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ニュアンスと新しい回答 

ふと手にしたくなる、自分の傍に置いて

おきたくなる。最先端の便利なツール

にも、そんな佇まいがあれば、暮らしに

便利は寄り添うことができます。

そこに置いた時、まるで長く使い続けた

愛用品のように馴染むもの。生活が

少しだけ心地よくなるもの。

NuAnsは、生活に漂うニュアンスを、

そっと膨らませる新しい回答です。



ニュアンスのある生活 

現代の生活の中で、いつの間にかiPhoneやiPad、PCは

すっかり必需品になっています。その「便利」は生活を見事に

サポートしてくれます。私たちの行動範囲もまた、変化して

います。家と会社の往復だけではなく、家庭にも外にもワーク

スペースがあり、カフェやライブラリーなどがビジネスの現場

にも、リラックスする空間にもなっています。これら、ものとしての

「便利」と空間の「便利」をうまく利用することで、充実し、快適

な日々を送ることができています。しかし、iPhoneやiPadも、

ワークスペースや快適な空間の拡張も、まだ本格的に普及して

から数年しか経っていないせいか、私たちの傍らで、愛用品

として、本当の居場所として、生活に溶け込んでいるわけでは

ありません。

自分の手元に置きたいと感じたもの、そこにあって欲しいと

選んだインテリア、さまざまな色や形が日常の中に溶け込んで、

その人ならではの雰囲気が生まれます。ひとつひとつのアイ

テムが、それぞれに存在を主張しながら一つの個性を作り

上げます。カフェでは静かに佇み、部屋では周囲に馴染み、

手の中に温かく収まる。現代の空間と便利を、雰囲気を壊す

ことなく提供する。それがNuAnsの目的です。

Life needs Nuance



素材にもニュアンスを込めて

 

