202 2 AUTUMN

A P PA R E L

女 性の 暮らしに “ 効く” 衣 服
仕事も、 家 事も、 子 育 ても。
あらゆるシーンをノンストップ でこな せるように 、
ケアにも、 着 心 地 にも、 コーディネートにも、 イージーな 機 能を。
それで いて、 どんな 時 も素 敵に見 えて、
纏うだけ で 誰 か に会 いに 行きたくなるようなデ ザインに 。
忙しい 毎日を 送る女 性をエージレスに美しく。
ケユカアパレルは 、 生 活と心 に “ 効く” 衣 服で す。
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【母】リブハイネックニットトップス 2,990 円（3,289 円）、デニムライクセンターシームパンツ 6,490 円（7,139 円）、
スリッパ 足当たりふわりテッラ 1,390 円（1,529 円） 【娘】ボートネックリブニットトップス 2,990 円（3,289 円）、
防汚撥水テーパードパンツ4,990 円（5,489 円）、スリッパ 足当たりふわりテッラ 1,390 円（1,529 円） 【ラック】
左から アシンメトリータックポンチワンピース 5,990 円
（6,589 円）、リブハイネックニットトップス 2,990 円
（3,289
円）、フィブリルサテンシャツワンピース7,990 円（8,789 円）、ジャガードブラウス 4,990 円（5,489 円）、撥水タ
フタアシンメトリータックスカート 4,990 円（5,489 円）、防汚撥水ハーフジャケット 7,990 円（8,789 円） 【イン
テリア】テーブルランプ モント ベージュ 12,000 円（13,200 円）、MD サイドテーブル 21,000 円（23,100 円）、
Airyニットパンプス 4,500 円（4,950 円）、合皮 3ROOM 軽量トート M 5,400 円（5,940 円）、その他 参考商品
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今すぐ着られて、秋もずっと使える！
4 つの
キーアイテムを
着回し

シーズンレスコーディネート
夏の終わりに買い足すなら、今すぐ着られて長く活躍するものを。
ケユカの新作を使って、3 シーズン楽しめる着回しをご紹介します。

【母】撥水バンドカラードレスシャツ
5,490円
（6,039円）、防汚撥水テーパー
ドパンツ 4,990 円（5,489 円）、本革
撥水 2WAYパイピングトート S 9,800
円（10,780 円）、Almo レインスクエ
アトゥパンプス 3,590 円（3,949 円 )
【娘】アシンメトリーフリルワンピー
ス 6,490 円（7,139 円）、本革撥水パ
イピングトート M 9,800 円（10,780
円 ）、Almo レ インバレエ パンプ ス
2,990 円（3,289 円）
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N撥水ツインショルダーⅡ 3,500円
（3,850 円 )、Almoレインバレエパ
ンプス 2,990 円（3,289 円）

晩夏

シックにもカジュアルにも
アシンメトリーフリル
ワンピース

6,490 円（7,139 円）

秋〜
初秋

遊び心のあるアシンメトリーフリル
を胸元にあしらった Aラインワン
ピース。ゆったりとしたシルエット
で、秋は長袖のトップスをインし
て着てもサマになります。

COLOR
BLACK
KHAKI
PURPLE

ONLINE STORE

ボートネックベーシック長袖 Tシャ
ツ 3,990 円（4,389 円）
、保湿綿混
着圧ハイソックス 790 円
（869 円）
、
バブーシュスリッパ 足当たりふわ
り レッタ 1,341円（1,475 円）

リブハ イネックニットトップ ス
2,990 円（3,289 円）、保湿綿混着
圧ハイソックス 790 円（869 円）、
靴 参考商品
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クルーネックスリットニットベスト
3,990 円（4,389 円）
、デニムライク
センター シ ーム パ ン ツ 6,490 円
（7,139 円）
、N 撥水ミニサコッシュⅡ
2,264 円（2,490 円）
、靴 参考商品

初秋

上品な艶感と柔らかな風合い
撥水バンドカラー
ドレスシャツ

晩夏

5,490 円（6,039 円）
１枚でも重ねても品を保つドレス
シャツは、バックロングデザイン
とゆるやかなフレアシルエットで、
ボディラインを美しくカバー。撥
水などの機能性にも優れています。

COLOR
WHITE
BLACK
GREEN
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ONLINE STORE

秋〜
防 汚 撥 水ワイドパンツ 4,990 円
（5,489 円）
、Ｎ撥水スロープショ
ルダーⅡ 1,900 円（2,090 円）
、長
傘 16 本 骨 バ イ カ ラ ー 2,400 円
（2,640 円）
、靴 参考商品

