
Daily Delight！

身につけるだけで明るくHAPPYに！

程良いボリューム感と遊び心溢れる

デザインが魅力のデイリー使いのジュエリー。

自然からインスピレーションを受けたお花や蝶、

トンボシリーズは繊細なデザインと

他にはない微妙な動きのあるフォルムが魅力！

いつものコーディネートに、大人の女性の

遊び心をプラスしてくれます。

ポップな星モチーフは、石の輝きとカラーにこだわって
ラグジュアリーさを大切に！ネックレス¥198,000
ピアス¥83,000(1pcs)

カジュアルStyleを確実にランクアップしてくれるトンボモチーフ。
上品なフォルムと石の輝きにこだわってラグジュアリーさを大切に！
リング¥309,000 ネックレス¥230,000(チェーン別)

小ぶりながらも存在感のある上品な蝶モチーフ。躍動感あふ
れる蝶の羽が高級感をアします！¥98,000 Dia¥198,000

甘口、辛口の両シーンで活躍できるデイリー使いにピッタリの
ネックレス。流線型のフォルムがどこかエレガントな印象！
¥245,000(チェーン別)

ナンシーでは、カジュアルスタイルを確実にランクアップさせるデイリー使いの

ジュエリーが オープン当初から定番人気です。

大人の女性だからこそ、他とは違うデザインや色使いで

センスの良さをさりげなくアピール！

どんな時もキラキラと素敵に輝かせてくれる一品を選んでみてはいかがでしょうか？

愛くるしい蝶のデザインと程よいボリューム感が魅力のリング。
¥420,000

ホワイトカルセドニーを使った爽やかなジュエリー。
優雅なのにどこか軽やかなハイカジュアルを叶えて
くれます。リング¥215,000  イヤリング¥380,000

どんなスタイルにもマッチ☆重ねづけしても邪魔にならない
上品さが、嬉しい。デイリー使いをランクアップする味方。
3point¥160,000 ピアス¥430,000
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レモン・ライムネックレスハーフ￥143,000

ピアスホール￥168,000ミツバチピアス￥78,000(１pcs)

