


color          
size 

インディゴ        
28～36・38・40 

33,800+税

　12月予定

price  ￥
delivery

color          
size 

インディゴ/ブラック        
28～36・38・40 

34,800+税

　11月予定

price  ￥
delivery

P02 P01

五輪之書　武蔵モデル

本能寺の変モデル

スペシャル限定ジーンズ企画　「五輪之書・武蔵モデル」
五輪之書とは、宮本武蔵の著した兵法書。剣豪武蔵が剣術の奥義をまとめたといわれる書物です。
「地」「水」「火」「風」「空」の5巻より成り立っており、これをモチーフにジーンズを作りました。
デニムは「地」「水」「火」「風」「空」の五大をイメージした緯糸に黒糸を打ち込んだスペシャル17ozデニム
で、セルビッチは金ラメ耳です。経糸のインディゴと緯糸の黒色が交わりあい独特な表情を見せてくれます。
シンチベルト・サスペンダーボタンといったヴィンテージ仕様に、シルエットはサムライの全モデル中最も太身に
なります。ポケット袋はライトオンスデニム、ボタンはこの五輪之書シリーズの為に製作したデザインです。
特典として専用バッグが付属します。

spec

■S510XX25oz-HJ

▲

  ▲

　▲

 　　

17oz五輪武蔵セルビッチデニム　

▲

カラーデニムスレーキ　

▲

鉄製五輪之書ボタン
銅製銭型リベット　

▲

鉄製針バックル　

▲

専用革パッチ・フラッシャー　

▲

五輪之書ネーム
オレンジピスネーム　

▲

太身のストレート　

▲

五輪武蔵バッグ　

▲

日本製　

▲

ノンウォッシュ

spec▲

  ▲

　▲

 　　

25ozスペシャルセルビッチデニム　

▲

本能寺の変 総柄スレーキ　
鉄製黒松ノ木ボタン　

▲

銅製銭型リベット　

▲

専用革パッチ・フラッシャー　
新織りネーム　

▲

レギュラーストレート　

▲

日本製　

▲

ノンウォッシュ

五 輪 之 書
The Book of Five RingsThe Book of Five Rings

日
本
製

17
oz
17
oz

スペシャル限定ジーンズ企画　「本能寺の変モデル」
レギュラーストレートS510XXをベースに25ozスペシャルセルビッチデニムを使用した限定ジーンズ「本能寺の
変モデル」です。合戦総柄のスレーキをはじめ、「忠臣と逆賊の間に散った遅咲きの知将 明智光秀」に焦点をあ
てた仕様を随所に取り入れました。水色桔梗をイメージしたヒップポケット飾りステッチ、“吉凶”を表現した下糸
を黒にした縫製仕様や黒松ノ木ボタンの採用など、限定モデルにふさわしい仕上がりとなっております。ヘヴィー
オンス特有の迫力ある色落ちとアタリ感を堪能できるデニムです。新ネーム・新飾りステッチ・レングス34inchの新
仕様・モデルチェンジタイプです。

■S634GX-II

I
I

25oz
Model

(レングス34inch)



color          
size 

インディゴ×藍   
26～36・38・40 

32,800+税

　8月予定

price  ￥
delivery

P02 P01

■S500AX
藍+モデルストレート

新ライン　「藍+（あいぷらす）」
  これまでサムライジーンズはインディゴを中心に、本藍、柿渋、墨、草木など様々な染料を用いてオリジナルデニムを
制作してきましたが、今回のNEWデニムはインディゴ染料と天然藍を特殊な手法で混ぜ合わせ、通常は枷の手染
めに限られる藍を、ロープ染色（糸の中白を残す染色方法）可能にしたスペシャル18ozデニムです。
　糸は経にオリジナルの強撚の硬いムラ糸、緯には自家製綿「サムライコットン」を微量ですがミックスさせた特別な
オリジナルムラ糸を使用しています。ザラ感も強くネップもあるので、荒々しい表情を持っていますが、色はインディゴ
染料だけでは出せない藍ならではの豊かな美しい色合いとなっています。
ロープ染色なのでインディゴデニム同様激しいアタリ感を望めますが、サムライ定番インディゴデニムと比べるとじっ
くりとした変化を楽しめます。また、セルビッチ部分も藍+の経糸を使用しており、耳糸の色の変化も見逃せません。

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

18oz藍+セルビッチデニム
藍+プリントスレーキ　
シルバー塗装サムライ太鼓ボタン
銅製銭型リベット
専用革パッチ・フラッシャー

▲

  ▲

 　　▲
▲

　　

新織りネーム
ストレート
ノンウォッシュ
日本製

(レングス34inch)(レングス34inch)

spec

(レングス34inch)

あ
い
ぷ
ら
す



P02 P03

◆仕様

　サムライジーンズの「ヘビィーオンス」「ワイルドな色落ち」といった代名詞はそのままに、これまで育てて頂いたお客
様、そして幅広い世代の方々にも応えていける、より“深化”した「サムライらしい」オリジナルのジーンズ作りを目指し
ていきます。
　モデルの変更点としては、新ネーム・新飾りステッチの仕様が軸となりますが、シルエットに関してもベースモデルか
ら全体的に調整を加えてバランスを見直し、股下を2inch短くしました（34inch）。また、主に定番モデルではノン
ウォッシュを基本としてきましたが、多くのご要望に応え、今回よりウォッシュ済をベースとして展開していきます。
　サムライジーンズに於ける最も重要な要素であるデニム生地については変更ございませんが、これからもヘビィー
且つ風合いや色落ちにこだわったものを作り続けて参ります。

