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kymo（キィモ）は、2004年の創業以来、GO ON. AND CREATE. を企業理念に最先端のデザイン、新素材と

新技術を取り入れ、進化し続けているドイツのブランドです。各デザイン賞における受賞アイテムや、ラグジュ

アリーブランドとのコラボレーションプロダクトなど、 数多く送り出しています。
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KELIM MOTIFS INFINITY

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。
※ Express 対応不可

Lead Time 新規：14 ～ 16 週間

Material ウール 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

170 × 240 ¥418,000（380,000）
200 × 200 ¥418,000（380,000）
200 × 300 ¥638,000（¥580,000）
250 × 350 ¥924,000（¥840,000）
300 × 400 ¥1,265,000（¥1,150,000）
 ¥126,500（¥115,000） / ㎡　※最大500 × 800 cm 迄製作可

brick

cloud aquaslate

avocado mustard

night frost mosaic

autumn coffee oak sandstone

キリム モチーフ インフィニティ
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KELIM MOTIFS TREE OF LIFE

Material ウール 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

brick

cloud avocadoslate

aqua mosaic

night frost mustard

autumn coffee oak sandstone

Lead Time 新規：14 ～ 16 週間

キリム モチーフ ツリー オブ ライフ

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。
※ Express 対応不可

170 × 240 ¥418,000（380,000）
200 × 200 ¥418,000（380,000）
200 × 300 ¥638,000（¥580,000）
250 × 350 ¥924,000（¥840,000）
300 × 400 ¥1,265,000（¥1,150,000）
 ¥126,500（¥115,000） / ㎡　※最大500 × 800 cm 迄製作可
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MARK 2 OUTDOOR

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Material リサイクルポリエステル 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

Lead Time 新規：１０～１２週間

マーク 2 アウトドア

raven

fossil silver pinechinchilla

sage treetop

cashew galapagos

magnet december sky sesame dark earth

170 × 240 ¥418,000（380,000）
200 × 200 ¥418,000（380,000）
200 × 300 ¥638,000（¥580,000）
250 × 350 ¥924,000（¥840,000）
300 × 400 ¥1,265,000（¥1,150,000）
 ¥126,500（¥115,000） / ㎡　※最大500 × 1000 cm 迄製作可
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MARK 2 VISCOSE

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ビスコース 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

black

lemon

gentle grey

cocoon greybright chrome

light sand

deep carbon

lagoon

mountain mist

teal

dark brown

champagne

stormy sea

dark chocolate

leaf green

steel grey

blue iron lavender

deep reddark blush

glam taupe

honey

マーク 2 ビスコース

170 × 240 ¥418,000（380,000）
200 × 200 ¥418,000（380,000）
200 × 300 ¥638,000（¥580,000）
250 × 350 ¥924,000（¥840,000）
300 × 400 ¥1,265,000（¥1,150,000）
 ¥126,500（¥115,000） / ㎡　※最大500 × 2500 cm 迄製作可
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MARK 2 WOOL

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ウール 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

170 × 240 ¥418,000（380,000）
200 × 200 ¥418,000（380,000）
200 × 300 ¥638,000（¥580,000）
250 × 350 ¥924,000（¥840,000）
300 × 400 ¥1,265,000（¥1,150,000）
 ¥126,500（¥115,000） / ㎡　※最大500 × 2500 cm 迄製作可

light denim buffalo

dark taupe winter whitesand grey

deep graphite dark grey grey sky

マーク ２ ウール



2023.4

A
LI

A
S

SEQUENCE

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ウール 40%, ビスコース 60%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

170 × 240 ¥462,000 （420,000）
200 × 200 ¥462,000 （420,000）
200 × 300 ¥693,000 （630,000）
250 × 350 ¥1,012,000 （920,000）
300 × 400 ¥1,375,000 （1,250,000）
 ¥137,500 （125,000） / ㎡　※最大300 × 2500 cm迄製作可

sand

pastel pine

balsa woodoolong

illusion

ceramic

midnight

porcelain grey

terracotta rosewood concrete

blue dawn

glazed grey

alabaster

blue enamel

シークエンス



2023.4

A
LI

A
S

SG AIRY PREMIUM

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ポリエステル 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

