のあるデザインフォント。

大人っぽいニュアンスのカラーで上品に装いました。

スクエア 100（品番：N032A）
 120（品番：N032B）
 150（品番：N032C）

ラウンド 100（品番：N033A）
 120（品番：N033B）
 150（品番：N033C）

●タイト スクエア
スクエア120 シルバー （品番：N017AS）
 ゴールド （品番：N017AG）
スクエア150 シルバー （品番：N017BS）
 ゴールド （品番：N017BG）
スクエア180 シルバー （品番：N017CS）
 ゴールド （品番：N017CG）

ラウンド120 シルバー （品番：N018AS）
 ゴールド （品番：N018AG）
ラウンド150 シルバー （品番：N018BS）
 ゴールド （品番：N018BG）
ラウンド180 シルバー （品番：N018CS）
 ゴールド （品番：N018CG）

●ルント スクエア

●ルント ラウンド

●タイト ラウンド

【ベースカラー】

【スクエア120、150、180】

【ラウンド120、150、180】

【スクエア100、120、150】

【ラウンド100、120、150】

【文字カラー】

●カラーバリエーション

◉漢字 3文字以内。英字12 文字以内。

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト２～ 4本 (M4×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

サイズ 120：W120×H120×D43
サイズ 150：W150×H150×D43
サイズ 180：W180×H180×D43

◉漢字 3文字以内。英字12 文字以内。

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト２～ 4本 (M4×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

ネイビーダークグリーンダークブラウンホワイトブラック

サテン※ヘアライン※ビターオレンジワインベリーレッド

●カラーバリエーション

●レイアウト例

※ヘアライン、サテンは文字色がブラックになります。その他のカラーの文字はヘアラインです。

※カラーはp.35をご参照ください。

※シルバー・ゴールドはヘアライン仕上げです。

ライラックチャコールクリームダークブラウンホワイト

シャドウブルー

ゴールドシルバー

SAKAMOTO

デザイン：うえ デザイン：した デザイン：した

デザイン：ひだり デザイン：みぎ デザイン：うえ

●レイアウト例

n a n o r i n a n o r i

Lunto ルントTight タイト
New item New item
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