◆2020AW　
「S710XX19ozII」「S0511XXII」「S5000VXII」「S5000VX21ozII」
【10.11月から納品開始予定、2020年11月より完全モデルチェンジ（旧モデル生産終了）】

◆2021SS　
「S0510XXII」「S510XX19ozIII」「S510XX21ozII」「S3000VXII」
【3.4月から納品開始予定、2021年4月より完全モデルチェンジ（旧モデル生産終了）】

＊芸者はピスネームを取るのみ、2021SSより「GA0510LXXIII」

＊定番Gジャンは2021SSよりネームが変わります。

・ワンウォッシュ済
・股下34inch固定
・新パッチはベースのデザインはそのままで、カモメ等を増やし後継モデルの意味を持たせました。
　フラッシャーは新デザインになります。
＊定番モデルについてはデニム生地、ボタン/リベット、袋生地の変更はありません。

◆ピスネーム

◆新カモメステッチ

赤タブが無くなり、右バックポケット口の左端に新たなネーム「紺ベースのSAMURAI赤文字」が付きます。
新ネームについても限定仕様「ターンA（S∀MURAI）」、通常仕様の「SAMURAI」の2種で展開致します。

カモメが羽ばたいているイメージの新デザインで、定番モデルについては影武者ステッチ（紺糸）仕様になります。

定番モデルチェンジ品番及びスケジュール

サムライジーンズ創設20周年を機に、
2020年秋冬より定番シリーズからジーンズのモデルチェンジを行います。



color          
size 

インディゴ  
28～36・38・40 

24,800+税

10月予定
price  ￥
delivery

P04 P03

■S5000VXII

spec▲

  ▲

　▲

 　　

17oz武士道セルビッチデニム　

▲

諸行無常スレーキ　
▲

鉄製松ノ木ボタン　
銅製銭型リベット　

▲

専用革パッチ・フラッシャー
▲

新織りネーム
やや細身ストレート　

▲

ワンウォッシュ済　
▲

日本製

新・零モデルストレート

2020AW 定番モデルチェンジ (初回シリアルナンバー入り）

color          
size 

インディゴ  
28～36・38・40 

28,800+税

11月予定
price  ￥
delivery

■S5000VX21ozII

spec▲

  ▲

　▲

 　　

最強21ozセルビッチデニム　

▲

諸行無常スレーキ　

▲

鉄製松ノ木ボタン　
銅製銭型リベット　

▲

専用革パッチ・フラッシャー

▲

新織りネーム
やや細身ストレート　

▲

ワンウォッシュ済　

▲

日本製

新・零21ozモデルストレート

color          
size 

インディゴ  
28～36・38・40 

24,800+税

10月予定
price  ￥
delivery

■S710XX19ozII

spec▲

  ▲

　▲

 　　

19oz刀耳セルビッチデニム　

▲

諸行無常スレーキ　

▲

鉄製日の出ボタン　
銅製銭型リベット　

▲

専用革パッチ・フラッシャー

▲

新織りネーム
細身ストレート　

▲

ワンウォッシュ済　

▲

日本製

新・710モデルスリムストレート
color          
size 

インディゴ  
28～36・38・40 

2４,800+税

11月予定
price  ￥
delivery

■S0511XXII

spec▲

  ▲

　▲

 　　

男気15oz刀耳セルビッチデニム　

▲

諸行無常スレーキ　

▲

鉄製日の出ボタン　
銅製銭型リベット　

▲

専用革パッチ・フラッシャー

▲

新織りネーム
細身テーパード　

▲

ワンウォッシュ済　

▲

日本製

新・511モデルスリムテーパード

delivery

spec
男気15oz刀耳セルビッチデニム

▲

諸行無常スレーキ　

▲

鉄製日の出ボタン　

11月

spec
最強21ozセルビッチデニム

▲

諸行無常スレーキ　

▲

鉄製松ノ木ボタン　

※レングス34inch※レングス34inch

※レングス34inch※レングス34inch

spec
17oz武士道セルビッチデニム

▲

諸行無常スレーキ　
▲

鉄製松ノ木ボタン　

size 10月delivery

size 10月delivery

spec▲

19oz刀耳セルビッチデニム

▲

諸行無常スレーキ　

▲

鉄製日の出ボタン　

P02 P05

color          
size 

インディゴ   
28～36・38・40 

28,800+税

　　　 9月予定

price  ￥
　delivery

28,000+税

　　　　8月予定

price  ￥
　delivery

■S520XX21oz
新型リラックステーパード21oz

※新仕様
新型リラックステーパードモデル
裾は細いですが、ワタリはレギュラーでヒップ股上も余裕を持たせてい
ます。デニムはワイルドで迫力のある色落ちに定評のある21ozです。
バックポケットは穿きこむ事でステッチ型に色落ちする仕様で人気の高
い、隠しカモメステッチ仕様です。新織りネームの仕様です。
ワンウォッシュ済での納品となります。

spec▲

  ▲

　▲

　　▲
▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

最強21ozセルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン
銅製銭型リベット
専用革パッチ・フラッシャー

新織りネーム
リラックステーパード
ワンウォッシュ済
日本製

color          
size 

インディゴ   
28～36・38・40 

28,000+税

　月予定

■S004JP
倭スリムテーパードモデル

(レングス32inch)

(レングス34inch)

