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ピンタックとレースを施したヨーク切替のデザインと、肩のフリルがポイン
トの清楚なクラシックメイド服です。

スタンドカラーやカフス上部にも丁寧にコットンレースを配し、クラシック
な雰囲気を高めています。全体をひきしめる臙脂色のリボンつきタイには、
チュールレースを使用し、上品に仕上げました。

クラリスロング
ブラック | アイシーブルー
クラシックスタイルメイド
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クラシックスタイルメイド・クラリスロング
ブラック
AC-0265 (S) ¥28,080
AC-0266 (ML) ¥30,240
AC-0267 (XL) ¥32,400

カチューシャ04
AC-0052 ¥3,780

ケープ・ヴィヴィ
AC-0400 (S-ML) ¥19,440
AC-0401 (XL-XXL) ¥21,600

レーストリムワイヤーボーンパニエ3段
AC-0156 ¥14,040

ドロワーズ・ティナ
AL-0223 ¥10,800

レッグウェア05
AC-0353 ¥4,320
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セット内容
• ワンピース、エプロン、リボンつきタイ

商品仕様
• ウエスト切替ワンピースタイプ、背中コンシールファスナー開き
• ヨーク切替部に飾りボタンとピンタック
• 肩のフリルは縫い付け加工
• サイド編上げで、バスト、ウエストのサイズを調節可能
• 襟はスタンドカラー、後ろにホックつき
• リボンつきタイはピンで取付するタイプ 
• 袖筒はパフスリーブ下までコンシールファスナー開き
• 本体裏地付き

素材と洗濯表示
• ポリエステル、コットン、 コットンレース、チュールレース、サテンリボン
• 裏地：ポリエステル
• ドライクリーニング

おすすめ別売アクセサリ
• カチューシャ04 (AC-0052)
• ケープ・ヴィヴィ (AC-0400, 401)
• レーストリムワイヤーボーンパニエ3段 (AC-0156)
• ドロワーズ・ティナ (AL-0223)
• レッグウェア05 (AC-0353)

商品コード AC-0265 AC-0266 AC-0267
サイズ S ML XL
バスト（最大） 82 cm 96 cm 110 cm
ウエスト（最大） 66 cm 80 cm 95 cm
肩幅 35 cm 37 cm 42 cm
首回り 37 cm 39 cm 43 cm
二の腕周囲 26 cm 29 cm 34 cm
袖丈 62 cm 64 cm 66 cm
スカート丈 88 cm 92 cm 92 cm
総着丈 123 cm 129 cm 131 cm
エプロンウエスト 58 cm 64 cm 75 cm
エプロン丈 65 cm 65 cm 65 cm
価格 ¥28,080 ¥30,240 ¥32,400

クラリスロング
ブラック | アイシーブルー
クラシックスタイルメイド
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胸元を大きく強調したベストがとても印象的な、シックなイメージのメイド
服です。

ピンタックを施してふくらみを出した、クラシックなスタイルのふんわりした
お袖がポイントのブラウスと、レースをふんだんにあしらったエプロンと襟
が、清楚で可憐な印象を与えてくれます。

胸元にそって流れるような、柔らかなラインで大きく開いたベストは、背中
シャーリングで着心地もよく、シルエットをたいへん美しく見せてくれます。

キールステン
ブラック | ディープブルー
カフェスタイルメイド
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カフェスタイルメイド・キールステン
(写真ではありませんが、実際の商品には付け襟が付属します。)

ブラック
AC-0171 (S) ¥32,400

AC-0172 (ML) ¥34,560
AC-0173 (XL) ¥37,800

カチューシャ04
AC-0052 ¥3,780

レーストリムパニエ（ホワイト）
AC-0144 ¥12,960

レッグウェア05
AC-0353 ¥4,320
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キールステン
ブラック | ディープブルー
カフェスタイルメイド

セット内容
• ブラウス、スカート、エプロン、ベスト、つけ襟（写真にはありません）、飾

りリボン、カチューシャ（写真とは異なります）

商品仕様
• ブラウスは背中シャーリングで、被って着用するスモックタイプ
• スカートウエスト総ゴム仕上げ
• ベストは前編み上げ開き、背中はシャーリング仕上げ、左脇ファスナー

