


自分の意志で、前向きに人生を選択していく

それを続けていくと笑顔はやがて大輪の花になっていく

kay me（ケイミー）は、女性の「勝負のとき」や「癒しの時間」に寄り添い

彩り豊かな人生をともにしたいと願っています

一度きりの人生、仕事をたのしみ、女性であることをたのしむ 

「すべてやりきったー！」の笑顔が出る人生をともに
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1. 毎日の洗濯に時間がかからない
kay meはドライクリーニングに通う時間に悩まなくて

よいようにほぼすべてのアイテムが自宅の洗濯機で

洗えるウォッシャブルアイテムです

2. 長時間着てもカラダが疲れずラク
はたらく時間は長いもの。固い洋服に身を閉じ込め

ていてはカラダが疲れます。kay meの服は表地・

裏地・糸もすべてストレッチ素材で作られている

ので、服がカラダの動きに合わせてくれます

3. 朝のコーディネートの時間短縮
kay meではワンピースやアンサンブルなど、コーディ

ネートがラクでトレンドを追いすぎないアイテムで

構成されています

秘密1:素材選び
創業者毛見はなめらかで伸びる素材の「触感」への

こだわりが幼少期からあり、それは洋服づくりにおいて

長年の葛藤を生みました。今では、年間数千種類の

素材を触り・伸縮させながら、本当に「着たい！」と思

うかの判断軸で素材を選定しています

秘密2:パターン
さまざまなストレッチ素材を用い、体型をカバーしつつ美

しいシルエットを生み出すためにパリやNYのラグジュア

リーブランドで活躍したパタンナーを起用。ひとつひとつ

のパターンを出来るだけ小さく分け、ギャザーやドレープ

を多用しカラダを美しく見せることにこだわっています

秘密3:プリントデザイン
kay meのプリントデザインは「身に纏うことで忙しい日常

でも、女性らしい感情を思い出せたら」という想いから

創られています。花鳥風月など自然の美からの引用が多

いのもそのため。これは、創業者毛見の祖母の営む呉服

屋での原体験からインスパイアされたものでもあります

kay meを着ると、どうしてよく褒められるの？

Washable Comfortable Time Saving

kay me ウェアが持つ「    つの特徴」3
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合わせやすさ抜群、 
7d a y sコーディネート

ホワイトジオ ギャザードレス   OBWG6172　￥44,000
キャラメルジオ ギャザードレス   OBWG6177　￥44,000

ホワイトジオ ヴィーナスドレス 
OBRO6172　￥44,000

ホワイトジオ ギャザードレス
　＋ショート丈ニットカーディガン

キャラメルジオ マリリンドレス
　＋金沢産ショートカーディガン

ホワイトジオ ヴィーナスドレス
　＋金沢産カーディガンサイドスリット

ホワイトジオ ヴィーナスドレス
　＋ラッフルジャケット

キャラメルジオ ギャザードレス
　＋ビジューカーディガン

Monday Tuesday

Thursday Friday Saturday

ホワイトジオ ヴィーナスドレス
　＋ノーカラージャケット

Wednesday

Sunday

キャラメルジオ マリリンドレス
　＋ジップアップニットブルゾン

ちょっとクールに七変化

キャラメルジオ マリリンドレス　OBLG6177　 ￥44,000

ワンピース用に厳選された
コンフォータブルなストレッチ素材
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kay me オンラインショップで確認・購入できます



2 秒で完成！
きちんとした私

驚きのウォッシャブル！
脱いだら洗濯機にポン

テーラードジャケット ブラック　JATE2172　¥41,000
カーキ×ブラック Vネック Iライン切替ドレス　OCCK1172　¥36,000

チャコール×ネイビー  Vネック Iライン切替ドレス　OCCK1177　￥36,000

ワンピースは立体的なシルエットで、
Vネック Iラインは細見え効果抜群！

同素材ジャケットオンで一瞬で完成    3 つのタイプから選べます

※素材は p.13と同素材です。組み合わせてお楽しみ下さい08 09Collection 2019 Vol.01 Collection 2019 Vol.01kay me オンラインショップで確認・購入できます