ボートネックリブニットトップス
2,990 円（3,289 円）
、バイカラー
プリーツスカート 5,990 円（6,589
円）
、N 撥 水 ル ル エリュック M
4,900 円（5,390 円）
、靴 参考商品

Ｎ撥水スロープショルダーⅡ 1,900円
（2,090 円）、Raigh ステンレスボトル
330ml 1,390 円（1,529 円）、Almoレ
インスニーカー 3,990 円（4,389 円）

晩夏

同素材の上下でセットアップに
ストレッチポンチキーネックトップス
R: ストレッチポンチストレートパンツ
L:

各

初秋

4,990 円（5,489 円）

ストレッチが効いた、肉厚かつハリのある生地
できちんとシーンにも寄り添うトップスとパン
ツ。深めのキーネックはインナーを着てもすっ
きり。

COLOR
BLACK
MOCHA

TOPS
PANTS
ONLINE STORE ONLINE STORE

秋〜
シアーリブメローカットトップス
2,990 円（3,289 円）
、合皮 3ROOM
軽量トート M 5,400 円
（5,940 円）
、
Almoレインバレエパンプス 2,990
円（3,289 円）

撥 水 バンドカラードレスシャツ
5,490 円（6,039 円）、スリッパ お
手入れかんたん マーニー 1,490円
（1,639 円）
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リブハイネックニットトップス 2,990
円（3,289 円）
、ストレッチポンチス
トレートパンツ 4,990 円
（5,489 円）
、
N 撥 水 プ レ ッ シ ート ート Ⅱ M
4,000 円（4,400 円）
、Almoレインス
トレッチブーツ 5,400 円（5,940 円）

秋〜

コーデをエレガントに格上げ

晩夏

フィブリルサテン
シャツワンピース

7,990 円（8,789 円）
※ 9 月発売予定

リッチ感 のある優しい光沢に加
え、肩から裾にかけて広がるテン
トラインがこなれ感を演出するワ
ンピース。１枚はもちろん、ボタ
ンを外して羽織としても使えます。
COLOR
NAVY
ORANGE
BEIGE
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初秋
リブレギンスタイツ 1,990円
（2,189 円）
、靴 参考商品

ONLINE STORE
クルーネックスリットニットベスト
3,990 円（4,389 円）
、2 枚重マシュ
マロフェイクタイツ 2,790 円（3,069
円）
、Almoレインストレッチブーツ
5,400 円（5,940 円）

ONLINE STORE

あると便利な “レイヤードアイテム”

シアーリブメローカットトップス

クルーネックスリットニットベスト

ランダムリブカットソートップス

重ねたときに首元や袖口からちらりとのぞく、
メローステッチと透け感が今 年らしいレイ
ヤードアイテム。

深めのサイドスリットが中にワイドシルエット
のアイテムを重ねてももたつきにくく、キレイ
見えします。

袖口のスリットが重ねたときにもニュアンスを
プラスするカットソー。着崩れしにくく、乾き
やすい素材も◎。

COLOR

COLOR

COLOR

2,990 円（3,289 円）

OFF
WHITE

BLACK

NAVY

3,990 円（4,389 円）

BLACK

BEIGE

YELLOW

3,990 円（4,389 円）※ 9 月発売予定

CHARCOAL
GRAY

GRAY

PURPLE

ボートネックベーシック
長袖 Tシャツ

ストレッチジョーゼットパンツ

リブレギンスタイツ

裾をアウトして着ても決まるシャツテールのT
シャツ。きれい見えする生地感も幅広く活躍
するポイントに。

裾まですっきりとしたシルエットにこだわった
パンツは、ワンピースに重ねてトレンドライク
な着こなしに。

サラッとした着心地と透けすぎず重くならな
い絶妙な厚さ。リブ素材が女性らしさをさり
げなく演出します。

COLOR

COLOR

COLOR

3,990 円（4,389 円）※ 9 月発売予定

WHITE

BLACK

ORANGE

4,990 円（5,489 円）

BLACK

BROWN

1,990 円（2,189 円）

BLACK

OFF WHITE
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シーンレスに楽しめる

大人のベーシックニット
おうちでもお出かけにも、幅広く着回せるケユカのリブニット。
もっちりした厚みとソフトタッチで、毎日着たくなる心地よさです。

【母】リブニットプルカーディガン 3,990 円（4,389 円）、ボートネックリブニットトップス 2,990 円（3,289 円）、ジャガードフレアスカート 5,990 円（6,589 円）
【娘】ボートネックリブニットトップス 2,990 円（3,289 円）、防汚撥水テーパードパンツ 4,990 円（5,489 円）
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RIB HIGH NECK