倭シリーズテーパードモデル
細身ですが倭S003JP程は細くなく、裾にかけてテーパードをかけた
穿きやすいシルエットとなっています。また、レングスを32に設定して
いますので、短めの丈でも綺麗に穿いて頂ける形を目指しました。今
回よりワンウォッシュ済での納品となります。

spec▲

  ▲

　▲

　　▲
▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

15oz倭魂セルビッチデニム
倭インディゴジャガードスレーキ
純銀鍍金鉄製倭桜ボタン
純銀鍍金倭桜リベット
専用革パッチ・フラッシャー

倭鳳凰ネーム
細身テーパード
ワンウォッシュ済
日本製



color          
size 

インディゴ  
28～36・38・40 

24,800+税

10月予定
price  ￥
delivery

P04 P03

■S5000VXII

spec▲

  ▲

　▲

 　　

17oz武士道セルビッチデニム　

▲

諸行無常スレーキ　

▲

鉄製松ノ木ボタン　
銅製銭型リベット　

▲

専用革パッチ・フラッシャー

▲

新織りネーム
やや細身ストレート　

▲

ワンウォッシュ済　

▲

日本製

新・零モデルストレート

2020AW 定番モデルチェンジ (初回シリアルナンバー入り）

color          
size 

インディゴ  
28～36・38・40 

28,800+税

11月予定
price  ￥
delivery

■S5000VX21ozII

spec▲

  ▲

　▲

 　　

最強21ozセルビッチデニム　

▲

諸行無常スレーキ　

▲

鉄製松ノ木ボタン　
銅製銭型リベット　

▲

専用革パッチ・フラッシャー

▲

新織りネーム
やや細身ストレート　

▲

ワンウォッシュ済　

▲

日本製

新・零21ozモデルストレート

color          
size 

インディゴ  
28～36・38・40 

24,800+税

10月予定
price  ￥
delivery

■S710XX19ozII

spec▲

  ▲

　▲

 　　

19oz刀耳セルビッチデニム　

▲

諸行無常スレーキ　

▲

鉄製日の出ボタン　
銅製銭型リベット　

▲

専用革パッチ・フラッシャー

▲

新織りネーム
細身ストレート　

▲

ワンウォッシュ済　

▲

日本製

新・710モデルスリムストレート
color          
size 

インディゴ  
28～36・38・40 

2４,800+税

11月予定
price  ￥
delivery

■S0511XXII

spec▲

  ▲

　▲

 　　

男気15oz刀耳セルビッチデニム　
▲

諸行無常スレーキ　

▲

鉄製日の出ボタン　
銅製銭型リベット　

▲

専用革パッチ・フラッシャー

▲

新織りネーム
細身テーパード　

▲
ワンウォッシュ済　

▲

日本製

新・511モデルスリムテーパード

※レングス34inch※レングス34inch

※レングス34inch※レングス34inch

P02 P05

color          
size 

インディゴ   
28～36・38・40 

28,800+税

　　　 9月予定

price  ￥
　delivery

28,000+税

　　　　8月予定

price  ￥
　delivery

■S520XX21oz
新型リラックステーパード21oz

※新仕様
新型リラックステーパードモデル
裾は細いですが、ワタリはレギュラーでヒップ股上も余裕を持たせてい
ます。デニムはワイルドで迫力のある色落ちに定評のある21ozです。
バックポケットは穿きこむ事でステッチ型に色落ちする仕様で人気の高
い、隠しカモメステッチ仕様です。新織りネームの仕様です。
ワンウォッシュ済での納品となります。

spec▲

  ▲

　▲

　　▲
▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

最強21ozセルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン
銅製銭型リベット
専用革パッチ・フラッシャー

新織りネーム
リラックステーパード
ワンウォッシュ済
日本製

color          
size 

インディゴ   
28～36・38・40 

28,000+税

　月予定

■S004JP
倭スリムテーパードモデル

(レングス32inch)

(レングス34inch)

倭シリーズテーパードモデル
細身ですが倭S003JP程は細くなく、裾にかけてテーパードをかけた
穿きやすいシルエットとなっています。また、レングスを32に設定して
いますので、短めの丈でも綺麗に穿いて頂ける形を目指しました。今
回よりワンウォッシュ済での納品となります。

spec▲

  ▲

　▲

　　▲
▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

15oz倭魂セルビッチデニム
倭インディゴジャガードスレーキ
純銀鍍金鉄製倭桜ボタン
純銀鍍金倭桜リベット
専用革パッチ・フラッシャー

倭鳳凰ネーム
細身テーパード
ワンウォッシュ済
日本製

spec▲

  ▲
▲

　　▲
▲

倭インディゴジャガードスレーキ
純銀鍍金鉄製倭桜ボタン
純銀鍍金倭桜リベット
専用革パッチ・フラッシャー

spec▲

  ▲
▲

　　▲
▲

最強21ozセルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン
銅製銭型リベット
専用革パッチ・フラッシャー