タイプA タイプB

タイプC

旗のようにひらりとかろやか。 スタイルが決まる、タグプレート・サイン。

送料 込 納期 12材質 ステンレス 厚さ 1mm

厚さ 1 ミリの薄さなので、ポストやドアに貼り付けたり

オプション金具と合わせて壁に浮かせて取り付けたり。

送料 込 納期 12材質 ステンレス 厚さ 1mm

ビンテージのステッカーを思わせるアメリカンなプレートサイン。

スタンプのようなかすれたお名前ロゴをオリジナルでデザインいたします。

￥33,600（税抜） 品番：N036

●フラグ

￥33,600（税抜） 品番：N021

サイズ：W145×H60×D4

◉英字12 文字以内。

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉付属の両面テープで壁面に貼りつけて使用します。

※別に表札取付金具を使用して壁に取付も可能です。

サイズ A  ：W215×H75×D1
サイズ B・C ：W180×H88×D1

◉英字12 文字以内。

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉付属の両面テープで壁面に貼りつけて使用します。

※別に表札取付金具を使用して壁に取付も可能です。

ブラックホワイト レッド

●カラーバリエーション

●レイアウト例

●レイアウト例

●ラベル

※シルバー・ゴールドはヘアライン仕上げです。

※ベースカラーはヘアライン

※文字カラーはヘアライン

【ベースカラー】

【文字カラー】

●カラーバリエーション

ゴールドシルバーマットブラックマットホワイト

ゴールドシルバーブラックホワイト

s ince2020 s ince2020 s ince2020

【ベースカラー】

【文字カラー】

n a n o r i n a n o r i

Label ラベルFlag フラグ
New item New item

786-2
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

●レイアウト例

●レイアウト例

￥85,000（税抜） 品番：N038

参考サイズ：「NISHIMURA」約 W299×H134×D53

●ひとえ 英字

凛とした余白に宿るもの。 走る筆の伸びやかな造形美。

送料 込 納期 12材質 ステンレス 厚さ 5mm

女流書家が生み出す清冽で美しい英文字を、

重厚なステンレスプレートにあしらって。

送料 込 納期 14材質 ステンレス 厚さ 3mm

￥81,600（税抜）
￥91,200（税抜）
￥86,400（税抜）
￥96,000（税抜） 

NEW

筆文字から生まれる躍動的な線の美しさ。

ステンレスをレーザーで切り出した、繊細で緊張感のある英字です。

Sサイズ ：W150×H150×D45
M サイズ ：W180×H180×D45

Sサイズ シルバー （品番：N037AS）
 ゴールド （品番：N037AG）
Mサイズ シルバー （品番：N037BS）
 ゴールド （品番：N037BG）

●凛流

◉英字12 文字以内。

◉初回 2案作成
　1案目 ( 凛 りん )：シャープな直線のデザイン。
　2案目 ( 流 りゅう)：曲線で流れるようなデザイン。
　※2案とも「凛」、または「流」でも可能です。

◉製品裏面にボルト4本 (M4×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。　

◉英字12 文字以内。

◉初回 2案作成
　1案目 ( 凛 りん )：シャープな直線のデザイン。
　2案目 ( 流 りゅう)：曲線で流れるようなデザイン。
　※2案とも「凛」、または「流」でも可能です。

◉製品裏面にボルト4本 (M4×L50) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

【ベースカラー】 【文字カラー】

ブラックホワイトゴールドシルバー

●カラーバリエーション

【凛 （りん）】…シャープな直線のモダンなデザイン

【流 （りゅう）】…流れるような曲線の優美なデザイン

【凛 （りん）】…シャープな直線のモダンなデザイン 【流 （りゅう）】…流れるような曲線の優雅なデザイン

福岡県太宰府市出身。
世界道路協会 (PIARC) 主催世界道路会議パリ大会・メキ
シコ大会揮毫、カンボジア介護日本語学校設立記念式典
揮毫、九州国立博物館シンボルマーク、大分空港ゲート
サイン、他多数。
すべてのご縁に感謝を込めて、お客様のお名前を制作い
たします。

西尾 真紀 ／ 書家

ホワイトマットブラックサテン※ミラー※ヘアライン※

グレーヴィンテージ
ブラック※

●カラーバリエーション
書作成をご依頼頂いた後のキャンセルはできません。
予めご了承ください。（別途キャンセル料が発生いたします。）

書作成をご依頼頂いた後のキャンセルはできません。
予めご了承ください。（別途キャンセル料が発生いたします。）

書家
表札

n a n o r i

凛流 りんりゅう
書家
表札

n a n o r i

ひとえ 英字 一重／えいじ

※カラーはp.35をご参照ください。

New itemNew item

※ヘアライン仕上げ
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

■原 ■中川 ■佐々木 ■原 ■中川 ■佐々木

●レイアウト例￥73,000（税抜） 品番：A033

参考サイズ：「原」  約 W95×H125×D53
　　　　　　「青山」 約 W195×H158×D53
　　　　　　「西村」  約 W160×H139×D53

●ひとえ 漢字

￥92,000（税抜） 品番：N005

参考サイズ：「古賀」  約 W165×H212×D52
　　　　　　「武田」  約 W183×H177×D52

●ふたえ

送料 込 納期 14材質 ステンレス

しずかな誇りをたたえた文字。 重なる文字の、豊かな余韻。

送料 込 納期 14材質 ステンレス 厚さ 3mm

毛筆が作り出す線の強弱。

お好みのイメージをお伝えいただくと、書家が文字で表現いたします。

２層のステンレスが表現する、光と影。

重ねることで生まれるコントラストが、筆文字に立体感ある奥行きを与えます。

◉１層目（上の層）は、ステンレス２㎜厚、２層目（下の層）は３㎜厚を使用。

◉２層目（下の層）のカラーは、ブラック限定です。

サテン※ ミラー※ マットブラック

●カラーバリエーション

サテン※ ミラー※

●カラーバリエーション

◉漢字 3文字以内。

◉文字のパーツがバラバラにならないよう、点などの部位もすべてつなげた文字
でレイアウト提案させて頂きます。　

◉初回にレイアウト2案を同時にお送りいたします。
　「力強い / 細くて優しい /丸くて可愛らしい /モダンでスタイリッシュに」など、
ご希望のイメージをご注文時にお伝え頂ければ、書家の筆文字に反映いたし
ます。　