リブハイネックニットトップス

2,990 円（3,289 円）※ 9 月発売予定
1 枚着でもインナーとしても使え
る適度な肉感のハイネックニット
は、袖口のスリットがポイント。
優しく首に沿うネックラインが顔
周りをすっきり見せてくれます。

ONLINE STORE

COLOR
BLACK

BEIGE

ORANGE

PURPLE

おうち

St y l e
お出かけ

St y l e

デイリー

St y l e

防汚撥水ハーフジャケット 7,990 円（8,789 円）
、防汚
撥水ワイドパンツ 4,990 円
（5,489 円）
、
本革撥水フラッ
プミニショルダー 4,900 円（5,390 円）
、保湿フロント
切替ハイソックス 790 円（869 円）
、靴 参考商品

撥水タフタアシンメトリータックスカート 4,990 円（5,489
円）
、N 撥水ライトシェルリュック M 2,700 円（2,970 円）
、
2 枚重マシュマロフェイクタイツ 2,790 円（3,069 円）
、
Almoレインストレッチブーツ 5,400 円（5,940 円）

シアーリブメローカットトップス 2,990 円（3,289 円）
、
タフタギャザーキャミワンピース 6,490 円（7,139 円）
、
Kerami IHフライパン 20cm 深型 2,290 円（2,519 円）
、
バタリニー木柄 シリコーンスプーン 690 円（759 円）
、
保湿フロント切換ハイソックス 790 円（869 円）
、
スリッ
パ 弾むルームシューズ ワッフルストライプ 1,490 円
（1,639 円）
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BOAT NECK

ボートネックリブニットトップス

2,990 円（3,289 円）※ 9 月発売予定

秋らしく浅めに開いた首周りの仕
様で、上品に着られるボートネッ
ク。ボディラインを拾いすぎない
サイジングで、どんなボトムスと
も合わせやすいのが魅力です。

ONLINE STORE

COLOR
BLACK

BEIGE

ORANGE

PURPLE

お出かけ

おうち

St y l e

St y l e

デイリー

St y l e

リブニットプルカーディガン 3,990 円（4,389 円）
、デ
ニムライクセンターシームパンツ 6,490 円 (7,139 円）
、
スリッパ 足当たりふわりテッラ 1,390 円（1,529 円）

フィブリルサテンシャツワンピース 7,990円
（8,789円）
、
ジャガードフレアスカート 5,990 円（6,589 円）
、靴 参
考商品

撥 水タフタアシンメトリータックスカート 4,990 円
（5,489 円）
、N 撥水ヴェネトートS 3,500 円（3,850 円）
、
2 枚重マシュマロフェイクタイツ 2,790 円（3,069 円）
、
Almoレインストレッチブーツ 5,400 円（5,940 円）
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card igan

リブニットプルカーディガン

3,990 円（4,389 円）※ 9 月発売予定
カーディガンとしてはもちろん、
同素材のハイネックやボートネッ
クと合わせてアンサンブルに、ボ
タンを留めてプルオーバートップ
スとしても着られる優秀な１枚。

ONLINE STORE

COLOR
BLACK

BEIGE

ORANGE

PURPLE

お出かけ

St y l e
おうち

St y l e
デイリー

St y l e

プリントロングスリーブワンピース 6,990 円（7,689
円）、 本 革 撥 水フラップミニショル ダー 4,900 円
（5,390 円）、ベルト、靴 参考商品

フロントタックワイドパンツ 5,990 円（6,589 円）、
DENK Ⅳ コーヒーカップ 890 円（979 円）、スリッパ
足当たりふわりテッラ 1,390 円（1,529 円）

ボートネックベーシック長袖 Tシャツ 3,990 円（4,389
円）、 防 汚 撥 水ワイドパンツ 4,990 円（5,489 円）、
本革撥水 2WAYパイピングトート S 9,800 円（10,780
円）、靴 参考商品
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１枚でコーデが決まる

7

秋の「着映えワンピース」

選

１枚で着映えが叶うワンピースは、忙しい女性の心強い味方。
秋らしくシックに装える、ワンピースを集めました。

1
アシンメトリー
フリルワンピース

6,490 円（7,139 円）
ゆったりらくちんシルエットで、
レイヤードスタイルもすっきり。
アシンメトリーなフリルが大人に
嬉しい華やぎポイント。共地の
リボンベルトでウエストマークア
レンジも可能です。
COLOR