ボレロ丈ジャケット　￥36,000
ホワイト JAJV7171／ブラック JAJV7172／
ネイビー JAJV7177

ショートテーラードジャケット　￥40,000
ホワイト JATE3171／ブラック JATE3172／
ピンク JATE3174／グレージュ JATE3176／
ネイビー JATE3177

テーラードジャケット　￥41,000
ホワイト JATE2171／ブラック JATE2172／
ピンク JATE2174／グレージュ JATE2176／
ネイビー JATE2177



フィット& フレア
ジャージーとサテンが
出会うとき

合わせ方次第で
辛口にも甘口にも

フラワージャカード フレアドレス　OCFG1172　￥45,000

フラワージャカード フレアドレス
 ＋ライダースジャケット

フラワージャカード フレアドレス 
　＋ビジューカーディガン

ジャー
ジー

サテン

kay me オンラインショップで確認・購入できます

辛口
コーデ

甘口
コーデ
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視線を集める
「たゆたゆ」シフォンボウタイ

ボディはハリのあるストレッチ素材
程よい Iラインシルエット

ペールブルー ボウタイドレス　OAIF1178　¥39,000
ボウタイは優しい
シフォン素材



シフォンロングで
アクティブに

ホワイトジオ シフォンロングドレス　OBLB1172　￥55,000
kay me オンラインショップで確認・購入できます

ストレッチシフォンで軽やかに

足もとまでカバーで
気兼ね知らず

上質なストレッチシフォンで
1日中上機嫌

ネイビー シフォンロングドレス　OALB1177　￥45,000

ホワイトジオ シフォンロングドレス
 ＋ウォッシャブルニットジャケット

ネイビー シフォンロングドレス
 ＋ビジューカーディガン12 13Collection 2019 Vol.01 Collection 2019 Vol.01



同素材ジャケット3タイプ
　　　　　　　 p.07をご覧ください

全身ストレッチ素材だから
どんなに着てても疲れません
※アンサンブル無地素材は p.07と同素材です。組み合わせてお楽しみ下さい
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ストレッチ×
ドッキングワンピは
忙しい朝の味方

キャラメルジオ×ネイビー アシンメトリードレス 　OCGO3177　￥46,000
　ネイビー ボレロ丈ジャケット 　JAJV7177　￥36,000

驚きのウォッシャブル！
脱いだら洗濯機にポン

kay me オンラインショップで確認・購入できます

ホワイトジオ×ブラック アシンメトリードレス　OCGO3172　¥46,000

Vネック Iラインドレス　¥36,000
ブラック OACK1172／ネイビー OACK1177

切替スカート　¥20,000
ブラック SAHD4172／グレージュ SAHD4176／
ネイビー SAHD4177

ホワイトジオ カシュクールトップス TBMX2172  ¥24,000ホワイトジオ フリルブラウス　TBBD2172　￥32,000

テーラードジャケット　￥41,000
ホワイト JATE2171／ブラック JATE2172／
ピンク JATE2174／グレージュ JATE2176／
ネイビー JATE2177



16 17Collection 2019 Vol.01 Collection 2019 Vol.01

レンガ色で
元気をチャージ！

kay me オンラインショップで確認・購入できます
レンガアズテック カシュクールドレス　 OBIL6175　¥44,000

レンガアズテック カシュクールドレス 
　＋ショート丈ニットカーディガン

ブルーアズテック ヴィーナスドレス
　＋テーラードジャケット

ブルーアズテック カシュクールドレス　 OBIL6178　¥44,000 ブルーアズテック ヴィーナスドレス　 OBRO6178　¥44,000
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新提案！ ドレスに
オンする