P06 P05

color          
size 

インディゴ   
26～36・38・40  

28,800+税

　　　 7月予定

price  ￥
　delivery

24,000+税

　　　　9月予定

price  ￥
　delivery

■S003JP21oz
倭21ozスリムモデル

倭S003JPの21ozモデル
倭モデルの中でも非常に人気が高い細身ストレート「S003JP」をベー
スに、最強21ozデニム仕様とした特別な組み合わせのモデルとなって
います。基本的な仕様はS003JPですが、パッチ・フラッシャーは専用に
なります。今回よりワンウォッシュ納品となります。

spec▲

  ▲

　▲

　　▲
▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

最強21ozセルビッチデニム
倭インディゴジャガードスレーキ
純銀鍍金鉄製倭桜ボタン
純銀鍍金倭桜リベット
専用革パッチ・フラッシャー

倭鳳凰ネーム
細身ストレート
ワンウォッシュ済
日本製

color          
size 

インディゴ   
28～36・38・40 

28,000+税

　月予定

■S0712XX
15ozスリムストレート

(レングス32inch)

15ozテーパードミドルレングスモデル
人気のS710XXをベースに股下を短く設定し、よりテーパードを感
じるシルエットとなっています。S0511XXよりは全体的に余裕があり
ますので穿く人を選ばない穿きやすいシルエットです。デニムは色落
ちに定評のある男気15ozで、荒々しいながらも綺麗な縦落ち感が
魅力です。ワンウォッシュ済での納品となります。
（＊今季は新仕様ではありません）

spec▲

  ▲

　▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

男気15oz刀耳セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン
銅製銭型リベット

専用革パッチ・フラッシャー
細身テーパード
ワンウォッシュ済
日本製

S0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XX
拾
五
拾
五

▪ Japanese-made genuine indigo denim
▪ 15oz.per sq.yard
▪ Reinforced at points of strain
▪ Extra heavy stitching for rugged wear
▪ Made in Osaka,Japan

spec▲

  ▲
▲

　　▲

spec▲

  ▲
▲

　　▲
▲

最強21ozセルビッチデニム
倭インディゴジャガードスレーキ
純銀鍍金鉄製倭桜ボタン
純銀鍍金倭桜リベット
専用革パッチ・フラッシャー

P06 P07

color          
size 

　インディゴ   
26～36・38 ・40

25,000+税

　　　11月予定

price  ￥
　delivery

24,000+税

　　　7月・10月予定

price  ￥
　delivery

■S511XX19oz
19ozスリムテーパード

S0511XXのヘビィー19ozデニム版
人気の細身テーバードモデルS0511XXのヘビィー19ozデニム版で
す。細身ではありますが股上は浅くせずにワタリから裾にかけテーパー
ドを強くし、くるぶし丈でも綺麗に穿いて頂けるシルエットになっていま
す。生地は重く硬い質感、そして荒々しい色落ち感も定評のある極
19ozデニムです。今回よりワンウォッシュ納品となります。（＊今季は新
仕様ではありません）

spec▲

  ▲

　▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

19oz刀耳セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン
銅製銭型リベット

専用革パッチ・フラッシャー
細身テーパード
ワンウォッシュ済
日本製

color          
size 

   インディゴ   
28～36・38・40 

28,000+税

　月予定

■S713VX
17ozスリムテーパード

(レングス34nch)

17ozタイトテーパードモデル
スリムでテーパードを感の強いシルエットですが股上は浅目になっ
ており、フィット感が強くなっています。また、レングスを34に設定して
いますので短めの丈でも綺麗に穿いて頂けます。デニムは色落ちに
定評のある零17ozで、ザラ感が強く荒々しい点落ちが魅力です。専
用の革パッチ・フラッシャー仕様です。
（＊今季は新仕様ではありません）

spec▲

  ▲

　▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

17oz武士道セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製松ノ木ボタン
銅製銭型リベット

専用革パッチ・フラッシャー
股上のやや浅いタイトテーパード
ワンウォッシュ済
日本製



P06 P07

color          
size 

　インディゴ   
26～36・38 ・40

25,000+税

　　　11月予定

price  ￥
　delivery

24,000+税

　　　7月・10月予定

price  ￥
　delivery

■S511XX19oz
19ozスリムテーパード

S0511XXのヘビィー19ozデニム版
人気の細身テーバードモデルS0511XXのヘビィー19ozデニム版で
す。細身ではありますが股上は浅くせずにワタリから裾にかけテーパー
ドを強くし、くるぶし丈でも綺麗に穿いて頂けるシルエットになっていま
す。生地は重く硬い質感、そして荒々しい色落ち感も定評のある極
19ozデニムです。今回よりワンウォッシュ納品となります。（＊今季は新
仕様ではありません）

spec▲

  ▲

　▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

19oz刀耳セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン
銅製銭型リベット

専用革パッチ・フラッシャー
細身テーパード
ワンウォッシュ済
日本製

color          
size 

   インディゴ   
28～36・38・40 

28,000+税

　月予定

■S713VX
17ozスリムテーパード

(レングス34nch)

17ozタイトテーパードモデル
スリムでテーパードを感の強いシルエットですが股上は浅目になっ
ており、フィット感が強くなっています。また、レングスを34に設定して
いますので短めの丈でも綺麗に穿いて頂けます。デニムは色落ちに
定評のある零17ozで、ザラ感が強く荒々しい点落ちが魅力です。専
用の革パッチ・フラッシャー仕様です。
（＊今季は新仕様ではありません）