で着脱が楽です
• ベスト背中部分にサイズ調節が可能なリボンつき、チャートのサイズか

ら5cm絞ることが可能です
• エプロンはスカートのウエスト部分にボタン固定、取り外し可能
• 袖はピンタックを入れて膨らませたパフスリーブ
• 胸元のパールボタンつきリボンは取り外し可能
• ゴム部分は全てゴムの取替え、調節が可能な取り出し口つき
• スカート丈が短いので、パニエの下にドロワーズまたはブルーマーズを

着用されることをお勧めします

素材と洗濯表示
• ポリエステルツイル、コットン、サテンリボン、トーションレース、コットン

レース、ラッセルレース （裏地）ポリエステルタフタ
• ドライクリーニング推奨　付け襟、ブラウス、エプロンは水洗い可能

おすすめ別売アクセサリー
• カチューシャ04 (AC-0052)
• レーストリムパニエ（ホワイト） (AC-0144)
• レッグウェア05 (AC-0353)

商品コード AC-0171 AC-0172 AC-0173
サイズ S ML XL
ベストバスト（最小） 76 cm 86 cm 100 cm
ベストウエスト（最小） 58 cm 70 cm 80 cm
ベスト肩幅 35 cm 36 cm 40 cm
ブラウスバスト（最大） 140 cm 140 cm 155 cm
ブラウス着丈 53 cm 53 cm 57 cm
ブラウス袖口（最大） 40 cm 40 cm 40 cm
ブラウス袖丈 63 cm 63 cm 63 cm
ブラウス肩幅 35 cm 35 cm 35 cm
付け襟回り 37 cm 39 cm 43 cm
スカートウエスト（最大） 110 cm 110 cm 110 cm
スカート丈 36 cm 36 cm 36 cm
価格 ¥32,400 ¥34,560 ¥37,800
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胸元をくるりと開けたドレスタイプのエプロンと、お人形のような可愛らし
いカチューシャがポイントの、アンティークドールをイメージしたメイド服
です。

付け襟とエプロンにはトーションレースをふんだんに施し、たっぷりの生地
量とフリルを使い、甘い雰囲気に仕上げました。

シンプルで落ち着いたワンピースに合わせることで、愛らしくドーリーなス
タイルに変身します。お揃いの、フリルとレースたっぷりのカチューシャを
あわせると、エプロンドレスをまとったお人形さんの完成です。

レネー
ブラック
ロマンチックスタイルメイド



078.778.4169   WWW.MILKY-ANGE.COM100% ORIGINAL MAID DRESS & LOLITA FASHION20 | VOLUME 1 21

ロマンチックスタイルメイド・レネー
(写真では半袖ですが、実際の商品は長袖です。)
AC-0297 (S) ¥31,500
AC-0298 (ML) ¥33,600
AC-0299 (XL) ¥36,700

レースミディパニエ
AC-0303 ¥10,800

レッグウェア10
(レース付き黒ストッキング)
AC-0354 ¥4,320

レッグウェア14
(レース付き靴下)
AC-0200 ¥2,730
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セット内容
• ワンピース、エプロン、付け襟、薔薇リボン、エプロン用グログランリボ

ン、カチューシャ、カチューシャ用ベルベットリボン

商品仕様
• 写真では半袖ですが、実際の商品は長袖です
• ひざ丈ウエスト切り替えワンピースタイプ、背中コンシールファスナー

開き
• 両サイド編み上げでバスト、ウエストのサイズを調節可能
• スタンドカラー、ファスナー開口部上にホックつき
• 付け襟はリボンをゆわえて着v用するタイプ
• 本体胸元、袖部分のボタンは飾りボタン
• 薔薇リボンと、グログランリボンは取り外し可能
• カチューシャのリボンは取り外し可能
• 本体総裏地付

素材と洗濯表示
• 本体：ポリエステル、トーションレース、コットン、チュールレース、サテン

リボン、 ベルバットリボン、グログランリボン　(裏地)ポリエステルタフ
タ　カチューシャ：プラスチックコーム、コットン、コットンレース、トーシ
ョンレース、ベルベットリボン