「かぶり」Vニット

ウォッシャブル素材のニットは
忙しい毎日のわたしの相棒！

ライトグレー Vネックニットプルオーバー　TKVK1173　¥29,000

ブラック Vネックニットプルオーバー
TKVK1172　¥29,000

杢調ブルー Vネックニットプルオーバー　
TKVK1177　¥29,000

光沢のある糸で仕立てた目面が美しい。
見て、さわって「うっとり」

コットンシルクの魔法！ 安心して…
それでいてウォッシャブル！

着
心
地
リ
ラ
ッ
ク
ス

な
の
に
き
ち
ん
と
見
え

ブラック ウォッシャブルニットジャケット　DKTN1172　¥49,000

一枚仕立てのラベルや
袖や裾部分はニット特有

なのに…
ウォッシャブル！
365 日羽織れる
ニットジャケット

kay me オンラインショップで確認・購入できます

ライトグレー ウォッシャブルニットジャケット　
DKTN1173　¥49,000



ニュアンスブルー レースドレス　 OAFL1178　￥55,000

kay me オンラインショップで確認・購入できます

レ
ー
ス
ド
レ
ス
で

き
ょ
う
は
フ
ラ
ジ
ャ
イ
ル

ネイビー レースドレス　OAFL1177　￥55,000

おとな仕様の
透け感は
セクシーさをプラス

スカラップが
ウェディングや式典にも
厳かさをプラス
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一瞬で主役！
ずっとラク

シノワレッド サイドギャザードレス
　＋ノーカラージャケット

シノワレッド サイドギャザードレス 
　＋ラッフルカフジャケット

シノワレッド サイドギャザードレス　OBDG6175　¥44,000
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体型を美しく しっかりTシャツデビュー

ふかふか素材の
新・ライダース

ジェットセッターへ贈る
フライトウェア

 ライトグレー フライトライダース　JARR1173　¥48,000

ピンクベージュ フライトライダース 
JARR1174　¥48,000
プティネイビー トラベルロングスカート 
SBSE6177　¥33,000

ドラマティックイエロー トラベルロングスカート
SBSE6176　¥33,000

kay me オンラインショップで確認・購入できます kay me オンラインショップで確認・購入できます

レース付 Vネック Tシャツ　¥16,000 　　ホワイト TATR1171／ブラック TATR1172／ライトグレー TATR1173

左胸に kay me ローズを
モチーフにしたワンポイント刺繍

優れたストレッチ性と
透けにくい適度な肉厚感
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クローゼットのお守り
タイニープリント
プティネイビー マリリンドレス　OBLG9177　¥44,000

kay me のタイニーは
ジャージー素材で１日中ラク

ジャージ
ー素材

プティネイビー デイリードレス 
OBAR9177　¥44,000

プティネイビー シフォンドレス 
OBLB1177　¥49,000

プティネイビー フリルブラウス 
TBBD2177　¥32,000　

プティネイビー
シフォンドレス 

＋　　
ライダース
ジャケット

プティネイビー
フリルブラウス

＋
テーラード
ジャケット
＋

切替スカート

kay me オンラインショップで確認・購入できます

プティネイビー
デイリードレス

＋
金沢産ショート
カーディガン

ジャージ
ー素材

シフォン
素材

シフォン
素材
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来
客
に
も
印
象
き
ち
ん
と

直
線
ラ
イ
ン
の
衿
も
と
で

金沢産
上質カーディガンを
ウォッシャブル加工

ホワイト 金沢産ショートカーディガン　DKCH2171　¥29,000

kay me オンラインショップで確認・購入できます

金沢産カーディガンサイドスリット　¥42,000
ホワイト DKCG2171／ブラック DKCG2172／
ミストグレー DKCG2173／ペールブルー DKCG2178

金沢産ショートカーディガン　¥29,000
ホワイト DKCH2171／ブラック DKCH2172／ミストグレー DKCH2173／ペールブルー DKCH2178

4色× 2レングスから選べます
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素
知
ら
ぬ
ふ
り
し
て

イ
ノ
セ
ン
ト

ネイビードット デイリードレス　OBAR6177　¥44,000

kay me オンラインショップで確認・購入できます
ネイビードット カシュクールドレス　OBIL6177　¥44,000

ピンクドット ギャザードレス　OBWG6174　¥44,000

コーディネートは 2 通り
ライダースで甘×辛ミックス

ピンクドット ギャザードレス
　＋ライダースジャケット

ネイビードット デイリードレス
　＋ライダースジャケット

ネイビードット カシュクールドレス 
　＋ショートテーラードジャケット

ピンクドット ギャザードレス 
　＋ショート丈ニットカーディガン

＋ホワイトで 正 統 派イノセント

ブラック ボウタイドレス
OAIF1172　¥39,000



ドラマティックイエロー マリリンドレス　
OBLG6176　¥44,000
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ストレッチシフォン
花から花へ
舞う蝶のように