spec▲

  ▲

　▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

17oz武士道セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製松ノ木ボタン
銅製銭型リベット

専用革パッチ・フラッシャー
股上のやや浅いタイトテーパード
ワンウォッシュ済
日本製

仕様ではありません）

spec▲
▲

▲
▲

spec▲
▲

▲
▲



P08 P07

color          
size 

　オリーブ
28・30・32・34
36・38・40

22,800+税

　　　 8月予定

price  ￥
　delivery

22,800+税

　　　6月/12月予定

price  ￥
    delivery

■SJ52BP
ヘビィーバックサテンベイカーパンツ

オリジナルヘビィーバックサテン生地によるベイカーパンツ
生地は太番手の糸を硫化染料でオリーブに染め上げでしっかりと打ち
込んだセルビッチバックサテンです。セルビッチはシルバーラメの刀耳
仕様です。パンツはミリタリーのベイカーパンツをベースに、スッキリとし
たシルエットにしています。脇はセルビッチ仕様、ボタンはヘビィーな生
地との相性を考えてタックボタン仕様としました。経年での色落ちアタリ
感も楽しるベイカーパンツです。

spec▲

  
　▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　

15oz刀耳ヘビィーバック
サテンセルビッチ
鉄製黒松の木ボタン
サムライ上段ネーム

サムライギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

color          
size 

　　カーキ   
28～36・38・40

28,000+税

　月予定

■SJ42CP
へビィーチノトラウザーズ

定番へビィーチノパンツ
人気のオリジナルの硫化染めセルビッチチノによる定番へビィーチノパ
ンツです。チノでは通常無い太い6番糸を硫化染料でカーキ色に染め
上げ、それを旧式の力織機でしっかりと打ち込みを入れて織り上げた
珠玉のセルビッチチノ生地です。硫化染料で染めている為、経年での
色落ち・アタリ感も楽しめるものとなっています。シルエットは細身で股
上が浅くスッキリと穿いて頂ける形となっています。裏には刃モデルで
お馴染みの家紋柄スレーキを使い、へビィーな生地との相性を考えて
タックボタン仕様とし、松ノ木ボタンを採用しています。他、ギャラン
ティーチケットや上段ネームはチノパンツならではの仕様です。
＊硫化染めによる生地の為、ワンウォッシュの状態でもある程度のアタ
リ・色落ちが見られますが、これは本製品の「味」としてご理解をお願
い致します。

spec▲

  ▲

　▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

15oz刀耳硫化染めセルビッチへビィーチノ
家紋柄スレーキ
鉄製松の木ボタン
サムライギャランティーチケット

サムライ上段ネーム
やや細身シルエット
ワンウォッシュ済
日本製

spec▲
▲

お馴染みの家紋柄スレーキを使い、へビィーな生地との相性を考えて
タックボタン仕様とし、松
ティーチケットや上段ネームはチノパンツならではの仕様です。
＊硫化染めによる生地の為、ワンウォッシュの状態でもある程度のアタ
リ・色落ちが見られますが、これは本製品の「味」としてご理解をお願
い致します。

P09

ファーストタイプGジャン サードタイプGジャン

男気15oz刀耳セルビッチによる定番
ファーストタイプデニムジャケットです。
ワンポケットで腰にはシンチベルト
が付くデザイン。バックルは
別注の鉄製、ポケット内に
は諸行無常スレーキを当
てています。さらに鉄製
日の出ボタン、銅製銭
型リベットのお馴染み
の仕様。ファーストタ
イプならではのヴィン
テージ感溢れる無骨
なシルエットとなって
います。

男気15oz刀耳セルビッチによる定番
サードタイプデニムジャケットです。
生地にはあえて防縮加工
をかけず、生機本来の
風合いを味わえるも
のとなっています。
サードタイプ特有の
ポケットデザイン、
フラップ裏にはラ
イトオンスデニ
ムを当てていま
す。サムライ定番
Ｇジャンシリーズ
では最も細身のシ
ルエットとなってい
ます。

P06

Model

 Typ
e I

Model Type IIII
I

■S0553Xx■S0551Xx

spec▲

  ▲

　　▲
▲

　

▲

  ▲

　▲

 　　▲

男気15oz刀耳セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン
銅製銭型リベット

専用革パッチ
鉄製バックル
ワンウォッシュ済
日本製

spec▲

  ▲

　　▲

▲

  ▲

　
男気15oz刀耳セルビッチデニム
鉄製日の出ボタン
専用革パッチ

ワンウォッシュ済
日本製

21ozセカンドタイプGジャン
ややタイトなサイズ感・ワンウォッシュ済 ややタイトなサイズ感・ワンウォッシュ済

ややタイトなサイズ感・ワンウォッシュ済 細身シルエット・ワンウォッシュ済

ヘビィーチノセカンドタイプGジャン

最強21ozセルビッチによるセカンドタイプデニムジャケットです。21oz
ジーンズに合うジャケットをという多くの声に応え待望の復活です。両胸に
ポケット、腰にアジャスターが付くデザイン。ポケット内には諸行無常スレー
キを当てています。さらに鉄製日の出ボタン、銅製銭型リベットのお馴染み
の仕様。