ONLINE STORE

BLACK
KHAKI
PURPLE

【母】シアーリブメローカットトップ
ス 2,990 円（3,289 円）
、Almoレイン
バレエパンプス 2,990 円（3,289 円）
【娘】Almoレインスクエアトゥパン
プス 3,590 円（3,949 円）
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2

3

益子焼 しのぎめマグカップ
1,990 円（2,189 円）
、2 枚重
マシュマロフェイクタイツ
2,790 円（3,069 円）
、スリッ
パ お手入れかんたん マー
ニー 1,490 円（1,639 円）

スクリューラリエットネックレ
ス 1,990 円（2,189 円）、合皮
3ROOM 軽量トート M 5,400
円（5,940 円）、2 枚重マシュ
マロフェイクタイツ 2,790 円
（3,069 円）、靴 参考商品

アシンメトリータック
ポンチワンピース

5,990 円（6,589 円）

ウエストタック
ポンチワンピース

6,490 円（7,139 円）
※ 9 月発売予定

フロントのタックデザインとフレア
ラインがエレガントかつシャープに
見せてくれる万能ワンピース。キレ
イ見えをキープしつつ、快適なスト
レッチ素材で着心地抜群です。

丸みを帯びたコクーンシルエット
がスタイルアップを叶えつつ、洗
練した雰 囲 気に見せる自慢 の１
枚。伸縮性とハリのある生地感で、
幅広いシーンで活躍します。

COLOR

COLOR

ONLINE STORE

NAVY

BLACK

GRAY

MOCHA

MINT

PURPLE

ONLINE STORE
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4

リブハイネックニットトッ
プス 2,990 円（3,289 円）、
保 湿 綿 混 着圧ハイソック
ス 790 円（869 円）、スリッ
パ 足当たりふわりテッラ
1,390 円（1,529 円）

5

ギャ ザ ースリーブシャツ
チュニック 5,990 円（6,589
円）、靴 参考商品

タフタギャザー
キャミワンピース

6,490 円（7,139 円）
※ 9 月発売予定

微光沢素材がどんなアイテムにも
合わせやすく、インナーを変えつ
つロングシーズン着回せるキャミ
ワンピース。ボリュームのあるス
カートで下半身をカバーします。
COLOR

6,490 円（7,139 円）

たっぷりのギャザーをあしらい、
美しい揺れと光沢感がアップした
今季のギャザーキャミソールワン
ピース。インナー次第でロングシー
ズン活躍する優秀な１枚です。
COLOR

BLACK

BLACK

BROWN

BLUE

TURQUOISE
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ONLINE STORE

ギャザーキャミソール
ワンピース

ONLINE STORE

6

保 湿 フ ロント 切 替 ハ イ
ソックス 790 円（869 円）、
Almoレインバレエパンプ
ス 2,990 円（3,289 円）

7

ボートネックリブニットトッ
プ ス 2,990 円（3,289 円 ）
、
本革撥水 2WAYパイピング
トート S 9,800 円（10,780
円）
、2 枚重マシュマロフェ
イクタイツ 2,790 円（3,069
円）
、靴 参考商品

プリントロング
スリーブワンピース

フィブリルサテン
シャツワンピース

※ 9 月発売予定

※ 9 月発売予定

6,990 円（7,689 円）

甘くなりすぎず、程良いアクセント
になるランダムドットプリント。１
枚 で 華 やかに、 ベストやミドル
ゲージのニットを重ねればトレン
ドライクな着こなしに。
COLOR

ONLINE STORE

7,990 円（8,789 円）
優しい光沢がシンプルスタイルを
華やかにアップデート。裾に向かっ
てフワッと広がるテントラインは
体型をさりげなく隠しながら、上
品さと女性らしさを残します。
COLOR

BLACK

NAVY

MUSTARD

ORANGE

ONLINE STORE

BEIGE
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ギャザースリーブ
シャツチュニック

5,990 円（6,589 円）
ゆとりのあるシルエットと袖のギャ
ザーがトレンド感たっぷり。ハン
サムな印象のシャツチュニックは
夏の羽織としても重宝し、ロング
シーズン活躍してくれます。