NuAnsの製品は、機能と見た目はもちろん、触り心地、佇まい、

使っているとき使っていないとき、すべてにおいて快適である

こと、リラックスを与えられること、便利であることを考慮して

デザインしています。たとえば、今回発売する多くの製品に

使われているフェルトも、ただのフェルトではありません。鞄の

中に入れたり、ものを載せたりという場合に、本体だけでなく

接触するグッズを優しく守るために、埃や水分が付きにくい

ようになっています。また、触り心地を追及したり、耐熱性、

難燃性などをデジタル製品としてクリアする水準にするため、

ゼロから作った特殊なフェルトなのです。

一部製品に使っているエラストマーは、その柔らかさを

デザインと機能に活かしつつ、無機質な工業製品に見えない

ように、表面に布のような微細な3Dテクスチャーを施して

います。部屋の中で長期間使用する製品では、アルミやステン

レスなどの金属素材を使ってハードな使用に耐える構造に

しつつ、表面は繊細なアルマイト加工で仕上げていたり、細部

にはシボやスピン目を施しています。道具としての本質に従って

形にも手触りにも使い心地にもこだわりました。

Material needs Nuance



新しいライフスタイルには、新しい答えを

デジタルデバイスが必需品となった現在のライフスタイルの

中では、便利というだけではない、新しい答えが必要になり

ます。たとえば、充電用のケーブルは、鞄の中で他のものと

絡まって取り出しにくいことがあります。どうにか取り出したと

しても、長いケーブルの場合、もつれ合って解かないと使えない

ことがあります。ケーブルは綺麗に収納することも難しく、端子

などの見た目もあまり美しくありません。そのように、デジタル

製品の多くは、上質な革の名刺入れや使い込まれた筆記具と

一緒に鞄に入れて似合うとは言いにくいものでした。

身の回りの愛用品と共にデジタルデバイスをまとめておける

こと。そこにほんの少しの便利さを追加すること。朝目覚める時

夜眠りにつく時、優しく見守ってくれる温かい光を用意し、

シンプルなシルエットや必要な機能を自然に、控えめに提供

すること。デジタルがもたらす便利に付き物だった視覚的

ノイズのようなものを少しでも減らすこと。それらに対する

新しい回答を用意する、それが、NuAnsです。

New lifestyle needs

New Answer





Size : 14 × 10.8 × 90.3 mm ( W × H × D )　Color : Black, White, Khaki, Saffron

携帯性に優れた、160mmショートタイプの Lightningケーブルです。鞄の

中で複雑にからまりがちなケーブルを、キレイに小さく持ち運びやすくしました。

・身近なものに提げて持ち運べるループ構造

・ホコリや汚れがつかず、両端子を保護する一体型機構

・表面には質感の高い 3Dテクスチャー

・安心の Apple 社認証「Made for iPod/iPhone/iPad」取得

・落ち着いた 4 つのカラーバリエーション



iPhone 充電用の Lightningケーブルが一体化した、薄型のモバイルバッテ

リーです。iPhone 6 なら約 2回のフル充電が可能です。

・タグ型の Lightningケーブルが本体と一体化 

・iPhone 6 が約 2回フル充電できる、大容量6,000mAh

・ホコリがつかず、端子を保護する一体型機構

・電池残量が一目でわかる、LEDインジケーター

・充電用micro-USBケーブル付属

・安心の Apple 社認証「Made for iPod/iPhone」取得

・持ち歩き時に周りのものを傷つけないフェルト素材

・落ち着いた4つのカラーバリエーション

Size : 66.5 × 154.3 × 14.7 mm ( W × H × D )　Color : Black, White, Khaki, Saffron



コンパクトに持ち運べるクレードル型バッテリーです。オフィスや自宅にいる間

はクレードルとして使い、お出かけの際には、フェルト製のフラップをクルッと

巻くだけで、携帯しやすいモバイルバッテリーに早変わりします。

・クレードルとして使用中にバッテリー本体の充電が可能

・iPhone 6を約 1回充電できる、3,000mAh

・同期と充電が可能

・電池残量が一目でわかる、LEDインジケーター

・通信可能なmicro-USBケーブル付属

・安心の Apple 社認証「Made for iPod/iPhone」取得

・落ち着いた 4つのカラーバリエーション

Size : 73.6 × 28.5 × 68 mm ( W × H × D )　Color : Black, White, Khaki, Saffron



机や棚の裏側に落ちてしまいがちなケーブルの端子部分を留めておくことが

できるマグネットです。もう、ケーブルを引っ張って端子を探す必要はありません。

・内蔵マグネットでケーブル端子をホールド

・裏面の両面テープでどこでも好みの位置に貼り付け可能

・頑丈で質感の高いステンレスで包まれたマグネット

・高級感のあるスピン加工とレーザー刻印ロゴでインテリアにマッチ

・デスクやベッドなど、いろいろな場所で使える 3 個セット

Size : 15.1 × 15.1 × 4 mm ( W × H × D )　