• ドライクリーニング　エプロン、付け襟は手洗い可能

おすすめ別売アクセサリー
• レースミディパニエ (AC-0303)
• レッグウェア05（AC-0354）
• レッグウェア14 (AC-0200）

商品コード AC-0297 AC-0298 AC-0299
サイズ S ML XL
バスト（最大） 82 cm 96 cm 110 cm
ウエスト（最大） 66 cm 80 cm 95 cm
肩幅 35 cm 37 cm 42 cm
首回り 37 cm 39 cm 42 cm
二の腕回り 26 cm 30 cm 34 cm
袖丈 58 cm 60 cm 62 cm
スカート丈 58 cm 60 cm 60 cm
総着丈 95 cm 99 cm 102 cm
エプロン丈 （ウエスト下） 49 cm 51 cm 51 cm
価格 ¥31,500 ¥33,600 ¥36,700

レネー
ブラック
ロマンチックスタイルメイド
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クラシックスタイルメイド再販アンケートで第一位を獲得したリタが、リニ
ューアル再登場。ヴィクトリアン王朝時代のメイド服をイメージした、とても
クラシックなバッスル付きメイド服です。

バッスルの周囲に共布フリルをあしらい、ロングバッスルドレスとしても着
用できるように可愛く仕上げました。お色は、クラシックなイメージのダー
クブラウンと、 新色モスグリーンの二色展開です。

リタ
ダークブラウン | モスグリーン
クラシックスタイルメイド
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クラシックスタイルメイド・リタ
モスグリーン
AC-0390 (S) ¥32,400
AC-0391 (ML) ¥34,560
AC-0392 (XL) ¥36,720
AC-0393 (XXL) ¥38,880

カチューシャ01 (左ページ)
AC-0175 ¥3,240

カチューシャ04 (右ページ)
AC-0052 ¥3,780

リボン01
AC-0101 ¥2,700

レーストリムワイヤーボーンパニエ3段
AC-0156 ¥14,040

ドロワーズ・ティナ
AL-0223 ¥10,800

レッグウェア05
AC-0353 ¥4,320
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商品コード AC-0390 AC-0391 AC-0392 AC-0393
サイズ S ML XL XXL
バスト（最大） 82 cm 96 cm 110 cm 125 cm
ウエスト（最大） 66 cm 78 cm 95 cm 110 cm
肩幅 35 cm 37 cm 42 cm 47 cm
首回り 42 cm 44 cm 46 cm 48 cm
袖丈 64 cm 67 cm 67 cm 69 cm
総着丈 114 cm 119 cm 125 cm 129 cm
付け襟周囲 38 cm 40 cm 42 cm 44 cm
エプロンウエスト（
最小） 58 cm 64 cm 75 cm 82 cm

価格 ¥32,400 ¥34,560 ¥36,720 ¥38,880

セット内容
• 長袖ワンピース、バッスル、エプロン、胸リボン（写真のリボンは別売の

リボン01）、付け襟、カフス

商品仕様
• 長袖ワンピース、背中コンシールファスナー開き
• 両脇の編み上げリボンで、バスト、ウエストのサイズを調節可能
• 襟はラウンドカラー、後ろにホックつき
• カマーベルト一体型バッスルは背中部分のゴムと、前編上げで若干調

節が可能です
• 本体袖の裏にカフス用のボタンが付いています
• カフスはボタンホールと本体の袖裏のボタンで着脱するタイプ
• カフス・付け襟の黒いボタンは飾りボタンです
• 袖筒はパフスリーブ下までコンシールファスナー
• 胸リボンは取り外し可能
• 本体裏地付き

素材と洗濯表示
• ポリエステル、コットン、ケミカルレース、コットンレース、トーションレー

ス、ベルベットリボン (裏地)ポリエステル
• ドライクリーニング推奨　水洗い可能

おすすめ別売アクセサリー
• カチューシャ01 (AC-0175)
• カチューシャ04 (AC-0052)
• リボン01 (AC-0101)
• レーストリムワイヤーボーンパニエ3段 (AC-0156)
• ドロワーズ・ティナ (AL-0223)
• レッグウェア05 (AC-0353)