秋 は すっきりと、
か っこよく着 る

COLOR

ONLINE STORE

NAVY
CAMEL
BLUE

毎日をスタイリッシュに

の秋トップス

シンプルながらもデザイン感あふれるケユカの秋トップス。
1 枚でサマになるのはもちろん、レイヤードスタイルも楽しめます。

防汚撥水テーパードパンツ 4,990 円
（5,489 円）、Almoレインスクエアトゥ
パンプス 3,590 円（3,949 円）
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ジャガードブラウス

4,990 円（5,489 円）

ふわふわな素材感が楽しいデザイ
ンブラウス。シンプルなボトムス
と合わせるだけで旬なコーデが決
まります。長袖インナーと重ねた
レイヤードスタイルもGOOD。
COLOR

どん な コ ー デ も
旬 な スタイル へ

ONLINE STORE

BLACK
IVORY

シアーリブメローカットトップス 2,990
円（3,289 円）、防汚撥水ワイドパンツ
4,990 円（5,489 円）、バリタウィンザー
チェア ブラック 19,900 円（21,890 円）

上 品 に 着こ な せる
大 人チュ ニック

防汚撥水シャツ
チュニック

5,990 円（6,589 円）
※ 9 月発売予定

フレアラインが美しく広がり、ほ
どよい光沢感もあるので、カジュ
アルになりがちなチュニックを上
品に着こなせます。防汚撥水加工
なのでデイリーにも便利。
COLOR

ONLINE STORE

GRAY BEIGE
BLACK
TURQUOISE
防汚撥水テーパードパンツ 4,990 円
（5,489 円）

コクーンスリーブ
5 分袖ニット

4,490 円（4,939 円）

夏 も 秋 もさらりと
オ シ ャレ に

季節の変わり目に重宝する半端袖
は、シンプルな中にも小技が効い
たデザイン。さらりとした軽いニッ
トなので、暑さの続く初秋も気持
ち良く着られます。
COLOR

ONLINE STORE

BLACK
SAX
GRAY BEIGE
防汚撥水ワイドパンツ 4,990円
（5,489円）
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防 汚 撥 水テーパードパンツ
4,990 円（5,489 円）

動くた び に
華 やぐトップ ス

5 分袖バックプリーツチュニック

5,490 円（6,039 円）

空気をはらみ、軽やかに揺れる裾がドラ
マチックな１枚。 ストレッチポンチと
ジョーゼットで着心地も抜群です。お尻
が隠れるチュニック丈も嬉しいポイント。

ONLINE STORE

COLOR
IVORY
NAVY

ニット ベ ストで
クルーネックスリット
ニットベスト

3,990 円（4,389 円）

着るだけでオシャレに決まるニッ
トベスト。裾のリブ切り替え位置
が高めなので、スタイルアップ効
果抜群です。レイヤードしやすい
深めのスリットも魅力的。
COLOR

ONLINE STORE

BLACK
BEIGE
YELLOW
【母】シアーリブメローカットトップス
2,990 円（3,289 円）、フロントタック
ワイドパンツ 5,990 円（6,589 円）
【娘】撥水バンドカラードレスシャツ
5,490 円（6,039 円）、フロントタック
ワイドパンツ 5,990 円（6,589 円）
19

スタイルアップ

COLU M N 1

1

秋は流行りの
くすみカラーを
チョイス
ダークになりがちな
秋のファッションも、くすみカラーの
バッグでオシャレ感アップ！

Ｎ撥水ライトシェルリュック M

Ｎ撥水スロープショルダーⅡ

※ CAM、GRN、LBE、YEL は 9 月中旬発売予定

※ CAM、GRN、LBE、YEL は 9 月中旬発売予定

約 270gと軽量なのに、収納力も機能性も抜群！ キー
ストラップ付きで鍵も迷子になりません。雨傘と同等
の撥水加工が施されており、雨の日でも安心です。

コンパクトだけどマチはたっぷり。長財布や350mlのペッ
トボトルなど、見た目以上に荷物が入ります。同素材の
リュックと合わせた、親子コーデもオススメ。

2,700 円（2,970 円）

ONLINE STORE

COLOR

1,900 円（2,090 円）

ONLINE STORE

COLOR

BLACK

GREEN

BLACK

GREEN

GRAY

LIGHT BEIGE

GRAY

LIGHT BEIGE

CAMEL

YELLOW

CAMEL

YELLOW

Ｎ撥 水ライトシェ ルリュック M
2,700 円（2,970 円）
、防汚撥水ハー
フジャケット 7,990 円（8,789 円）
、
バイカラープリーツスカート 5,990
円（6,589 円）
、Almoレインストレッ
チブーツ 5,400 円（5,940 円）
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着るだけでスタイルアップ！