ドラマティックイエロー ラッフルドレス　OBAJ1176　¥46,000

ラブリーピンク ボウタイブラウス
TBBF1174　¥32,000

kay me オンラインショップで確認・購入できます ストレッチシフォンで軽やかに

一
瞬
で
恋
に
落
ち
る

ラ
ブ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
ド
レ
ス

ラブリーピンク ギャザードレス　OBWG9174　¥44,000

フレッシュライム デイリードレス
OBAR6179　¥44,000

kay me オンラインショップで確認・購入できます



32 33Collection 2019 Vol.01 Collection 2019 Vol.01

天然素材×ボーダー
でアクティブに

ベージュ×ブラック 天然デイリードレス　
OAAR3176　¥38,000

ホワイト×ブラック 天然ラップ風ドレス　
OARE1171　¥42,000

kay me オンラインショップで確認・購入できます ベージュ×ブラック 天然ラップ風ドレス　OARE1176　¥42,000

天然由来の上質レーヨン
洗っても形状キープの使いやすさ

※ストールコレクションはウォッシャブルではありません　　〈  インド製  〉

オペラをイメージした夜仕様。素敵なディナーのおともにも
茄子色のニュアンスが高貴さを添える、おとなの夜遊びにカシミヤストール。
インディアンフラワーを模したクリスタルがシックな中にゴージャスさを演出します

オーバジーン カシミヤモチーフ
MAST7163　￥48,000

　

Stole Collection
kay me が世界で出会い、感動したものの中から

これぞというものを厳選しお届けする
“ kay me SELECT ”

世界のトップブランドを手掛ける工房から
届いたストール 6シリーズ

熟練の職人の手でひとつひとつ作られています
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シンプル×華やかなグラデーションアート
濃色で染めた反対側を淡色で染め、融合した所をブラシでぼかしていくことにより完成する華やかなグラデーション。
シルクウールでうっとりする肌ざわり

シルクウール
￥14,000

パープル　MAST1168
グレー　MAST1163 
ピンク　MAST1164　
ブルー　MAST1167

大人気！ 3 層ストール新デザインでデビュー
レース、ガーゼ、ジャカードの 3 層を縫合わせ、最後に手作業で花柄にカット。

「ドルニエレピア織機」で織り上げたペイズリージャカードにビーズやスパンコールの装飾を添えました

レースジャカード
￥30,000

サクララテ　MCST4164　
インディゴ　MCST4167　

オリーブグレー　MCST4163　
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レースグラデーション
￥34,000

アイボリー　MCST3161
パウダーブルー　MCST3168

気が遠くなる工程！ 身に纏うアルチザンを
ダイヤ織シルクウール地と大判レースを、別 に々グラデーション染めした芸術品。
レースの花柄はひとつひとつ手作業でカットして作られます

マシュマロのようなふわふわ感にもう夢中
一度編んだ生地を濡れたブラシを使い、生地を濡らして繊維を広げ、乾かすことによって
やわらかい「うぶ毛」のようなふわふわした触り心地に仕上げました

カシミヤバタフライ　
￥44,000

シュガーピンク　MAST6164 
ブルーグレー　MAST6168

キャメル　MAST6166 
マウスグレー　MAST6163　
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Iレースグラデーション
￥30,000

マリーゴールド　MCST5168　
プラム　MCST5161
コーラル　MCST5163

儚くロマンティックなアートをなびかせて
織地とレースを重ねた後に織地を Iの字にカットし、レースのシースルーを実現。
グラデーションは「しぼり染め」と同じ手法を使い、4色を 4回に分けて染めています

きちんとリュック＆バッグ
（左：ネイビー　BABG1167/右：シルバー　BABG1160）

その他 ホワイト　BABG1161/レッド　BABG1165/
トープ　BABG1166/ホワイトタッセル　BBBG2162/
ピンクタッセル　BBBG2164　全 7色　￥58,000

道中はリュックにして颯爽と

“ 一瞬で華やか ずっとラク” を
ビジネスバッグでも

PCを運ぶのに「軽くて、機能的。なのに華やかで上質」なバッグがない
その課題からはじまった kay me バッグライン構想。6デザイン、 37 アイテムからお選び頂けます