リタ
ダークブラウン | モスグリーン
クラシックスタイルメイド
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ブラウスの胸元にレースをふんだんにあしらい、アンティークドールのよう
な可愛らしさを表現したチロリアンメイドです。

白く美しい肩という意味を持つフェネラの名前にふさわしく、肩を出したス
タイルでもとても華奢に見えるようデザインしました。艶のある手ざわりの
良い生地が美しいドレープを描き、可愛らしさの中に上品さを演出します。

フェネラ
ワインレッド | シルバーホワイト | アズライトブルー
チロリアンスタイルメイド



078.778.4169   WWW.MILKY-ANGE.COM100% ORIGINAL MAID DRESS & LOLITA FASHION32 | VOLUME 1 33

チロリアンスタイルメイド・フェネラ
アズライトブルー
AC-0341 ¥32,400

カチューシャ01
AC-0175 ¥3,240

ペチコート・フルール（ホワイト）
AL-0010 ¥8,424

レーストリムパニエ（ホワイト）
AC-0144 ¥12,960

レッグウェア10
AC-0354 ¥4,320
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セット内容
• チューブトップブラウス、独立型付け袖、付け襟、カマーベルト、エプロン

つきスカート、取り外し式リボン（２個）

商品仕様
• カマーベルトは編上げ、ボタン位置の調節でサイズ調整が可能です
• チューブトップブラウス、付け袖はゴム入りでサイズ調整可能です
• エプロンはスカートについています
• お手持ちのペチコートなどとあわせてスカートのサイドを付属のリボン

でたくし上げていただくと、さらにクラシカルな印象になります

素材と洗濯表示
• ポリエステルツイル、コットン、サテン、サテンリボン、ラッセルレース、コ

ットンレース、トーションレース（裏地）ポリエステルタフタ
• ドライクリーニング

おすすめ別売アクセサリー
• カチューシャ01 (AC-0175)
• ペチコート・フルール（ホワイト） (AL-0010)
• レーストリムパニエ（ホワイト） (AC-0144)
• レッグウェア10 (AC-0354)

商品コード AC-0341
サイズ O/S
バスト（最大） 108 cm
ブラウス丈 50 cm
スカートウエスト（
最大）

106 cm

スカート丈 50 cm
付け襟首回り 39 cm
価格 ¥32,400

フェネラ
ワインレッド | シルバーホワイト | アズライトブルー
チロリアンスタイルメイド
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パステル×クリームの配色が優しい春を思わせる、レースとフリルたっぷ
りのロマンティックスタイルメイド服です。付け襟とエプロンに施したモチ
ーフレースはとっても可愛いうさぎ柄。イースター用のお衣装としてもおす
すめです。

グログランリボンの上にちょこんと乗ったクリーム色のバラが、まるで繊細
な砂糖菓子のよう。パフスリーブから伸びるお袖は、チュールレースとケミ
カルレース、ボタンで飾り、手先まで華やかに仕上げました。細やかなトー
ションレースを贅沢に使用した変形付け襟で、バックスタイルからも甘くロ
マンティックな雰囲気をかもし出します。

ゴールドのボタンが全体を引き締める前掛けエプロンと、スカートに沿っ
たラインが特徴のトレーンエプロンの２種類が付属になっています。エプ
ロンはそれぞれ別々にご着用いただけますので、色々なアレンジをお楽し
み下さい。

フロリアンナ
パウダーピンク | スカイブルー
ロマンチックスタイルメイド
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ロマンチックスタイルメイド・フロリアンナ
AC-0360 (S) ¥33,480
AC-0361 (ML) ¥35,640
AC-0362 (XL) ¥37,800
AC-0363 (XXL) ¥39,960

カチューシャ09 
(うさ耳カチューシャ)
AC-0103 ¥4,320

レーストリムパニエ（ホワイト）
AC-0144 ¥12,960

ワイヤーボーンパニエ
AC-0348 ¥12,960
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商品コード AC-0360 AC-0361 AC-0362 AC-0363
サイズ S ML XL XXL
バスト（最大） 86 cm 96 cm 110 cm 125 cm
ウエスト（最大） 66 cm 78 cm 95 cm 110 cm
肩幅 35 cm 37 cm 42 cm 47 cm
襟首回り 37 cm 39 cm 41 cm 43 cm
カフス周囲 19 cm 21 cm 23 cm 24 cm
袖丈 61 cm 63 cm 63 cm 65 cm
着丈（前） 76 cm 80 cm 85 cm 89 cm
着丈（後） 116 cm 120 cm 125 cm 129 cm
エプロンウエスト（
最小） 58 cm 64 cm 75 cm 82 cm