＊硫化染めによる生地の為、ワンウォッシュの状態でもある程度のアタリ・色
落ちが見られますが、これは本製品の「味」としてご理解をお願い致します。

15oz刀耳硫化染めセルビッチへビィーチノによるセカンドタイプジャケッ
トです。インディゴデニムとの相性も良く、硫化染料で染めている為、経年
での色落ち・アタリ感も楽しめるものとなっています。両胸にポケット、腰に
アジャスターが付くデザイン。ポケット内には家紋柄スレーキを当てていま
す。さらに鉄製松ノ木ボタン、銅製銭型リベットのお馴染みの仕様。

color      

size 
price  
delivery  

　　インディゴ          
36・38・40・42・44・46
　　￥33,800＋税   

 　　　10月予定

color      

size 
price  
delivery  

　　カーキ     

36・38・40・42・44・46
　　￥29,800＋税   

 　　　9月予定

color      

size 
price  
delivery  

　　インディゴ          
36・38・40・42・44・46
　　￥28,800＋税   

 　　　7月予定

color      

size 
price  
delivery  

　　インディゴ 
36・38・40・42・44・46
　　￥28,800＋税   

 　　　8月予定

■S552CX■S552Xx21oz

spec▲

  ▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　

最強21ozセルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン

専用革パッチ
ワンウォッシュ済
日本製

spec▲

  ▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　

15oz刀耳硫化染めセルビッチへビィーチノ
家紋柄スレーキ
鉄製松ノ木ボタン

専用革パッチ
ワンウォッシュ済
日本製



P09

ファーストタイプGジャン サードタイプGジャン

男気15oz刀耳セルビッチによる定番
ファーストタイプデニムジャケットです。
ワンポケットで腰にはシンチベルト
が付くデザイン。バックルは
別注の鉄製、ポケット内に
は諸行無常スレーキを当
てています。さらに鉄製
日の出ボタン、銅製銭
型リベットのお馴染み
の仕様。ファーストタ
イプならではのヴィン
テージ感溢れる無骨
なシルエットとなって
います。

男気15oz刀耳セルビッチによる定番
サードタイプデニムジャケットです。
生地にはあえて防縮加工
をかけず、生機本来の
風合いを味わえるも
のとなっています。
サードタイプ特有の
ポケットデザイン、
フラップ裏にはラ
イトオンスデニ
ムを当てていま
す。サムライ定番
Ｇジャンシリーズ
では最も細身のシ
ルエットとなってい
ます。

P06

男気15oz刀耳セルビッチによる定番男気15oz刀耳セルビッチによる定番
サードタイプデニムジャケットです。
生地にはあえて防縮加工
をかけず、生機本来の
風合いを味わえるも

サードタイプ特有の

男気15oz刀耳セルビッチによる定番
サードタイプデニムジャケットです。
生地にはあえて防縮加工
をかけず、生機本来の

男気15oz刀耳セルビッチによる定番男気15oz刀耳セルビッチによる定番
ファーストタイプデニムジャケットです。ファーストタイプデニムジャケットです。
ワンポケットで腰にはシンチベルト
が付くデザイン。バックルは
別注の鉄製、ポケット内に
は諸行無常スレーキを当
てています。さらに鉄製
日の出ボタン、銅製銭
型リベットのお馴染み

イプならではのヴィン
テージ感溢れる無骨

男気15oz刀耳セルビッチによる定番
サードタイプデニムジャケットです。
生地にはあえて防縮加工
をかけず、生機本来の
風合いを味わえるも
のとなっています。
サードタイプ特有のサードタイプ特有の
ポケットデザイン、ポケットデザイン、
フラップ裏にはラ

す。サムライ定番
Ｇジャンシリーズ
では最も細身のシ
ルエットとなって
ます。

男気15oz刀耳セルビッチによる定番男気15oz刀耳セルビッチによる定番
ファーストタイプデニムジャケットです。ファーストタイプデニムジャケットです。
ワンポケットで腰にはシンチベルト
が付くデザイン。バックルは
別注の鉄製、ポケット内に
は諸行無常スレーキを当
てています。さらに鉄製

Model

 Typ
e I

Model Type IIII
I

■S0553Xx■S0551Xx

spec▲

  ▲

　　▲
▲

　

▲

  ▲

　▲

 　　▲

男気15oz刀耳セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン
銅製銭型リベット

専用革パッチ
鉄製バックル
ワンウォッシュ済
日本製

spec▲

  ▲

　　▲

▲

  ▲

　
男気15oz刀耳セルビッチデニム
鉄製日の出ボタン
専用革パッチ

ワンウォッシュ済
日本製

21ozセカンドタイプGジャン
ややタイトなサイズ感・ワンウォッシュ済 ややタイトなサイズ感・ワンウォッシュ済

ややタイトなサイズ感・ワンウォッシュ済 細身シルエット・ワンウォッシュ済

ヘビィーチノセカンドタイプGジャン

最強21ozセルビッチによるセカンドタイプデニムジャケットです。21oz
ジーンズに合うジャケットをという多くの声に応え待望の復活です。両胸に
ポケット、腰にアジャスターが付くデザイン。ポケット内には諸行無常スレー
キを当てています。さらに鉄製日の出ボタン、銅製銭型リベットのお馴染み
の仕様。

＊硫化染めによる生地の為、ワンウォッシュの状態でもある程度のアタリ・色
落ちが見られますが、これは本製品の「味」としてご理解をお願い致します。

15oz刀耳硫化染めセルビッチへビィーチノによるセカンドタイプジャケッ
トです。インディゴデニムとの相性も良く、硫化染料で染めている為、経年
での色落ち・アタリ感も楽しめるものとなっています。両胸にポケット、腰に
アジャスターが付くデザイン。ポケット内には家紋柄スレーキを当てていま
す。さらに鉄製松ノ木ボタン、銅製銭型リベットのお馴染みの仕様。