2way

訪問先にはバッグでごあいさつ
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ぷにぷにビジネスバッグ
（左：トープ　BAPC1166/ 右：ピンクタッセル　BBPC2164）

その他 シルバー　BAPC1160/ホワイト　BAPC1161/
レッド 　BAPC1165/ネイビー　BAPC1167/

ホワイトタッセル　BBPC2162　全 7色　￥56,000

手持ちはもちろん、肩掛けも

取り出しやすい口金式で
A4 ファイルも一瞬でさっと取り出せる

持ち手とストラップは「ぷにぷに」仕様

おともトート
（左：レッド　BAOT1165/右：ホワイトタッセル　BBOT2162）
その他 シルバー　BAOT1160/ホワイト　BAOT1161/トープ　BAOT1166/
ネイビー　 BAOT1167/ピンクタッセル　BBOT2164　全 7色　￥39,000

2 個持ちにも単独持ちにも。ポーチ、財布、手帳に最適（B5 収納）

貴重品ポーチ
（奥から順に：トープ　BAKY3166/レッド　 BAKY3165/ピンクタッセル　BBKY4164/ホワイト　BAKY3161）
その他 シャンパンゴールド　BAKY3160/シャンパンピンク　BAKY3164/ネイビー　BAKY3167/
ホワイトタッセル　BBKY4162　全 8色　￥11,000

マチのないデザインだからストンと入る。鍵や IC カード、音楽／ IT 機器などを入れられます。
バッグを替えるとき怖いのが「貴重品移し忘れ」。これごとポイっとお引越出来ます。

「おともトート」の内側に付くD カン仕様



試 着 便 の ご 案 内

ログインまたは
新規会員登録

Step.1

お届け先を
登録してください

Step.3

各商品ページで
を選択し、

[ 試着便で試す ]②を
クリック

Step.2

Point. 1

自宅や会社で
ご試着を楽しんで
いただけます

Point. 2

いずれの決済も
なしで、商品の
ご試着ができます

Point. 3

国内送料
無料です
※ご返送の際は
ご負担いただきます

オンラインショップからの「試着便」お申込み方法

「お店まで行く時間がない!」

「遠くてお店まで行けない!」

「オンラインショップで買う前に試着してみたい」

そんな忙しい女性の声に応えて、ご希望のアイテム

25万円分までご自宅や会社にお届けするサービスです。

ご決済は心を決めてから。どうぞゆっくり「試着便」にて

お試しください

S

[ 試着便で試す ]②

①

②

※お電話でも
受け付けております
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箱型ポーチ
（左：箱型ポーチ（大）ピンクタッセル　BBPO2164/
中央：箱型ポーチ（小）シャンパンゴールド　BAPS1166/
右：箱型ポーチ（小）ピンクタッセル　BBPS2164）

箱型ポーチ（大）￥19,000　全 4色
箱型ポーチ（小）￥17,000　全 4 色

ポーチは化粧台の女優。コロンと
した姿でさりげなく存在感をアピール

中のものが見やすく取り出しやすいからお化粧時間も短縮

ジュエリーも収納。
ジッパーがあるからポーチの中で
行方不明になりません



ご 注 文 ＆ お 問 い 合 わ せ kay meオンラインショップ・お電話・Facebook Messenger どちらからでもご注文＆お問い合わせが可能です

kay meからのお得な情報や日々の出来事の発信はこちら

kay me Facebook ページ（www.facebook.com/kayme.jp/）から
「メッセンジャー」をご利用いただけます

オンラインショップ お電話

□ご注文前のご相談、試着便のお申し込みも、こちらの番号へお気軽にどうぞ
□ご来店前にご希望アイテムをお知らせ下さいませ。ご用意いたします

I n f o r m a t i o n

kay me Instagram
www.instagram.com/kaymetokyo/

[月曜～日曜  9：30～18：30]