価格 ¥33,480 ¥35,640 ¥37,800 ¥39,960

セット内容
• ワンピース、付け襟、前部エプロン、腰部エプロン、バラ付きリボン

商品仕様
• 長袖トレーンスカートワンピース
• 背中コンシールファスナー開き
• 両脇の編み上げリボンで、バスト、ウエストのサイズを調節可能
• ワンピースは総裏地付き
• 襟元のバラ付きリボンはピンで取付するタイプ 
• バラ付きリボンのバラは取り外し不可
• 付け襟は前でリボンを結わえて着用するタイプ
• 肩のフリルは縫い付け固定
• 襟はスタンドカラー、後ろにホックつき
• 袖筒はパフスリーブ下までコンシールファスナー開き　※生地の切り替

え部分は生地が分厚くなっているためファスナーが開きにくい場合がご
ざいますが不良ではありません

• ボタンはすべて飾りボタン
• トーションレースは手染めしているため色むらがございます。こちらは

仕様ですので予めご了承下さい

素材と洗濯表示
• ポリエステルツイル、コットン、チュールレース、モチーフレース、トーシ

ョンレース、ケミカルレース　(裏地)ポリエステルタフタ
• ドライクリーニング推奨　手洗い可能

おすすめ別売アクセサリー
• カチューシャ09 (うさ耳カチューシャ) (AC-0103)
• レーストリムパニエ（ホワイト） (AC-0144)
• ワイヤーボーンパニエ (AC-0348)

フロリアンナ
パウダーピンク | スカイブルー
ロマンチックスタイルメイド
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ご注文方法
日本国内・国外からご注文のお客様へ

サイズチャート
全衣装共通仕上がり最大寸法

肩幅 バスト ウエスト
S 35 cm 86 cm 66 cm

ML 37 cm 96 cm 78 cm
XL 42 cm 110 cm 95 cm

XXL 47 cm 125 cm 110 cm

商品の在庫状況など、商品に関するご質問は、ミルキーアンジェ公式サイト(www.milky-ange.com)
、メール (info@milky-ange.com)、またはお電話(078-778-4169)までお問い合わせください。

日本国内へ発送される場合、オンラインストアをご利用いただけます。

日本国外へ発送される場合、オンラインストアではなく、メールでのみご注文が可能です。

ご注文メールには下記をご記入ください：

1. 商品コード
2. 個数
3. 色
4. サイズ
5. First Name
6. Last Name
7. Street Address
8. Apartment/Building/Floor/Room/Suite #
9. City

10. Province/State/Territory
11. Country
12. Postal Code
13. Phone Number

お洋服は上記の基本サイズ（仕上がり最大寸法）に基づいて制作されています。最大寸法とヌードサ
イズがほぼ同じという場合、実際に着用されるとかなりきつい、もしくは入らないことがあります。最
大寸法より、約5cmの余裕が推奨されます。

特に記載がない場合、販売されるすべての商品は新品・未開封となっています。

• 商品に製造時の不備・破損などの不良がある場合にのみ、同等品と交換させていただきます。
• お客様都合での返品は、サイズが合わない場合も含めて、受付いたしません。
• サイズが合わない商品をご注文することが無いよう、サイズに少しでも不安や不明点がござい

ましたら、必ずご注文前にお問い合わせ下さい。
• 男性と女性では、サイズ計測の位置が異なります。男女で数値的に全く同じサイズだとしても、

女性は問題なく、男性は着用したときにきつかったり、シルエットが美しく出ない場合がござい
ます。サイズに少しでも不安や不明点がございましたら、必ずご注文前にお問い合わせ下さい。

100% Original Maid Dress & Lolita Fashion
milky ange
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掲載商品早見表
メイドドレスと別売アクセサリ