170 × 240 ¥352,000（320,000）
200 × 200 ¥352,000（320,000）
200 × 300 ¥528,000（480,000）
250 × 350 ¥759,000（690,000）
300 × 400 ¥1,045,000（950,000）
 ¥104,500（95,000） / ㎡　※最大500 × 2500 cm迄製作可

ash grey beige grey

roasted chestnut

solid steel

creme beige

icey grey

raw white

seagull

silent lavender

cocoa

coffee bean

raven

wild dove

SG エアリー プレミアム
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SG AIRY PREMIUM LOW CUT

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ポリエステル 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

ash grey beige grey

roasted chestnutcreme beige

seagull

icey grey

raw white

solid steel

silent lavender

raven

cocoa

coffee bean

wild dove

SG エアリー プレミアム ローカット

170 × 240 ¥352,000（320,000）
200 × 200 ¥352,000（320,000）
200 × 300 ¥528,000（480,000）
250 × 350 ¥759,000（690,000）
300 × 400 ¥1,045,000（950,000）
 ¥104,500（95,000） / ㎡　※最大500 × 2500 cm迄製作可
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SG AIRY PREMIUM BLEND

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間 

Material ポリエステル 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

beige grey & cocoa beige grey & icey greysolid steel & cocoa creme beige, solid steel
& wild dove

creme beige, icey grey
& raw white

SG エアリー プレミアム ブレンド

170 × 240 ¥352,000（320,000）
200 × 200 ¥352,000（320,000）
200 × 300 ¥528,000（480,000）
250 × 350 ¥759,000（690,000）
300 × 400 ¥1,045,000（950,000）
 ¥104,500（95,000） / ㎡　※最大500 × 2500 cm迄製作可
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SG AIRY PREMIUM BLEND LOW CUT

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Material ポリエステル 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

beige grey & cocoa beige grey & icey greysolid steel & cocoa creme beige, solid steel
& wild dove

creme beige, icey grey
& raw white

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間 

SG エアリー プレミアム ブレンド ローカット

170 × 240 ¥352,000（320,000）
200 × 200 ¥352,000（320,000）
200 × 300 ¥528,000（480,000）
250 × 350 ¥759,000（690,000）
300 × 400 ¥1,045,000（950,000）
 ¥104,500（95,000） / ㎡　※最大500 × 2500 cm迄製作可



2023.4

A
LI

A
S

SG NORTHERN SOUL

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 ) 
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ウール 50%, ポリエステル 50%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

monochrome nordic sandconcrete aubergine

nature white

stone grey

salt & pepper

grey mélange

lily white

SG ノーザンソウル

170 × 240 ¥352,000（320,000）
200 × 200 ¥352,000（320,000）
200 × 300 ¥528,000（480,000）
250 × 350 ¥759,000（690,000）
300 × 400 ¥1,045,000（950,000）
 ¥104,500（95,000） / ㎡　※最大500 × 2500 cm迄製作可
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SG NORTHERN SOUL LOW CUT

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Material ウール 50%, ポリエステル 50%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

monochrome honey chocolate

green grassnordic sand

spring green

concrete aubergine

nature white

ocean blend

stone grey

polar sea

salt & pepper

grey mélange

dried grass

smoked blue lily white

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

SG ノーザンソウル ロー カット

170 × 240 ¥352,000（320,000）
200 × 200 ¥352,000（320,000）
200 × 300 ¥528,000（480,000）
250 × 350 ¥759,000（690,000）
300 × 400 ¥1,045,000（950,000）
 ¥104,500（95,000） / ㎡　※最大500 × 2500 cm迄製作可
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SPACE 89 VISCOSE

dark green & white

space grey & white panther & white

mint & white dark blue & white

pirate black & white

anthracite & white

lady rose & white

arctic grey & white

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ビスコース 93%, リネン 7%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