◉製品裏面にボルト2～ 3本 (M4×L50) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

書作成をご依頼頂いた後のキャンセルはできません。
予めご了承ください。（別途キャンセル料が発生いたします。）

●レイアウト例

◉漢字 3文字以内。

◉文字のパーツがバラバラにならないよう、点などの部位もすべてつなげた文字
でレイアウト提案させて頂きます。　

◉初回にレイアウト2案を同時にお送りいたします。
　「力強い / 細くて優しい /丸くて可愛らしい /モダンでスタイリッシュに」など、
ご希望のイメージをご注文時にお伝え頂ければ、書家の筆文字に反映いたし
ます。　

◉製品裏面にボルト2～ 3本 (M4×L50) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

書作成をご依頼頂いた後のキャンセルはできません。
予めご了承ください。（別途キャンセル料が発生いたします。）

書家
表札

書家
表札

厚さ 2mm、3mm

n a n o r i n a n o r i

ふたえ 二重ひとえ 漢字 一重／かんじ

※カラーはp.35をご参照ください。 ※カラーはp.35をご参照ください。
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

●レイアウト例 ●レイアウト例

はにかむ笑顔の、カリグラフィー。 ふつうの漢字じゃ、つまらない。
まるで異国のお菓子のパッケージのように、文字がキュートに踊り出す。

手書きならではの、自由な線の動きがチャーミング。

華奢な棒をパズルのように並べて作った、漢字のアナログな造形。

見慣れた名字が、なんだかミニマムアートの作品のようです。

送料 込 納期 8材質 ステンレス 厚さ 3mm送料 込 納期 8材質 ステンレス 厚さ 3mm

￥45,000（税抜） 品番：A369

●O-moji 01

◉英字12 文字以内。

◉初回レイアウト２案は無料で同時にお送りいたします。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト２本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

ブラウンヴィンテージ
ブラック※

マットブラックオフホワイトヘアライン※

ネイビー

●カラーバリエーション

￥45,000（税抜） 品番：A370

●O-moji 02

◉漢字 3文字以内+英字12 文字以内。

◉初回レイアウト２案は無料で同時にお送りいたします。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト4本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

ブラウンヴィンテージ
ブラック※

マットブラックオフホワイトヘアライン※

●カラーバリエーション

①Kobayashi ②Satomi ③Oka ④Iwanaka

⑤Haruki ⑥yano ⑦Tsuchiya ⑧Sueda

参考サイズ：約W300×H93×D43㎜ 参考サイズ：約W242×H93×D43㎜ 参考サイズ：約W158×H91×D43㎜ 参考サイズ：約W298×H75×D43㎜

参考サイズ：約W230×H83×D43㎜ 参考サイズ：約W193×H93×D43㎜ 参考サイズ：約W248×H117×D43㎜ 参考サイズ：約W202×H82×D43㎜

①森 ②黒川 ③漆原 ④佐々木

⑤渡 ⑥宮野 ⑦杉崎 ⑧高見澤

サイズ：約W150×H125×D43㎜ サイズ：約W200×H125×D43㎜ サイズ：約W200×H125×D43㎜ サイズ：約W250×H125×D43㎜

サイズ：約W150×H125×D43㎜ サイズ：約W200×H125×D43㎜ サイズ：約W200×H125×D43㎜ サイズ：約W250×H125×D43㎜

n a n o r i n a n o r i

O-moji 02 オーモジ02O-moji 01 オーモジ01

※カラーはp.35をご参照ください。
※カラーはp.35をご参照ください。

19 20



写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

●レイアウト例

送料 込 納期 10材質 ステンレス 厚さ 2mm

さらりと流れる、やさしいライン。 繊細な輝きが、こころに響く。

送料 込 納期 8材質 ステンレス 厚さ 3mm

贈り物のリボンをほどいた時のような、ゆるやかなイメージ。

強弱のあるのびやかな線は、手書き文字ならではです。

四角いキャンバスを走る、エッチング加工の繊細で細い線。

デザイナーが１点ずつ手書きする、生まれたての文字。

ブラウンヴィンテージ
ブラック※

マットブラックオフホワイトヘアライン※

ネイビー

￥45,000（税抜） 品番：A371

●T-moji 01 （ストレートタイプ）

◉英字12 文字以内。

◉初回レイアウト２案は無料で同時にお送りいたします。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト２本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