快適＆優秀ボトムス
機能性が高く快適なのに、スタイルアップも叶えてくれる優秀ボトムス。
家でも外でもアクティブに、気持ち良く過ごしませんか？

防汚撥水テーパードパンツ

防汚撥水ワイドパンツ

ナノテックス加工の防汚撥水パン
ツはケユカの定番。高い撥水力で
液体を玉のように弾きます。ハリ
と厚さにこだわったオリジナル素
材で、ストレッチ性も抜群！

キレイなシルエットのワイドパンツ
は、脚長効果あり。撥水機能に優
れているだけでなく、型崩れしにく
いハリのある素材が、一日中体型
を美しく見せてくれます。ナノテッ
クス加工なのも嬉しいポイント。

4,990 円（5,489 円）

COLOR
BLACK
BROWN
LIGHT BEIGE

ONLINE STORE

4,990 円（5,489 円）

COLOR

ONLINE STORE

BLACK
BROWN
LIGHT BEIGE

【母】ボートネックリブニッ
トトップス 2,990 円（3,289
円）、靴 参考商品
【娘 】リブニットプルカー
ディガ ン 3,990 円（4,389
円）、靴 参考商品
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ボートネックベーシック長袖Ｔ
シ ャ ツ 3,990 円（4,389 円 ）、
クルーネックスリットニットベ
スト 3,990 円（4,389 円）、本
革ツインショルダー Ⅲ 6,900
円（7,590 円）、靴 参考商品

フロントタックワイドパンツ

5,990 円（6,589 円）

フロントの両サイドタックが生み出す美しいドレープと
柔らかな素材感で、すっきり脚長に。ゆったりと包み込
むような、優雅な雰囲気のリラックスパンツです。
COLOR
GRAY

ONLINE STORE
YELLOW
LIME

ギャザースリーブシャツチュ
ニック 5,990 円（6,589 円）、
本革撥水フラップミニショ
ルダー 4,900 円（5,390 円）、
Almoレインバレエパンプス
2,990 円（3,289 円）

防汚撥水ジョガーパンツ

5,990 円（6,589 円）

テーパードラインが美しいデザインパンツは、ストレッ
チ性があるので通勤などの日常使いに便利です。細め
のジョガータイプは、上品な女性らしさを演出します。
快適さ抜群のナノテックス加工です。
COLOR
BLACK

ONLINE STORE
LIGHT BEIGE
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リブハイネックニットトッ
プス 2,990 円（3,289 円）、
2枚重マシュマロフェイクタ
イツ 2,790 円（3,069 円 ）、
ネックレス、靴 参考商品

撥水タフタアシンメトリータックスカート

4,990 円（5,489 円）

撥水加工が施されているとは思えない華やかなフレア
スカート。シャープな印象を与えるアシンメトリーなタッ
クデザイン。タフなスカートは、お出かけにも、デイリー
にも活躍します。
COLOR
BLACK
PURPLE

ランダムリブカットソートッ
プス 3,990 円（4,389 円）、
Almoレインストレッチブー
ツ 5,400 円（5,940 円）

バイカラープリーツスカート

5,990 円（6,589 円）

バイカラーのプリーツスカートは、カジュアルにもシッ
クにも着こなせます。ウエストはゴム仕様で快適。シ
ンプルなトップスと相性抜群の優秀アイテムです。
COLOR

ONLINE STORE
GRAY
YELLOW
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ONLINE STORE
BEIGE

リブハイネックニットトッ
プス 2,990 円（3,289 円）、
Almoレインスクエアトゥ
パンプス 3,590 円（3,949
円）、メガネ 参考商品

デニムライクセンターシームパンツ

6,490 円（7,139 円）
※９月発売予定

色落ちしにくいデニムライク素材を使用したパンツ。セ
ンターシームが縦のラインを強調し、脚を長くキレイに
見せてくれます。しなやかに伸びるストレッチタイプ。
COLOR

ONLINE STORE

NAVY

リブニットプルカー ディガ ン
3,990 円（4,389 円）、保湿フロ
ント切 替ハイソックス 790 円
（869 円）、靴 参考商品

ジャガードフレアスカート

5,990 円（6,589 円）
※９月発売予定

トレンド感のあるジャガード素材は、取り入れるだけで
旬な雰囲気に。Ｔシャツからニットまでどんなトップス
とも合わせやすく、一年中着回しの効くアイテムです。
COLOR
BLACK

ONLINE STORE
BROWN
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ラク＆キレイな大人の新定番！