大人気のデイジー。イエローサファイヤが顔周りをグンと明るく
見せる効果があります。微妙な繊細な花びらと立体感はナンシー
ならではのこだわりです！¥248,000



2 Pinkie Ring Magic
＜洗練された雰囲気を演出する魔法のリング＞

人と差をつけるなら、細くプレーンなタイプよりもディティールに

凝ったデザインを選ぶべき！

NANCY 人気ピンキーリング Best 3

手もとの印象はリングをどの指に着けるかに

よって大きな差が生まれます。

ピンキーリングは「一本で手もとが大人っ

ぽくこなれた印象に！」と大活躍のおすすめの

ひと品です。

ナンシーの数ある人気商品のなかでも、最も

購入率の高いピンキーリング。

☆ 人気の理由

1. 大人の女性に似合う甘すぎないスイート

モチーフのデザイン！

2. 程よいボリューム感と華やかさ！

3. 重ねづけしても邪魔にならない上品さ！

取り入れるだけでエレガントで洗練された

雰囲気を演出。しかも指先を美しく魅せてくれ

る効果のある ‟魔法のリング”と幅広い世代

の女性に大人気です。

一見ボリュームがありすぎるように感じても、

実際に指につけてみると不思議と指に馴染んで

美しく見えます。

小指に自信がないから…と敬遠しがちですが、

程よいボリューム感とシンプルすぎない

デザインはあなたの気になる部分を自然と

カバーしてくれます。

今までの自分に自信を与え、より輝かせてくれ

るピンキーリングを味方にステップアップ

してみては！

〔フェイユ〕輝きの美しいダイヤが豪華に施されたリング。
幾重にも重なったリーフがまるでリボンのようにも！？¥288,000

流れる曲線が優雅なお花のリング。小指にすることでサイドの
美しいラインがより際立って見えるでしょう。¥288,000

立体感にこだわったリボンのフォルムや繊細な細工が美しいリング。
ディテールまで凝ったデザインは指先を美しく魅せる効果を必ず実感できます。

一番人気のピンキーリング！精巧な細工に
甘すぎないお花モチーフは幅広い年代に人気。
¥320,000

豪華なパヴェセッティングに小花が施された
エレガントなデザインはいつの時代も人気。
40代以上にMUST HAVE なひと品！
¥428,000

リズミカルな小花の配置は指先を美しく見せる
効果大！細めのデザインはピンキーリング
初挑戦の方におすすめです。¥288,000

立体感にこだわったちょっぴり辛口なリボンモチーフ。
どんな時も可愛さを忘れずに。リング下¥209,000

お揃いでつけたいキュートな蝶に思わず笑顔,運気もUP
ピアス¥176,000  リング¥187,000

写真のリング 左上から時計回り¥428,000  ¥242,000  ¥320,000  ¥242,000



お守りプチネックレス

私だけの
アミュレット

お守りプチネックレス

3
日常の中で重ねづけやモチーフのリフレインが楽しめるプチジュエリー。

お気に入りのモチーフやラッキーモチーフをプチネックレスで

取り入れてお守りジュエリーにしてみてはいかがでしょうか。

プチだからこそクオリティにこだわったり、色違いで揃えることも可能。

お気に入りのモチーフを胸元につければ、気分が上がり、前向きな

気持ちになれ、1日をハッピーに過ごすことができそうです。

さりげないので毎日つけていても飽きることがなくずっと楽しめます。

そして、他のアイテムを重ねてもしっくりなじんで

華奢さや女らしさを際立たせることができます。

ナンシーのプチネックレスコレクションの中から、あなただけの

“お守りジュエリー”を見つけてみてはいかがでしょうか。

色違いで揃えたくなるほど大活躍☆
シンプルなフォルムに上質の輝き、
チェーンの太さのバランスが重要です！
￥160,000～

胸元で蝶が飛んでいるような
可憐で華やかなプチネックレス。¥98,000

1つは持っていたい永遠の定番
ベゼルの細さがエレガントな印象に¥66,000

定番人気のクロスは
人と違った女らしいデザインを！

ミニクロスはアクティブなイメージで
パワーをもらえそう。

参考商品 動きのある繊細なリボンモチーフは
さりげなく女らしさをアピール。
¥98,000

幸運の四葉のクローバーは日常使いに
ピッタリなお守りピース。

参考商品

＊ピアスのオーダーも可能です。



はじめて人と会った時一番に視線を集める顔周り。

品良く好感度の高い第一印象にするためには、センスの良さをアピール

してくれる輝きの美しいジュエリーをプラスするのがお約束です！

4
いつもの表情を確実に

華やかに演出するピアス

ジュエリーを顔周りにプラスするだけで、表情を明るく、一段若々しく見える効果が

あることを知っていますか？

簡単に印象を変えられるからこそ、輝き・大きさ・デザインにこだわってみて！
幸せオーラを放って周りの人たちを魅了するはずです。

☆ デイリーやカジュアルスタイルの時には、主張しすぎないけど本物の輝きで

いつものコーディネートをワンランクアップ。

☆ 改まった席やパーティ等には、品良く存在感を与え華やかなイメージのものを選びましょう。

ピアスは目的にあわせて女らしさを演出したり、自分をプロデュースできる優秀なアイテムです。

顔周りできらめく本物の輝きは メイク以上に「愛され顔」を演出いたします。

1年365日本物のジュエリーを顔周りにプラスして、

皆さまもぜひ！日常にさりげなく贅沢に楽しんでみて下さい。
さんごのお花と白蝶貝のお花は、表情を優しく
華やかに添える効果があります♪¥107,800

シンプルなアイテムこそ造りやクオリティを大切に！
0.05ct～¥88,000

誰からも愛される蝶を味方に幸せオーラをアップ。
¥176,000

繊細なレースワークが美しく透け感が魅力です。
1pcs¥68,000

幸運のモチーフてんとう虫。ぷっくりとした形は幸せ
を運んでくれそうな予感。¥78,000(1pcs)

小ぶりながら贅沢に施されたダイヤと耳元で揺れる
デザインが存在感をアップ。参考商品

〔Sophy〕どこから見ても美しく顔を飾る立体的なフープ。内側まで施された
上質のダイヤの輝きは他にはない華やかさを演出します！¥430,000

くるくると柔らかなフォルムが美しい

まるでゴールドのリボンが耳元を包んだよう¥160,000

小振りながら存在感は絶大！ 縦ラインが顔周りを

スッキリと見せてくれます。¥220,000 

繊細なアンティーク加工が施された揺れ感が魅力のロングピアス。
長さは3段階のバリエーションがあります。
2パーツ¥148,000   3パーツ¥168,000   4パーツ¥188,000(全て1pcs)