￥45,000（税抜） 品番：A372

●T-moji 02 （アーチタイプ）

￥43,200（税抜） 品番：N006

●T-moji 03 （ロングタイプ）

◉英字12文字以内。　

◉初回レイアウト２案は無料で同時にお送りい
たします。３案目からは有料（税抜￥1,000）と
なりますので、ご了承ください。　

◉製品裏面にボルト２本(M4×L40)が溶接されて
います。取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込
んで施工してください。

●カラーバリエーション

￥43,200（税抜） 品番：N007

●T-moji 04 （スクエアタイプ）

●カラーバリエーション

03-A（下右寄せ）

03-B（上左寄せ）

04-A
（ななめ）

04-D
（した）

04-B
（まよこ）

04-C
（うえ）

サイズ：W200×H75×D42 サイズ：W150×H150×D42

①Asaoka

参考サイズ：約W262×H60×D43㎜

②Sugihara

参考サイズ：約W303×H78×D43㎜

③Osumi

参考サイズ：約W278×H63×D43㎜

④Kayama

参考サイズ：約W302×H81×D43㎜

n a n o r i n a n o r i

T-moji 03/04 ティーモジ03/04T-moji 01/02 ティーモジ01/02

※カラーはp.35をご参照ください。

サテンブラック シルバー ゴールド
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

送料 込 納期 10材質 ステンレス 厚さ 3mm

愛らしい芽生えを、サインに。 とろんとしたたる、HAPPY 感。

送料 込 納期 10材質 ステンレス 厚さ 3mm

アルファベットから生えてきた、幸せの芽吹き。

優しくて繊細な、nido オリジナルの人気デザインフォントです。

とろんとゆるいかたちがユニークな、愛嬌たっぷりのオリジナルフォント。

サイズや並べ方をふぞろいにして、手描き風な楽しさを。

￥8,200（税抜） 

品番：C379AS （Sサイズ）
品番：C379AM （Mサイズ）

●ミエル

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト２本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

◉取付用冶具用紙付き。

￥8,200（税抜） 

品番：C380AS （Sサイズ）
品番：C380AM （Mサイズ）

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト２本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

◉取付用冶具用紙付き。

●フォント

ブラック

●カラーバリエーション

●フォント

ブラック

●カラーバリエーション

●ジュレ

Sサイズ Mサイズ
（約50㎜角） （約60㎜角）

Sサイズ Mサイズ
（約50㎜角） （約60㎜角）

n a n o r i n a n o r i

jelee ジュレmiel ミエル
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

ひとひらの風を描く、木の葉の軌跡。 コロコロ四角い、アルファベット。
風に舞う木の葉のように、ナチュラルに散りばめて自由にレイアウト。

1 枚だけの単品で使っても絵になる、立体感のあるフォルムです。

スタイリッシュにも、キュートにも使える、切り文字サインです。

カラーをミックスして使えば、コーディネートに遊び心が加わります。

送料 込 納期 10材質 ステンレス 厚さ 3mm送料 込 納期 10材質 ステンレス 厚さ 3mm

ネイビーブラウンレッドヘアライン※ホワイト

ブラックダークグリーン

●カラーバリエーション

●カラーバリエーション

●このは ●ハコロゴ

ヴィンテージブラウン※

●タイプ ●フォント

（1 パーツ）￥12,000（税抜） 品番：A368

サイズ：W70 ～ 100 ㎜ 角

◉アルファベットの書体は限定です。

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト２本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

◉取付用冶具用紙付き。

◉葉のデザインは 01から 06 の順番で作成します。
　文字数が 7つ以上の場合は、葉 01より繰り返します。

◉単品でご購入の場合は、番号（01～06）のご指定でお願いします。

（ １文字 ）￥8,200（税抜） 品番：C381

サイズ ：約 35 ㎜ 角

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト２本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