color      

size 
price  
delivery  

　　インディゴ          
36・38・40・42・44・46
　　￥33,800＋税   

 　　　10月予定

color      

size 
price  
delivery  

　　カーキ     

36・38・40・42・44・46
　　￥29,800＋税   

 　　　9月予定

color      

size 
price  
delivery  

　　インディゴ          
36・38・40・42・44・46
　　￥28,800＋税   

 　　　7月予定

color      

size 
price  
delivery  

　　インディゴ 
36・38・40・42・44・46
　　￥28,800＋税   

 　　　8月予定

■S552CX■S552Xx21oz

spec▲

  ▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　

最強21ozセルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン

専用革パッチ
ワンウォッシュ済
日本製

spec▲

  ▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　

15oz刀耳硫化染めセルビッチへビィーチノ
家紋柄スレーキ
鉄製松ノ木ボタン

専用革パッチ
ワンウォッシュ済
日本製

＊硫化染めによる生地の為、ワンウォッシュの状態でもある程度のアタリ・色
落ちが見られますが、これは本製品の「味」としてご理解をお願い致します。

す。さらに鉄製松ノ木ボタン、銅製銭型リベットのお馴染みの仕様。

spec

キを当てています。さらに鉄製日の出ボタン、銅製銭型リベットのお馴染み アジャスターが付くデザイン。ポケット内には家紋柄スレーキを当てていま
す。さらに鉄製松ノ木ボタン、銅製銭型リベットのお馴染みの仕様。す。さらに鉄製松ノ木ボタン、銅製銭型リベットのお馴染みの仕様。

キを当てています。さらに鉄製日の出ボタン、銅製銭型リベットのお馴染み
の仕様。

spec▲

  ▲

▲

  ▲最強21ozセルビッチデニム
諸行無常スレーキ

専用革パッチ
ワンウォッシュ済

キを当てています。さらに鉄製日の出ボタン、銅製銭型リベットのお馴染み
の仕様。

spec



P10 P07

spec▲

  ▲

　　▲
▲

▲

　

▲

  ▲

　
17oz武士道セルビッチデニム
15ozヘビィーバックサテンセルビッチ
諸行無常スレーキ
鉄製松ノ木ボタン
サムライオーバーオールズネーム

ワンウォッシュ済
日本製

　

■S30CV
カバーオール

タフなカバーオール
デニム、バックサテンによるカバーオールです。生地はワイルドな色落ちに定評のある零
17ozデニムと、人気のベイカーパンツSJ52BPに採用しているヘビィーバックサテンを
使用しており、タフなカバーオールに仕上がっています。松ノ木ボタンや諸行無常スレー
キなどのお馴染みの仕様に、キナリの太番手糸による縫製仕様も際立っています。

31,800+税price  ￥

color          
size 

インディゴ・オリーブ 
36・38・40・42・44

delivery 9月予定

spec▲

  ▲

　　▲
▲

▲

　

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

10ozデニム生地
硫化染へリンボン生地
ポリエステルムートン
裏サテン生地
中綿デュポン製ソロナ

ユニバーサルファスナー
別注リブ
サムライスナップボタン
サムライ上段ネーム
日本製

■SJBJ20
ボマージャケット

中綿はデュポン社のソロナを使用
デニム、へリンボン生地によるボマージャケットです。襟ボア付のB-15をベースに、表
地はインディゴデニムと硫化染めのヘリンボン生地を使用しており、経年での変化も
楽しめるジャケットになっています。中綿はデュポン社のソロナを使用しています。羽毛
のような軽さと温かさ、保温性に優れた中綿素材です。シルエットはスッキリとさせて
おり、細身のパンツとも相性が良く、軽く着心地の良いジャケットに仕上がっています。44,800+税price  ￥

color          
size 

インディゴ・カーキ・オリーブ    
S・M・L・XL・XXL

delivery 10月予定

spec▲

17oz武士道セルビッチデニム

31,800+税price  ￥ delivery

ワンウォッシュ済

delivery 9月予定

▲

ワンウォッシュ済

spec

44,800

ユニバーサルファスナー

サムライスナップボタン

ユニバーサルファスナー
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spec▲

  ▲

　　▲
▲

▲

  ▲

　▲

 　　

枷染め藍浅葱刺し子生地
中綿デュポン製ソロナ
コットンサテンライニング
ポリエステルライニング

サムライ上段ネーム
インディゴ染めナット釦
日本製

■SJPEA20-SK
刺し子ジャケット

枷染め藍染刺し子生地によるジャケット
表地は縦に太い藍染め糸によるひし形の刺し子、横に藍糸と浅葱糸を引き揃えた特
殊な刺し子です。デザインは、ダブルブレストのワークスタイルジャケットにピーコート
の要素を取り入れたものにしており、防寒性に優れたデュポン社のソロナを中綿に使
用しています。付属する釦には別注でインディゴに染めあげたナット釦を採用してお
り、表地と同様、徐々に経年変化を楽しめる仕様としています。
＊藍の枷染め（手染め）の糸による生地の為、色の濃淡等のムラが見られ
る場合がありますが、これは本製品の「味」としてご理解をお願い致しま
す。注)この製品は手染めによる藍染め糸を使用している為、汗や雨などで
生地が湿った場合に色落ちし、移染する可能性があります。また、強く擦ら
れた場合にも同様に他の衣料に移染する可能性がありますのでご注意下
さい。

52,000+税price  ￥

color          
size 

藍
S・M・L・XL・XXL

delivery 10月予定

spec▲

  ▲

　　

▲
▲

　

▲

  ▲

　▲

 　　

17oz武士道セルビッチデニム
15oz刀耳硫化染め
セルビッチヘヴィーチノ
サムライ上段ネーム
ギャランティーチケット

ユニバーサルファスナー
ワンウォッシュ済
日本製

　