ミツバチとリーフ。大人ならではの遊び心あるデザインは、
ワンランク上のお洒落を叶えてくれます。
リーフ¥88,000  ミツバチ¥78,000(共に1pcs)

可憐なお花とハチの片耳ピアスはナンシーの定番人気！
自由なアレンジでオンリーワンなピアスコーデが完成。
お花¥72,000  ハチ¥78,000  (共に1pcs)



周りすべての人を幸せな気分にする

Flower Motif
季節を問わず楽しめる、愛すべきジュエリー。
眺めているだけで幸せな気持ちに包まれ、自然と気持ちが和らぎます。

毎日をときめかせてくれる
花モチーフのジュエリー

いつの時代も
愛される女性の
マストアイテム！

思わず笑顔がこぼれる
愛らしさ

幸福感に包まれて…

可憐に見えて
育ちの良さを印象付ける

頼れるアイテム

5
好感度の高い可憐なフラワー

モチーフを身につけると、

楽しい出来事がたくさん待って

いそうな予感が…

いつもの”私“から特別な自分に

変わって…

優雅にお出掛けしてみませんか？

まるで指先にブーケがあるような華やかなリング。
カボッションカットのペリドットが美しい花を
一層引き立てています。

リズミカルな配置の小花のデザインはお揃いで使うことで
より可憐に輝きます。ネックレス￥288,000 リング¥288,000

艶感が美しい白蝶貝で形づくられたお花のジュエリーは
ずっと大好きな永遠の定番。ブローチ¥288,000

愛らしいお花は好感度大！上品なお花モチーフは
幅広い年代で支持されています。リング¥420,000

お花畑のような愛らしいリングに思わず人の視線が止まってしまいそう。
上品なカラーサファイヤのグラデーションが幸福な女性の日常を連想させるでしょう。
ネックレス¥98,000 リング上¥980,000 リング下¥428,000

色とりどりの花籠をイメージしたデザイン
のリング。人と被らないのも魅力。¥298,000

人気のネックレスとお揃い。アクティブな
現代女性に人気の高いリング。¥430,000



女性なら一つは欲しい気になるクロス。

カジュアルにもお出掛けにも、オフィスでも上品にコーディネートでき、
幅広いシーンでデイリーに身に着けられる“お守り”的存在が嬉しいです。

定番のモチーフだからこそ、こだわりたい！人とはちょっぴり違ったひと品が
欲しいのでは？ そんな方にピッタリのクロスモチーフは、
個性が感じられつつも、どこか女性らしいデザインがおススメです。

デザイン違いを重ね付けしたり、プチペンダントと重ねて楽しんでも素敵です。
合わせるお洋服によってもクロスの表情が変化するのも魅力。

コーデの幅の広さが秘かな自慢だったりと！
自分らしいお洒落を楽しんで、私だけの最愛クロスを見つけてみて下さい。

上質のダイヤモンドを引き立てる洗練されたスタイリッシュなデザインと
ダイヤモンドの輝きを最大限に引き出すセッティング。大人のお洒落心にかなう
最上級のクロスネックレスです。

センターのダイヤのクロスパーツが取り外し可能。
3wayで使える優れもののクロス。¥308,000(チェーン別)

ため息が出るような精緻な細工。着映え力も抜群！

ブラウンダイヤを使ったクラス感のあるお洒落なクロス。
ナンシー人気No1のクロスモチーフ。¥319,000(チェーン別)

繊細なレース使いのクロスはボリュームがありながらも
透け感が軽やかで使いやすく、幅広く活躍。¥646,800

ゴールドの艶消し細工にクラス感が感じられ、
センターのダイヤの輝きが胸元を華やかに
演出します。¥330,000

参考商品 ネックレス¥220,000

大人が愛すべき

私だけのクロスペンダント6

繊細な細工にフェミニンさをプラス。人とは違うクロスで
定番の着こなしに自分らしさを表現してみて下さい。
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洗練のブラックジュエリーを味方にさりげなく、そして華やかな印象に…