ダンボールカットソー

ソフトな肌触りとストレッチ性のある
ダンボールカットソーが、注目度急上昇！
気持ちが良いのにキレイを保てる、大人の新定番です。

【母】ダンボールストレッチワン
ピース 6,990 円（7,689 円）
、スト
レッチジョーゼットパンツ 4,990
円（5,489 円）
、Almoレインバレ
エパンプス 2,990 円（3,289 円）
【娘】ダンボールストレッチプル
オ ー バ ー 4,990 円（5,489 円 ）
、
撥 水 バンドカラードレスシャツ
5,490 円（6,039 円）
、ダンボール
ストレッチパンツ 4,990 円（5,489
円）
、靴 参考商品
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防汚撥水テーパードパンツ 4,990 円（5,489 円）
、
靴 参考商品

ダンボールストレッチプルオーバー

リブハイネックニットトップス 2,990 円（3,289 円）
、
Almoレインスクエアトゥパンプス 3,590 円（3,949 円）

ネックレス、靴 参考商品

4,990 円（5,489 円）※９月下旬発売予定

4,990 円（5,489 円）※９月下旬発売予定

ダンボールストレッチパンツ

ダンボールストレッチワンピース

ケユカのダンボール素材はハイストレッチ。首周り
にゆとりのあるハイネックデザインは小顔効果が期
待でき、折り返してアレンジすることもできます。

スウェットのような着心地なのにキレイ見えするの
で、オフィスシーンでも活躍。センターに入ったピン
タックが、さらにすっきりとした印象にしてくれます。

ワンピースはしっかりとデザインにもこだわりまし
た。肩周りにタックを入れたことで全体が華奢に
見え、ラクなのに１枚でスタイルが決まります。

ONLINE STORE

COLOR

ONLINE STORE

COLOR

6,990 円（7,689 円）※９月下旬発売予定

COLOR

BLACK

TURQUOISE

BLACK

TURQUOISE

BLACK

ORANGE

GRAY

ORANGE

GRAY

ORANGE

ONLINE STORE
GRAY
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COLU M N 2

撥水スタンドカラーコート

8,990 円（9,889 円）
※９月発売予定

ベーシックなデザインに、スタン
ドカラーやベルトでトレンド感を
プラス。袖をぐっとまくれば抜け
感が出て、大人カジュアルに着こ
なせます。
COLOR

ONLINE STORE

BLACK
BEIGE

2

軽 やかに楽しみたい！
サッと使えるアウター
季節の変わり目に欠かせないのがアウター。
軽やかに使えるとっておきを紹介します。

ランダムリブカットソートップス 3,990 円（4,389 円）
、撥水タ
フタアシンメトリータックスカート 4,990 円（5,489 円）
、合皮
3ROOM 軽量トート M 5,400 円（5,940 円）
、靴 参考商品

防汚撥水ハーフジャケット

7,990 円（8,789 円）
※９月発売予定

サッと羽織れる一枚仕立てのハーフジャ
ケットは、スカートにもパンツにも合わ
せやすい丈に仕上げています。ストレッ
チが効いて動きやすく、ストレスフリーな
着心地です。
COLOR
BLACK
BROWN

リブハイネックニットトップス 2,990 円（3,289 円）
、フ
ロントタックワイドパンツ 5,990 円（6,589 円）
、N 撥水
ミニサコッシュⅡ 2,264 円（2,490 円）
、靴 参考商品
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ONLINE STORE

COLU M N 3

3

気分もコーデも上がる！ アクセント小 物６
秋の着こなしのアクセントになる小物が大集合。機能性の高さに気分も上がります。

A

B

C

A:

抗菌 UVドットスカーフ

B:

抗菌 UVクロスストライプスカーフ

C:

UV 幾何学プリーツスカーフ

2,100 円（2,310 円）
2,100 円（2,310 円）

保湿フロント切替ハイソックス

クリケットストライプ

298 円（327 円）

2,300 円（2,530 円）

乾燥しがちな季節に嬉しい、アロエ保湿加
工がされたハイソックス。シェーディングの
ように脚が細見えするデザインで、締め付け
がなく一日中快適に履けます。

履き口がふんわりと柔らかく、 伸びの良い
ショート丈靴下です。ネクタイやシャツに見
られる伝統的なクリケットストライプで、オ
シャレ感をさりげなくアピール。

抗菌＆UV 加工が施されたスカーフは、ドッ
トとストライプ模様をご用意。首元だけでな
く、バッグに結んだりヘアスタイルに取り入
れたり、アレンジが楽しめます。

COLOR

COLOR

790 円（869 円）

ONLINE STORE

COLOR

ONLINE STORE

ONLINE STORE

BROWN

BEIGE

GREEN

A

PURPLE

RED

NAVY

BLUE

GRAY

B

BEIGE

RED

C

MINT
GREEN

RED

BLACK

無地クルー

ストッキング靴下

保湿ラメラインハイソックス

一見シンプルなカラー靴下ですが、体重のか
かりやすいつま先や踵は生地が補強されてい
ます。コーデのポイントになるだけでなく、
機能性も備わったアイテムです。

ストッキングの伝線、靴の中のムレ、足首の
冷え…。そのすべてを克服してくれるのがこ
の靴下！ 足首からふくらはぎまでほどよい締
め付けで美脚をサポートします。

サイドのラメが脚をすっきり見せてくれるデザ
イン。アロエ保湿加工のしっとりとした肌触
りで、長めのスカートに合わせてタイツがわ
りに履くのもおすすめです。

COLOR

COLOR

COLOR

298 円（327 円）

1,200 円（1,320 円）

ONLINE STORE

790 円（869 円）

ONLINE STORE

BROWN

BLUE

BEIGE

BEIGE

GREEN

ORANGE

BEIGE×BLACK

CHARCOAL
GRAY

YELLOW

OFF
WHITE

BLACK

ONLINE STORE
BLACK
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【母】ダンボールストレッチワンピース 6,990 円（7,689 円）
、ストレッチジョーゼットパンツ 4,990 円（5,489 円）
、
Almoレインバレエパンプス 2,990 円（3,289 円）
【娘】ダンボールストレッチプルオーバー 4,990 円（5,489 円）
、撥水バンドカラードレスシャツ 5,490 円（6,039 円）
、
ダンボールストレッチパンツ 4,990 円（5,489 円）
、靴 参考商品
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とは
カーテン・家 具・キッチン 雑 貨・バス用 品・服 飾 雑 貨 など
ケユカでしか 手 に 入 れ ることが で きない 、 オリジ ナル デ ザインの 商 品 を
取り扱うライフスタイル ショップ であり、 もの づくりのブランド で す。
ただ、 ものだ け を つくるわ け で は ありま せん 。
ひとりひとりが 心 地よさを 感じる「 ちょうど 良い 。」 を届けます。
デ ザイン が 素 敵 だと 思 えたり、 使 い や す いと実 感 で きたり、
手 頃 に手 に 入 れ られ たり、 自 分らしくいられ たり、
そん な 心 地よさを 感じることは 、 幸 せなことだと考えて います。
私 たちは 、 もの づくりを 通じて、 お 客 様 の日 常 に 寄り添 い 、
これ からもひとりひとりの「 ちょうど 良い 。」 を 探 求し 、 届け て 行きます。

ちょうど良いを つくる
アパレル商品をオンラインショップ で 発 売中

KEYUCA ONLINE SHOP
https://www.keyuca.com/shopping/

ケユカアパレルの S N S アカウント

keyuca_apparel
https://www.instagram.com/keyuca_apparel/

keyuca.apparel
https://www.facebook.com/keyuca.apparel/

ケユカ オフィシャルの S N S アカウント

keyuca_design
https://www.instagram.com/keyuca_design/

keyuca.jp
https://www.facebook.com/keyuca.jp/

COVER
【母】フィブリルサテンシャツワンピース 7,990 円（8,789 円）
【娘】フィブリルサテンシャツワンピース 7,990 円（8,789 円）
Staff
Model: Akari Ushioda, Hitomi Ishikawa
Photograph(model): Ryosuke Yuasa
Photograph(still): Kenichi Sugimori, Mie Nishigori(CAELUM)
Styling: Masumi Yakuzawa(TRON)
Hair & Make-up: Karen Suzuki, Asato Ikedo
Edit & Direction: Yuka Enomoto(CAELUM)
Edit: Aco Hirai
Design: Makiko Ohyama(CAELUM)
Produce: Ueno Nobuaki(BANANA inc.)
Supervisor: Chika Fujii(KEYUCA), Yurina Shimizu(KEYUCA)
※金額は全て、税抜き（税込）で表記しています。
※アパレル商品は、一部店舗での取り扱いとなります。
※写真と実際の商品は印刷物のため、色みなどが多少異なりますのであらかじめご了承ください。
※掲載商品は予告なく変更または廃盤となる場合がございます。
※掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。
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