◉取付用冶具用紙付き。

060504030201

ゆらりと曲がる葉の立体感。
風に揺らぐ葉を表現しました。

n a n o r i n a n o r i

hacorogo ハコロゴkonoha このは

※カラーはp.35をご参照ください。
※カラーはp.35をご参照ください。
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

切り絵みたいな、クラフト感。 プラモデルパーツように並ぶ、文字のグリット。
漢字の一部がにょっきり伸びて、可愛い英字が並びます。

漢字だけど和風になりすぎない、ナチュラルな佇まいが魅力です。

タテに配列することで新鮮に見えてくる、アルファベットのグラフィカルな造形。

左右のラインを変えて、２世帯住宅にもぴったりの表札です。

送料 込 納期 8材質 ステンレス 厚さ 3mm送料 込 納期 8材質 ステンレス 厚さ 3mm

ブラウンヴィンテージ
ブラック※

マットブラックオフホワイトヘアライン※

●カラーバリエーション

ヴィンテージブラック※マットブラックオフホワイトヘアライン※

●カラーバリエーション

●カンジ 01 ●エイジ 01

●レイアウト例 ●レイアウト例

￥40,000（税抜） 

参考サイズ：「よこ / 黒田」約W168×H133×D43
　　　　　　「たて / 萩野」約 W76×H216×D43 

品番：A361A/A361B

◉レイアウト「A：よこ」または「B：たて」をお選びください。

◉漢字３文字以内+英字12 文字以内

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト3本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

￥40,000（税抜） 品番：A362A/A362B

参考サイズ：「右ライン /TAGUCHI」約 W80×H160×D43
◉レイアウト「A：右ライン」または「B：左ライン」をお選びください。

◉英字12 文字以内　※５段以上は追加料金+￥5,000（税抜）

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト2本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

よこA たてB 右ラインA 左ラインB

右ラインA 左ラインBよこA たてB

n a n o r i n a n o r i

eiji 01 エイジ 01kanji 01 カンジ 01

※カラーはp.35をご参照ください。
※カラーはp.35をご参照ください。
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

レトロモダンな、ロゴデザインみたいに。 くるんとはずむ、元気なサイン。
まるで先っぽに靴下をはいているみたいな、チャーミングなフォントです。

文字の中をくりぬいてあるから、軽やかでポップな印象です。

さらりと程よいボリュームの筆記体。

最初と最後の文字がくるんとはねて、なんとも楽しげな表札になりました。

送料 込 納期 8材質 ステンレス 厚さ 3mm送料 込 納期 8材質 ステンレス 厚さ 3mm

ブラウンヴィンテージ
ブラック※

マットブラックオフホワイト

●カラーバリエーション
●カラーバリエーション

●エイジ 02 ●エイジ 03

●レイアウト例

●レイアウト例

￥40,000（税抜） 品番：A363

参考サイズ：「YOSHIDA」  約 W207×H40×D43

◉英字12 文字以内

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト2本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

参考サイズ：「Suzuki」約 W232×H89×D43 

￥40,000（税抜） 品番：A364

◉英字12 文字以内

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト2本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

レッドブラウンブラックオフホワイトヘアライン※

ダークグリーンネイビー

参考サイズ：「SUZUKI」 約 W157×H40×D43

n a n o r i n a n o r i

eiji 03 エイジ 03eiji 02 エイジ 02

※カラーはp.35をご参照ください。
※カラーはp.35をご参照ください。
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

送料 込 納期 8材質 ステンレス 厚さ 1.5mm

古い刻印のようなレトロな味わい。 ひらひら左右に踊る文字。
ルーズで大胆な線が、ユニークな文字の配置をまとめます。

手描きのゆるさと動きのある構図が、ナチュラルなコーディネートを引き立てます。

職人の手で、ひとつずつ左右にねじって曲げた文字。

見る角度によって表情が変わる、からくり仕掛けのような楽しさのあるサインです。

送料 込 納期 8材質 ステンレス

参考サイズ：「TANAKA」約 W170×H101×D43 

￥40,000（税抜） 

参考サイズ：「NOZAKI」約 W230×H80×D13.5 

￥45,000（税抜） 

厚さ 3mm

参考サイズ：「OKAMOTO」約W187×H120×D43

●カラーバリエーション

●エイジ 04

●レイアウト例

品番：A365

◉英字12 文字以内

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面にボルト3本 (M3×L40) が溶接されています。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを埋め込んで施工してください。