ナンシーのブラックジュエリーは こなれたセンスを感じさせ、大人の女性を

ワンランク上に輝かせてくれます。

フェミニンな装いにも 程良い刺激を与えながらマッチしてしまう…

時には 甘いだけの私じゃない 遊び心たっぷりな新しい洒落も

演出してはいかがですか？
ラグジュアリーに可愛く！ＳｗｅｅｔＢｌａｃｋ

クールで洗練されたイメージのブラックジュエリー。フェミニンで甘いモチーフに

デザインすることで大人の女の可愛らしさをさらに引き出します。

シンプルなオフィススタイルからリトルブラックドレスまで幅広く活躍し

ドラマティックな存在感を放ちます！

クールに格好よく！ＳｔｙｌｉｓｈＢｌａｃｋ

上品なセクシーさが香る知的なブラックジュエリー。

スウィートテイストのジュエリーとの相性も抜群でひと味違う魅力的な

雰囲気に仕上げてくれます。

付けこなすポイントはハードになりすぎず、女らしさを感じさせる

コーディネートを心がけてみて！

オニキス .ひすい. ダイヤを使いシノワズリ漂うアールデコ調のデザインの
ペンダント。審美眼の高いお洒落さんに注目のひと品。

全長180㎝と長~いキラキラ輝く
ブラックスピネル。
2連~4連までお洒落の
バリエーションを楽しめます。

10㎜～12㎜の大粒黒真珠とブラックスピネルを使ったロ
ングネックレス。カジュエル、エレガンスの両方で活躍！
高級感をアップしてくれるでしょう。
（オーダー商品）

ぷっくりとしたハートのフォルムにブラックダイヤを贅沢に施し
ています。可愛いだけでなくクールさも♪ ¥320,000(チェーン別)

ブラックダイヤのリボンであればラブリーすぎず
上品な印象に！参考商品

3way使いできるクロスはオンオフのデイリー
スタイルのポイントに。¥308,000(チェーン別)

〔Skull〕ブラックダイヤを全体に施し
美しいピンクサファイヤの瞳が
キュートな印象。参考商品

〔モンノワール〕3つのハートを組み合せたデザイン。
ブラックのシャープさがハートの甘さを柔らげています。
¥231,000(チェーン別)

洗練のBlackJewelry
スタイリッシュでエレガント



繊細なレース細工の古典美は、指先に優美な

気品を生み出し、カジュアルな装いから

お出掛けスタイルまでクラス感を

与えてくれます。

デイリー使いにもぴったりな可憐さとゴー

ジャス感をあわせ持ち、限りなく上品な印象

を醸し出します。

身に着ける女性の豊かな生活をも連想させて

くれるはずです。

上品に印象深く…

美しく繊細なレース細工8

繊細な細工と上質のダイヤの輝きは思わず
ため息が出そうな美しさです。¥528,000

限られた職人の手作業で作られる緻密な
ハニーカムと呼ばれるレース細工。
永遠の憧れです！リング上¥770,000

レース細工が織り成すイエロー×ホワイトのコンビネーションは

幅広く活躍。成熟した女性のお洒落心に叶います。
バングル¥1,380,000 リング ¥528,000

滑らかな絹糸のように彫られたシルクライン仕上げ。
精巧な細工の美しさは時代を超えて愛されるリュクスな逸品。
バングル¥1,380,000 リング ¥320,000

愛らしさと品格をあわせ持つ繊細な細工のブレスレット。
単品使いでも素敵ですが時計と重ねて使っても。

レース細工とサークルを組み合わせてデザイン。
幸せな笑顔が絶えない平和が続きますように…と願いを込めて！

繊細なレースとダイヤの輝きが織り成す美しさがこの上なく上品な
クロス。クラス感あるカジュアルスタイルに！¥646,800

軽やかで優美なレース細工のリングは、カジュ
アルにもお出掛けにもあう毎日身につけたく
なる理想的なジュエリー。 参考商品
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理屈ではなく、女性の本能で選んでしまう最高にハッピーな色。