170 × 240 ¥462,000（420,000）
200 × 200 ¥462,000（420,000）
200 × 300 ¥693,000（630,000）
250 × 350 ¥1,012,000（920,000）
300 × 400 ¥1,375,000（1,250,000）
 ¥137,500（125,000） / ㎡　※最大500 × 1200 cm 迄製作可

スペース 89 ビスコース
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STUDIO NYC CLASSIC EDITION

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material テンセル 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

grand lilac

icey mint

shady lilac

chocolatesolid brown

prairie brown

flamingo

olive

ruby red

pure black

pirate black

saffron

anthracite silver grey

beige grey

dark navy

papaya

pure grey

frosty grey

light aubergine

dark sapphire

スタジオ ニューヨークシティ クラシック エディション

170 × 240 ¥462,000（420,000）
200 × 200 ¥462,000（420,000）
200 × 300 ¥693,000（630,000）
250 × 350 ¥1,012,000（920,000）
300 × 400 ¥1,375,000（1,250,000）
 ¥137,500（125,000） / ㎡　※最大300 × 2500 cm 迄製作可
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STUDIO NYC PEARL EDITION

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ビスコース 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

170 × 240 ¥440,000（400,000）
200 × 200 ¥440,000（400,000）
200 × 300 ¥660,000（600,000）
250 × 350 ¥968,000（880,000）
300 × 400 ¥1,320,000（1,200,000）
 ¥132,000（120,000） / ㎡　※最大500 × 1200 cm 迄製作可

bright rust

beige grey

pastel plum

pastel springdark blue

dark green

copper

gold

cranberry

soft greige

aquamarine

willow green

pirate black

panther

arctic grey

powder

lady rose

sterling silver classic grey

space greyanthracite

mint

frosty grey

スタジオ ニューヨークシティ パールエディション
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SUITE PARIS VISCOSE

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ビスコース 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

bright rust

beige grey

pastel plum

pastel springdark blue

dark green

copper

gold

cranberry

soft greige

aquamarine

willow green

pirate black

panther

arctic grey

powder

lady rose

sterling silver classic grey

space greyanthracite

mint

frosty grey

スイート パリス ビスコース

170 × 240 ¥440,000（400,000）
200 × 200 ¥440,000（400,000）
200 × 300 ¥660,000（600,000）
250 × 350 ¥968,000（880,000）
300 × 400 ¥1,320,000（1,200,000）
 ¥132,000（120,000） / ㎡　※最大500 × 1200 cm 迄製作可
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THE MASHUP CONCEPT EDITION

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。
※カスタムカラー、ロゴプリントも可能です。
※ Express 対応は都度お問い合わせください。
※色の濃淡や配置についての多少のリクエストをすることができますが、基本的には一点一点手作業で仕上げていくクラフト的な要素の強い商品ですので、細かな指定はできません。

Lead Time 新規：14 週間

Material ウール 90%, ポリエステル 5%, PVC 5%　※ウールにカラープリント・ユーズド加工の PVC ドット付きフェルトバッキング

How to Design ① 20 色の中から最大 5 色までを選定
 ②それぞれの色に対してパターンを選定
 ③仕上がりサイズを指定
 　スタンダードの 5 種類のサイズあるいはカスタムサイズからお選びいただけます。どのサイズも 30×60cm、60×60cm、60×120cm の
 　3 種類のモジュール・パネルを基本として構成されています。端の処理に両端 5cm ずつカットするため、一辺の仕上りサイズは 
 　【30cm の倍数 -10cm】となります。
 ④パネルサイズの組み合わせ、色の配置を kymo デザインチームが行い、縫製前に各パネルを並べた画像により仕上がりの確認を行います。

Color

Pattern

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

170 × 230 ¥1,210,000（1,100,000）
200 × 200 ¥1,210,000（1,100,000）
200 × 290 ¥1,793,000（1,630,000）
230 × 350 ¥2,640,000（2,400,000）
290 × 410 ¥3,575,000（3,250,000）
 ¥357,500（325,000） / ㎡　※最大400 × 700 cm 迄製作可