ブラウンヴィンテージ
ブラック※

マットブラックオフホワイト

●カラーバリエーション

●エイジ 05

●レイアウト例

品番：A366

◉英字12 文字以内

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面に、付属の寸切りボルト４本 (M４×L40) をねじ込みます。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを壁に埋め込んで施工してください。

ブラウンブラッククリアホワイトヘアライン※

フレームサイズ：W190×H80

「SATO」
フレームサイズ：W230×H80

「SUZUKI」
フレームサイズ：W300×H80

「MATSUSHITA」

n a n o r i n a n o r i

eiji 05 エイジ 05eiji 04 エイジ 04

※カラーはp.35をご参照ください。

※カラーはp.35をご参照ください。
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写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。 写真は実際の商品の色とは多少異なる場合がございます。　　表札はすべて受注生産品ですので、レイアウト確認後の制作開始以降、キャンセル・返品はお受けできません。ご了承くださいませ。

送料 込 納期 10材質 ステンレス 厚さ 2mm

ヴィンテージな風合いの看板プレート。 あたたかく巣を照らすともしび。
手描きのゆるやかな丸いフォルムが、レトロなカフェの看板みたい。

夜は、あたたかい電球色のひかりに癒されて。

巣をやさしく見守る、親鳥をかたどったネームプレート。

あたたかく浮かびあがる光の文字たちが印象的。

送料 込 納期 8材質 ステンレス 厚さ 2mm

●カラーバリエーション

●フォントイメージ

※カラーはp.35をご参照ください。

●エイジ 06

￥40,000（税抜）
￥50,000（税抜） 

品番：A367 （照明なし）
品番：A367L （照明あり）

◉書体ミエルプラスまたはジュレプラスをお選びください。
　英字12 文字以内。

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面に、付属の寸切りボルト3本 (M４×L40) をねじ込みます。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを壁に埋め込んで施工してください。

　LED照明はDC12V仕様のため、必ずトランスが必要です。

　トランス、延長コードなどのオプション品については、p.35をご参照ください。

◉商品には、２ｍのコードが同梱されています。

◉定格消費電力0.7W

ブラウンヴィンテージ
ブラウン※

マットブラックオフホワイト

●カラーバリエーション

●フォントイメージ

ブラック

●バードネスト

サイズ：約W200×H195×D20

￥44,000（税抜）
￥54,000（税抜） 

品番：C363 （照明なし）
品番：C363L （照明あり）

◉英字12 文字以内。

◉レイアウトは２案まで無料です。
　３案目からは有料（税抜￥1,000）となりますので、ご了承ください。

◉製品裏面に、付属の寸切りボルト2本 (M４×L40) をねじ込みます。
　取付壁面に穴を開け、ボルトを壁に埋め込んで施工してください。

サイズ：約W375×H130×D20

照明ありの仕様について

　LED照明はDC12V仕様のため、必ずトランスが必要です。

　トランス、延長コードなどのオプション品については、p.35をご参照ください。

◉商品には、２ｍのコードが同梱されています。

◉定格消費電力0.7W

照明ありの仕様について

ミ
エ
ル
プ
ラ
ス

ジ
ュ
レ
プ
ラ
ス

P27参照

P28参照

頭文字 小文字

【ミエルプラス】 【ジュレプラス】

n a n o r i n a n o r i

bird’s nest バードネストeiji 06 エイジ 06
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guide 