ピンクの魅力を最大限に生かしたナンシーのジュエリーは、大人の品格とほのかな甘さを

引き出してくれます。嫌味なくふとした時に見え隠れする可愛げは憧れです。

年齢を重ねるごとに気になるピンク！ですが、自分の年齢には甘すぎる気がして…と

お悩みの方も多いようです。

お洋服で頑張るのではなく、さり気に本物のジュエリーで取り入れてみても☆

完成度の高いデザインやコーディネートを正しく選べば、お悩みは解決です！

辛口スタイルに1点効かせるピンク。ひと匙の可愛さが最上級のパワーピースになると

信じてみて下さい！

若い女性とはひと味違ったピンク選びは、幼い印象にならないよう

石のクオリティや全体のフォルムは吟味が必要。

品良くまとめることが「大人Pink」の成功の鍵です！

女心をときめかせる“ミルキーピンク”のローズクォーツ。
計算されたフォルムと上質なダイヤの輝きが品格を演出。
¥858,000

ディテールにこだわった動きのあるリボンのフォルムと
幸福感溢れる柔らかなピンクが魅力的。 身につける度に
心をときめかせてくれる “HAPPY ブローチ 参考商品

ピンクサファイヤを使ったクロスモチーフは
甘さとシャープさのバランスが絶妙で新鮮。
¥330,000

ピンクサファイヤのカラーは女性をHappyに！
甘いリングはあえて小指につけてみても素敵。
リング下¥195,000

リュクスな存在感が感じられるBEEモチーフ
ひとつでお洒落上級者に。参考商品

カジュアルに使いやすい小ぶりなフォルム。
恋愛運をUPしてくれるお洒落なお守りとしても。
¥220,000

愛らしいピンクサファイヤの羊モチーフ。
遊び心溢れるジュエリーは大人の女性ならでの
余裕を感じさせます。

ひと目でキュンとする華やかなお花のリング❀
上品な淡いパステルトーンの輝きはいつまでも印象に残ります。
きっとワクワクする新しい世界が待っていそうな予感☆
上より¥428,000   ¥98,000   ¥980,000

Pink! Pink! Pink!
私たちの気分をHappyに上げてくれる最強の味方



いつの時代も愛される永遠の定番ジュエリー

幸せなひと時に寄り添って…

お花、リボン、蝶、パヴェ…誰もが憧れる永遠の定番モチーフ。

若い女性のイメージがあるモチーフジュエリーもフォルムにこだわり、上質な

ダイヤモンドを使うことであらゆるシーンで上品なクラス感を与えてくれます。

改まったお呼ばれの席など人生の節目の大切な日のお洒落には高級感のある

ジュエリーの存在は 装い全体の雰囲気を大きく左右。

身につける女性の魅力を際立たせ、豊かさと幸福感を印象づけてくれます。

流行や情報にとらわれることなく、自分が心から愛しいと思えるものを選び、ともに

年齢を重ねていく…本当に愛しいと思えるものだけを身にまとう喜びはどんな日常も

かけがえのないものにしてくれることでしょう。

上下左右どの角度から見ても上質のダイヤが美しく輝くデザイン。
究極のパヴェセッティング。参考商品

大人の女性が愛さずにいられない究極のリボン。
繊細なレースとリボンのフォルムに美意識の高さを感じます。
年代と共に醸し出す上品さを際立たせてくれます。 ¥660,000

カボションCUTのルビーのお花にエメラルドのリーフ。
ゴージャスでキュートな“大人の遊び心”を感じる贅沢なリング。
ナンシーの原点でもある大切なデザインです。¥1,280,000

上質なダイヤのパヴェセッティングと躍動感ある美しいフォルム。
身につけるだけで笑顔を誘う愛すべき存在。¥1,380,000

甘く気品溢れるお花のデザインは誰もが憧れるリング。¥1,600,000

上品な雰囲気を演出するパールのお花モチーフは永遠の定番！
セットで揃えておきたいマストアイテムです。
リング¥420,000  ピアス¥748,000

センターダイヤが大きく際立つお花もモチーフ。花びらの形や
微妙な立体感がお花の完成度を高めています。¥418,000～
ブライダルでも人気のリング。リフォーム対応も可。

デイリーにも使える華やかなリング。¥428,000
スイート１０や若い方のブライダルとしても喜ばれています。