商品名 [カラー] [サイズ] （商品説明） 商品コード 価格
クラシックスタイルメイド・クラリスロング [ブラック] [S] AC-0265 ¥28,080
クラシックスタイルメイド・クラリスロング [ブラック] [ML] AC-0266 ¥30,240
クラシックスタイルメイド・クラリスロング [ブラック] [XL] AC-0267 ¥32,400
カフェスタイルメイド・キールステン [ブラック、ディープブルー] [S] AC-0171 ¥32,400
カフェスタイルメイド・キールステン [ブラック、ディープブルー] [ML] AC-0172 ¥34,560
カフェスタイルメイド・キールステン [ブラック、ディープブルー] [XL] AC-0173 ¥37,800
ロマンチックスタイルメイド・レネー [ブラック] [S] AC-0297 ¥31,500
ロマンチックスタイルメイド・レネー [ブラック] [ML] AC-0298 ¥33,600
ロマンチックスタイルメイド・レネー [ブラック] [XL] AC-0299 ¥36,700
クラシックスタイルメイド・リタ [ダークブラウン、モスグリーン] [S] AC-0390 ¥32,400
クラシックスタイルメイド・リタ [ダークブラウン、モスグリーン] [ML] AC-0391 ¥34,560
クラシックスタイルメイド・リタ [ダークブラウン、モスグリーン] [XL] AC-0392 ¥36,720
クラシックスタイルメイド・リタ [ダークブラウン、モスグリーン] [XXL] AC-0393 ¥38,880
チロリアンスタイルメイド・フェネラ [ワインレッド、シルバーホワイト、アズライトブルー] [O/S] AC-0341 ¥32,400
ロマンチックスタイルメイド・フロリアンナ [パウダーピンク、スカイブルー] [S] AC-0360 ¥33,480
ロマンチックスタイルメイド・フロリアンナ [パウダーピンク、スカイブルー] [ML] AC-0361 ¥35,640
ロマンチックスタイルメイド・フロリアンナ [パウダーピンク、スカイブルー] [XL] AC-0362 ¥37,800
ロマンチックスタイルメイド・フロリアンナ [パウダーピンク、スカイブルー] [XXL] AC-0363 ¥39,960
カチューシャ01 （白レースと黒リボンの定番カチューシャ） AC-0175 ¥3,240
カチューシャ04 （豪奢な白レースと白リボンのカチューシャ） AC-0052 ¥3,780
カチューシャ09 （たれうさ耳のカチューシャとしっぽのセット） AC-0103 ¥4,320
ケープ・ヴィヴィ [S-ML] （白リボン付き黒フェイクファーのケープ） AC-0400 ¥19,440
ケープ・ヴィヴィ [XL-XXL] （白リボン付き黒フェイクファーのケープ） AC-0401 ¥21,600
ドロワーズ・ティナ （繊細なレースたっぷりの、豪奢なヴィクトリアンドロワーズ） AL-0223 ¥10,800
ペチコート・フルール （ミニドレス用のペチコート、見せる下着、パニエの上に着用） AL-0010 ¥8,424
リボン01 （印象に残る赤い大きなリボン、アクセントに最適） AC-0101 ¥2,700
レーストリムパニエ [ブラック、ホワイト] （ミニドレス用の必須パニエ、ワイヤーなし） AC-0144 ¥12,960
レーストリムワイヤーボーンパニエ3段 （ロングドレス用の必須パニエ） AC-0156 ¥14,040
レースミディパニエ （ミディドレス用のパニエ、豪奢なレースと控えめの膨らみ） AC-0303 ¥10,800
レッグウェア05 （白レースと黒リボン付きの白ニーハイタイツ） AC-0353 ¥4,320
レッグウェア10 （黒レースと灰リボン付きの黒ニーハイタイツ） AC-0354 ¥4,320
レッグウェア14 （白レース付きの黒ソックス、単体でも、レッグウェア10と合わせても良し） AC-0200 ¥2,730
ワイヤーボーンパニエ （ミニドレス用のパニエ、ワイヤーありでしっかり膨らみます） AC-0348 ¥12,960

カタログに記載されている価格は掲載時の価格です。公式ウェブサイトに掲載されている価格が最新の価格と
なります。購入前に必ず公式ウェブサイト、お電話、またはメールで在庫状況と最新の価格をご確認ください。