なのりについて

カラー見本

各種ガイド

LED 照明オプション

LED 照明について

（税抜）￥13,000品番：C125A （税抜）￥2,800品番：C125B

（税抜）￥3,800品番：C125C

（税抜）￥4,800品番：C125D

●ローボルトトランス 15W ●延長コード２ｍ

●延長コード 4ｍ

●延長コード 6ｍ

◉延長コードはすべて防雨型、ワンタッチコネクト式

◉AC100V からDC12V に電圧変換
　明暗センサー機能付き
　重量：約 0.5kg
　プラグコード約 500mm　最大 2分岐可能

サイズ：約W75×H188×D58mm　

■ヘアライン ■サテン ■ミラー ■ヴィンテージブラック ■ヴィンテージブラウン

ステンレスに細い平行の磨き目
が入り、見る角度によって輝きを
放ちます。適度な光沢が高級感
を感じさせます。

ステンレスにランダムなスク
ラッチが入っています。輝きを抑
えたマットな質感で、上品な仕
上がりです。

ステンレスを鏡のように磨き上
げました。グリーンや空を表情
豊かに映し込み、きらりとシャー
プに輝きます。

マットなツヤ消しブラックの上
に、少しツヤのあるブラックの粒
が重なった、凹凸のあるビン
テージ風塗装です。

表面の小さな凹凸と、ところどこ
ろにブラウンのグラデーション
を入れて、錆びたような風合い
を表現しました。

◉商品ページに記載の納期は、実働製作納期です。レイアウト、確認の期間は含まれておりません。

◉ご注文いただいた翌日より１～３営業日以内にレイアウト確認のご連絡をいたします。ご承認をいただき次第、制作にかかります。
　納期はその都度ご確認ください。（書家表札を除く）

◉レイアウト図は３案目から有料￥1,000（税抜）となり、受注に至らない場合でも料金が発生します。あらかじめご了承ください。

◉文字数によって文字サイズが小さくなる場合がございます。

◉写真は商品イメージです。実際の商品とはイメージが異なる場合がございます。

◉お客様のお名前などによっては加工が出来ない場合があります。レイアウト確認の際にご確認ください。

◉北海道・沖縄・離島の送料は別途お見積もりいたします。それ以外の地域は送料込みのお値段です。

◉商品発送後、オプションを追加ご注文いただいた場合、別途送料が発生いたします。

カタログ注意点

◉ご注文の際は、商品名・カラー・サイズ等を十分にご確認の上、お申し付けください。

◉表示価格は、2021年３月現在の価格です。

◉商品は予告なく、価格・デザイン等の変更、または生産中止となる場合があります。ご了承ください。

◉印刷の都合上、掲載されている商品の色や質感等が実物と微妙に異なることがあります。

◉在庫数を上回る注文の場合、追加納期がかかる場合がございます。5点以上ご注文の場合は、事前にお問い合わせください。

◉商品返品の場合は、別途返品手数料がかかります。ご了承ください。

◉写真はイメージです。実際の商品の色合いや質感と異なる場合がございます。

◉表示価格に消費税は含まれておりません。

◉商品の価格に施工費は含まれておりません。

◉LED 照明は、DC12V 仕様のためトランスが必ず必要です。
◉防水コネクターをつなぐだけの簡単結線だから
　どなたでも安全施工が可能です。

・LED灯具と延長コード配線は、結線ミスによる転倒事故を防ぐ
 専用のプッシュ式簡単防水コネクタ式。
・結線部の止水処理は不要なので手間も省けて便利。

LED照明・結線部・電源装置は、浴室等の湿気の多いところ、冠
水する恐れのある場所では使用しないでください。感電、火災
の原因になります。　
照明のついていない商品に、後からLED照明モジュールを
取り付けることは出来ません。　
電気配線は、必ず電気工事店にご依頼ください。　
LED照明モジュールの寿命は、気候・設置環境に
よって異なります。

“nido( ニド )” とは、イタリア語・スペイン語で

“鳥の巣” を意味します。

それは、あたたかな住まいを象徴したことば。

わたしたちは、暮らしに新たな発見と喜びの種を届けます。
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MAIL  info@nido-ltd.jp
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Instagram 公式アカウント

くらしのしるし
［公式オンラインショップ］

nidoコーポレイトサイト

詳しい商品情報はこちら

https://nido-ltd.jp/product/

www.nido-ltd.jp

kurashinoshirushi.com
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