Facebook Messenger

03- 6228- 6813☎

kay me Facebook
www.facebook.com/kayme.jp/

kay me Founder’s Blog
www.junkokemi.com

kay me Staff Blog
www.kaymeblog.com

kayme.com/jp
ケイミー

の出来事の発信はこちら

●  チャット

●  お問い合わせフォーム

登録はkay meウェブサイト 各アイテムページ下部より

※ Facebookアカウントを取得後にご利用いただけます
※ Facebook Messengerよりお問い合わせ可能です

先行情報が必ず届く！ メルマガは週２回の配信　

随時
更新

毎日
更新

毎日
更新

金土日
更新

こちらも

店 舗 情 報

kay  me  Lounge

※小田急百貨店新宿店に準じます

東京都新宿区西新宿 1 -1 -3
小田急百貨店新宿店　本館 5階
営業時間：[月～土] 10：00～20：30　[日] 10：00～20：00

小田急新宿店

kay me Loungeは1800年代の英国王室家具をはじめとしたアンティークに囲まれ、かつ

最新の音響や投影ツール、Wi-Fi などの通信環境も整えた空間。kay meのお客様であ

れば、どなたでもご利用いただけます。イベントや研修・講演会、取材や撮影場所として

ご利用いただくことや、法人さまの面接会場やオフサイトミーティングの場としてご利用いた

だくこと、または記者会見や新商品発表会などでご利用いただくことにも対応しています。

新宿のハイエンドエリアにある「アンティークホテルのラウンジをイメージした空間」をお好きな

用途でお使い頂けます。詳しくはお問い合わせくださいませ

※日本橋三越本店に準じます

東京都中央区日本橋室町 1 -4 -1
日本橋三越本店　新館 2階
営業時間：10：00～19：00

日本橋店

※羽田空港 国内線 第 1旅客ターミナルに準じます

羽田空港国内線第 1旅客ターミナル 2階
ゲートラウンジ (南 ) 搭乗口10番付近
営業時間：年中無休 8：00～20：00

羽田空港店

※ISETAN HAUSに準じます

愛知県名古屋市中村区名駅 3 -28 -12
大名古屋ビル ISETAN HAUS  2階
営業時間：年中無休 11：00～ 21：00

名古屋店

※ブリーゼブリーゼに準じます

東京都中央区銀座 4 -3 -10　銀座中央ビル 10階
営業時間：[月～土 ] 12：00～20：00　[日]11：00～19：00
TEL：03 - 6228 - 6978

銀座本店

新宿店併設

東京都新宿区新宿 3 -13 -5　クリハシビル 6階
営業時間：[月～土 ] 12：00～20：00　[日]11：00～19：00
TEL：03 -6273 -1872

新宿店
大阪府大阪市北区梅田2 - 4 - 9　ブリーゼブリーゼ 2階
営業時間：[月～土 ] 11：00～21：00　[日・祝 ] 11：00～20：00
TEL：06 -6225 -8096

梅田店
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生地 完成
を選ぶ

Step.5

袖丈
を選ぶ

Step.4

着丈
を選ぶ

Step.3

サイズ
を選ぶ

Step. 2

オ ンライン カ ス タム オーダー の ご 案 内

 3～ 4週間で、あなただけの一着を、お手元へ

パターン
を選ぶ

「あとちょっとだけ、丈が長かったらな」「この柄で、このワンピースが欲しい」

人気のパターンとジャージー素材を組み合わせて、

「わたしだけのドレス」を作りませんか？縫製はもちろん日本製。

着丈や袖の形も選べるから、あなたのイメージにぴったりに寄り添います

カンタン５ステップ

kay me ウェブサイト（www.kayme.com）メニューの
「ウェア>カスタムオーダーワンピ」から詳細をご覧ください

Step.1

パターンは、kay meで定番の9型をご用意しました
上下素材違いやロングドレスなども人気です
スカート丈、袖丈、プリント/色を
お好みでお選びいただけます

選べる９パターン

デイリー
ドレス

ツイスト
ドレス

マリリン
ドレス

カシュクール
ドレス

マリリン
ドレスロング

カシュクール
リボンドレスロング

4. 5. 6. 7. 8. 9.

ミディアム

無 地 プリント

¥48,000 [ 税込 ¥51,840 ] ¥58,000 [ 税込 ¥62,640 ]

ロング丈 ¥58,000 [ 税込 ¥62,640 ] ¥68,000 [ 税込 ¥ 73,440 ]

※一部上下別素材を選択できますプライス

※ロングタイプ

アシンメトリー
ドレス

ヴィーナス
ドレス

ギャザー
ドレス

1. 2. 3.

※上下別素材対応

ここから入れます
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