あとがき
このファンブックについて

この度はミルキーアンジェメイドカタログ風非公式ファンブックをご覧いただき、ありがとうござい
ます！私はミルキーアンジェ様が作り出すメイド服が好きすぎて、衣装に相応しい場所で撮影するの
が趣味になってしまいました。

衣装のすばらしさと、いい衣装を着て撮影する楽しさを広めたいなぁ、と漠然と考えながら撮影成果
を編集しているうちに、布教用にいっそカタログを作ってしまえ！と閃いてしまい、愛と、勢いと、多く
の方のご厚意と、いくつかの週末と平日の夜を投じて完成したのがこのカタログです。本格的に見せ
るために公式っぽく編集されていますが、一個人が勝手に作ったファンブックですので、ミルキーア
ンジェ様に頒布の許可を頂いてはいますが、公式のカタログではありません。ただ布教用ですので、
国内外の方が実際の注文時に使いやすいように配慮して作りました。

カタログの名前である「le livre」（レ・リーヴル）はフランス語で「本」になります。 ミルキーアンジェ様
が運営するトータルビューティーサロン「エクロール」がフランス語由来だったので、カタログを作る
際に参考にしたアメリカの某大手最高級百貨店のカタログ名をフランス語にし、「メイド服の最高
級」を目指して命名・制作しました。

どの衣装も、作り手の衣装への愛と本気度がはっきり伝わるほど丁寧に、細かいところまでこだわっ
て作られているからこそ、普通の量産コスプ
レ衣装よりも遥かに良く映えることが、このカ
タログを通して伝われば幸いです。本物のメ
イドさんよりもメイドさんらしく見えるので、ミ
ルキーアンジェ様の衣装をまだお持ちでない
メイドスキーな方は、女性も男性も今すぐ買
って着るのです（ぉ

撮影に当たって、洋館の貸し切りを二回も快
諾してくれたウィーラーマンション様、撮影を
担当してくれたオースティン・オブライヤン
様、メイクだけでなく、着付けやポーズ指導も
してくださったエイミー・バナス様、コンベン
ションなどで友達同然に撮影と応援をしてく
れたマーロ・ロウデン様に、この場を借りて謝
意を。そして、着るだけでとても楽しくなり、応
援してくれる方 と々の出会いのきっかけにも
なった素敵な衣装をたくさん世に出し、また、
勝手に素人が勢いで作ったカタログの頒布ま
で快諾してくれたミルキーアンジェ様に、心か
らお礼申し上げます。

このカタログがミルキーアンジェ様の衣装の
すばらしさを広める一助になることを願って。

メイド長　綾瀬ユキ

（第二版追記）初版はアメリカのオンデマン
ド印刷サービスで印刷していましたが、第二
版からは用紙サイズやフォント、注釈などを第
二巻以降と同じ仕様で作り直した上で、日本
語版は日本のオンデマンド印刷サービスで印
刷できるようにしました。印刷版は撮影時の
非営利契約を遵守するため、実費頒布になっ
ています。電子版でも提供していますが、印刷
版もカタログっぽさが増して見やすいので、
お手に取っていただければ幸いです。

milky ange®のブランド名と衣装の写真は、版権元の株式会社キジシロ様のご厚意にて当ファンブックに掲載する許可を頂いていま
す。当ファンブックは筆者個人がブランドの一ファンとして個人的に制作しており、筆者と株式会社キジシロ様との間には無償・有償
を問わず、契約・関係は一切ありません。登場する衣装の購入を含む撮影に関わる全ての費用は筆者の自己負担であり、筆者は印刷
実費にて当ファンブックを頒布しています。（デジタル版は無償で頒布されます。）このファンブックについてのお問い合わせは株式
会社キジシロ様ではなく、必ず筆者個人(lelivre@yukiayase.com)までお願いいたします。写真の著作権はA. O’Brien Photography
様、Marlo Louden様に帰属します。milky ange®は株式会社キジシロの登録商標です。クリップアートの著作権はFreepik様に帰属しま
す。 Great Vibesフォントの著作権は Rob Leuschke様に帰属します。その他の著作権は筆者に帰属します。
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