机や棚の裏側に落ちてしまいがちな Lightningケーブルの端子部分を留めて

おくことができる、マグネット式ケーブルホルダー付きのマットです。iPhone

と腕時計などの小物を置いたり、iPad mini も置ける大きなサイズです。

・モバイル機器を毎日の携行品と合わせて休息させるフェルト製大型マット

・8インチタブレットサイズまで対応

・内蔵マグネットで Lightning ケーブル端子をホールド

・頑丈で質感の高いステンレスで包まれたマグネット

・インテリアに馴染み、デバイスを傷つけないフェルト素材を使用

・落ち着いた 4 つのカラーバリエーション

Size : 170 × 5 × 240 mm　Color : Black, White, Khaki, Saffron



机や棚の裏側に落ちてしまいがちな Lightning ケーブルの端子部分を留めて

おくことができる、マグネット式ケーブルホルダー付きのマットです。広げれば、

ベットサイドでの iPhone と小物置き場として。折りたためば、タッチ操作に

最適な角度を与えて置くことができるスタンドとして。2 通りの使い方にフィット

します。

・2 通りの使い分けができる折りたたみ構造

・内蔵マグネットで Lightning ケーブル端子をホールド

・頑丈で質感の高いステンレスで包まれたマグネット

・インテリアに馴染む、暖かみのあるフェルト素材

・落ち着いた 4 つのカラーバリエーション

Size : 100 × 5 × 326 mm ( W × H × D )　Color : Black, White, Khaki, Saffron



iPhone などの Lightning 端子付きデバイスを充電できる、

LED照明です。光の強弱、電球色と昼光色の2色の切り替え、

光源の傾き調整、背面に給電用 USB 搭載など、シンプルな

中にも充実の機能を搭載しています。



・Lightning 充電ドック付き、LEDスタンドライト
・iPhone や iPad を見やすい角度でセットして充電可能
・充電用ロータリー式 Lightningドックで、コネクター部分を保護
・角度調整可能な Lightning コネクターですべての iOS デバイスに対応
・もう1 台のデバイス充電用の USB コネクターを背面に搭載
・Simplism および、Apple 純正ケースに対応
・LEDライトは温かみのある電球色と、くっきり明るい昼光色の切り替えが可能
・無段階の明るさ調整が可能
・安心の Apple 社認証「Made for iPod/iPhone/iPad」取得

Size : 104 × 331.5 × 104 mm ( W × H × D )　Color : Black, Silver



スピーカー、照明、Ligtningドック、USBチャージャー、4つの

機能が一体になったハイエンドスタンドライトです。2015年

Best of CES（iPhone Life 誌主催）受賞。無料の専用 iOS

アプリで多機能なアラームクロックとして使用可能。

・アナログ／デジタル時計

・おやすみタイマー機能

・目覚ましアラーム機能

・音楽再生

・カレンダー機能

・天気予報



・スピーカー内蔵 Lightning 充電ドック付き LEDライト
・iPhone や iPad を見やすい角度でセットして充電可能
・高音質・大音量のスピーカー搭載
・充電用ロータリー式 Lightningドックで、コネクター部分を保護
・無料の専用 iOS アプリで、アラームクロックとして使用可能
・角度調整可能な Lightning コネクターですべての iOS デバイスに対応
・もう1 台のデバイス充電用の USB コネクターを背面に搭載
・使い勝手を考えて、電源・光量調整と音量調整ボタンを装備
・4 段階の明るさ調整が可能
・暖かみのある電球色の LEDライト
・左右に向けられる回転台座
・安心のアプリ、Apple 社認証「Made for iPod/iPhone/iPad」取得

Size : 160 × 402 × 160 mm ( W × H × D )　Color : Black, White



シンプルさに、少しの“+”。派手な装飾やデザインを排し、できる限り

シンプルに。しかし、その中にはそっとプラスされたアイディアが織り

込まれています。あったらいいなというユーザー目線と、なにげない

使い勝手の良さ、高級感を保ちながらも手が届くプライス、そこに

たっぷりの愛情を注ぎ込んで。デジタルライフにキラリと輝く“+”を

添える。それが“Simplism”（シンプリズム）です。

2011年に治田将之と青木亮作の２人によって結成され活動を開始

したクリエイティブユニットです。見て楽しく、使う程に愛着が湧く

ものづくりをテーマに、テーブルウェア、家電、インテリア用品などの

プロダクトデザインを行なっています。プロダクト開発を中心に据え

商品企画、パッケージ、Web、アプリUI、展示空間プロデュースなど

コンセプトからのトータルなデザインを得意としています。

www.simplism.jp www.tent1000.com



お問い合わせ先

トリニティ株式会社
〒352-0001 埼玉県新座市東北2-14-17

TEL : 048-299-3433／FAX : 03-6368-5173

URL : www.trinity.jp

e-mail : info@trinity.jp


	01-36_b_low
	02-03_low
	04-05_low
	06-07_low
	08-09_low
	10-11_low
	12-13_low
	14-15_low
	16-17_low
	18-19_low
	20-21_low
	22-23_low
	24-25_low
	26-27_low
	28-29_low
	30-31_low
	32-33_low
	33-34_b_low