マッシュアップ コンセプト エディション

violet

deep water taupe dark
chocolate

brown grey sky grey black blue royal navy

lilac red pumpkin orange dijon khaki cactus green peacock

capri blue

geometric antiqueornamental
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THE MASHUP PURE EDITION GEOMETRIC

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。
※ Express 対応は都度お問い合わせください。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ウール 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

170 × 240 ¥605,000（550,000）
200 × 200 ¥605,000（550,000）
200 × 300 ¥880,000（800,000）
250 × 350 ¥1,320,000（1,200,000）
300 × 400 ¥1,760,000（1,600,000）
 ¥176,000（160,000） / ㎡　※最大500 × 800 cm 迄製作可

violet

black

cactus

peacockkhaki

capri blue

lilac

grey

red

dark chocolate

dijon

deep water

brown

pumpkin

blue

orange

taupe grey sky

green

royal navy

マッシュアップ ピュア エディション
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THE MASHUP PURE EDITION ORNAMENTAL

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。
※ Express 対応は都度お問い合わせください。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ウール 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

violet

black

cactus

peacockkhaki

capri blue

lilac

grey

red

dark chocolate

dijon

deep water

brown

pumpkin

blue

orange

taupe grey sky

green

royal navy

マッシュアップ ピュア エディション

170 × 240 ¥605,000（550,000）
200 × 200 ¥605,000（550,000）
200 × 300 ¥880,000（800,000）
250 × 350 ¥1,320,000（1,200,000）
300 × 400 ¥1,760,000（1,600,000）
 ¥176,000（160,000） / ㎡　※最大500 × 800 cm 迄製作可
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THE MASHUP PURE EDITION ANTIQUE

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。
※ Express 対応は都度お問い合わせください。

Lead Time 新規：10 ～ 12 週間

Material ウール 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

violet

black

cactus

peacockkhaki

capri blue

lilac

grey

red

dark chocolate

dijon

deep water

brown

pumpkin

blue

orange

taupe grey sky

green

royal navy

マッシュアップ ピュア エディション

170 × 240 ¥605,000（550,000）
200 × 200 ¥605,000（550,000）
200 × 300 ¥880,000（800,000）
250 × 350 ¥1,320,000（1,200,000）
300 × 400 ¥1,760,000（1,600,000）
 ¥176,000（160,000） / ㎡　※最大500 × 800 cm 迄製作可
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TWILIGHT

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Material リサイクルポリエステル 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

Lead Time 新規：１０～１２週間

170 × 240 ¥418,000（380,000）
200 × 200 ¥418,000（380,000）
200 × 300 ¥638,000（580,000）
250 × 350 ¥924,000（840,000）
300 × 400 ¥1,265,000（1,150,000）
 ¥126,500（115,000） / ㎡　※最大500 × 1000 cm 迄製作可

トワイライト

zebra

niagara
wild amazon

grey shadow woodgrain

palm leaf
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MELTING POINT

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：16 ～ 18 週間

Material バナナシルク 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

170 × 240 ¥517,000（470,000）
200 × 200 ¥517,000（470,000）
200 × 300 ¥803,000（730,000）
250 × 350 ¥1,155,000（1,050,000）
300 × 400 ¥1,595,000（1,450,000）
 ¥159,500（145,000） / ㎡　※最大400 × 600 cm 迄製作可

Au79

K19 Li3

Cu29 Ag47

Pb82

メルティング ポイント
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MELTING LINES

※円形の製作も可能です。（スクエア同サイズのカスタム価格と同価格 )
※サイズ誤差は、±3 % を許容としています。

Lead Time 新規：16 ～ 18 週間

Material バナナシルク 100%

Size スタンダードサイズ
 

 

 カスタムサイズ

170 × 240 ¥517,000（470,000）
200 × 200 ¥517,000（470,000）
200 × 300 ¥803,000（730,000）
250 × 350 ¥1,155,000（1,050,000）
300 × 400 ¥1,595,000（1,450,000）
 ¥159,500（145,000） / ㎡　※最大400 × 600 cm 迄製作可

Au79

K19 Li3

Cu29 Ag47

Pb82

メルティング ラインズ