■SJHJ20-D/CN
ジップアップパーカージャケット

ジップアップパーカージャケット
零17ozデニムと15oz硫化染めヘヴィーチノ生地によるジップアップパーカージャ

ケットです。デザインは前立てがジッパー、フードが付くシンプルな仕様で、フロントポ

ケットが付きます。縫製も生地同色でシンプルにまとめました。軽くて非常に着やすく

ロングシーズンお使い頂けます。シルエットは全体的にスッキリさせています。着込め

ば着込む程に風合いが増していくのはデニム素材ならではです。
28,800+税price  ￥

color          

size 

インディゴ　【SJHJ20-D】
カーキ　【SJHJ20-CN】    
S・M・L・XL・XXL

delivery 9月予定

spec▲

  ▲

　　

▲
▲

17oz武士道セルビッチデニム
15oz刀耳硫化染め
セルビッチヘヴィーチノ
サムライ上段ネーム
ギャランティーチケット

＊藍の枷染め（手染め）の糸による生地の為、色の濃淡等のムラが見られ
る場合がありますが、これは本製品の「味」としてご理解をお願い致しま
す。注)この製品は手染めによる藍染め糸を使用している為、汗や雨などで
生地が湿った場合に色落ちし、移染する可能性があります。また、強く擦ら
れた場合にも同様に他の衣料に移染する可能性がありますのでご注意下

る場合がありますが、これは本製品の「味」としてご理解をお願い致しま
す。注)この製品は手染めによる藍染め糸を使用している為、汗や雨などで
生地が湿った場合に色落ちし、移染する可能性があります。また、強く擦ら
れた場合にも同様に他の衣料に移染する可能性がありますのでご注意下
さい。

spec

れた場合にも同様に他の衣料に移染する可能性がありますのでご注意下れた場合にも同様に他の衣料に移染する可能性がありますのでご注意下れた場合にも同様に他の衣料に移染する可能性がありますのでご注意下
さい。
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spec▲

  ▲

　　
別布ネイビースレーキ
サムライオーバーオールズネーム

▲

  ▲

　　
インディゴ染めナットボタン
ワンウォッシュ済

▲

  ▲

　　
サムライギャランティーチケット
日本製

ネルシャツ
ネルワークシャツ

シャツはガチャポケのヴィンテージワークをイメージしたデザインで、全体的にスッキリとしたシルエットになっています。ボタンはナットをイ
ンディゴ染めした別注仕様、縫製はトリプルステッチ巻縫い中心の堅牢な仕様となっています。

生地は3色の異なる色の糸を
1本の糸に撚り合わせて配色
した３つ杢チェックで、ツイード
のような表情でソフトな着心
地の良い素材です。中肉の生
地なので長いシーズンお使い
頂けます。アクセントとしてネイ
ビーのスレーキを要所に用い
ています。

3つ杢ツイードネルチェック生地
■SNL20-01

（共通）

color      

size 
price  
delivery  

ブラウン・イエロー   

XS・S・M・L・XL・XXL
￥20,800＋税   

8月予定

生地は2本引き揃えのヘリン
ボンで、ボリュームがあり、ソフ
トで着心地の良い素材です。
中肉の生地なので長いシー
ズンお使い頂けます。起毛加
工を施しています。アクセント
としてネイビーのスレーキを要
所に用いています。

へリンボンツイードネルチェック生地
■SNL20-02
color      

size 
price  
delivery  

グレー・ネイビー 

XS・S・M・L・XL・XXL
￥20,800＋税   

8月予定

3つ杢ツイードネルチェック生地

ブラウン・イエロー   

XS・S・M・L・XL・XXL
   

XS・S・M・L・XL・XXL

へリンボンツイードネルチェック生地

XS・S・M・L・XL・XXL

へリンボンツイードネルチェック生地

XS・S・M・L・XL・XXL

P13

Size Chart

spec

01 02

インディゴ生地による長袖ワークシャツ
です。01はお馴染み10oz刀耳デニム
で、02は縦横インディゴ糸引き揃えの
平織生地です。着込むほどにインディゴ
の風合いが表れます。
シャツはヴィンテージワークの要素をふ
んだんに取り入れたデザインで、シル
エットはややタイト目です。ボタンはキャ
スト製です。縫製はトリプルステッチ巻
縫い中心の堅牢な仕様です。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

  ▲

　▲

 　　

10oz刀耳デニム生地（01）
縦横インディゴ引き揃え平織生地（02）
別布ネイビースレーキ
サムライオーバーオールズネーム
キャストボタン
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

color インディゴ（01/02）
size   XＳ・S・M・L・XL・XXL
price  ￥21,800＋税   

delivery  8月予定

15oz倭魂セルビッチデニム
15ozキナリへリンボン
　　　　　　　　　セルビッチデニム
倭インディゴジャガードスレーキ
純銀鍍金鉄製倭桜ボタン
純銀鍍金倭桜リベット
専用革パッチ・フラッシャー
倭鳳凰ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color 
size 
price   

delivery  

ホワイト・ブラック・ブルー     

XＳ・S・M・L・XL・XXL

￥19,500＋税   

7月予定

▲

  ▲

　
セルビッチヘビィーオックス生地
貝ボタン　

▲

侍上段ネーム

▲

  ▲

　
侍ワンポイント刺繍
ワンウォッシュ済/日本製

spec

■SDS20-01/02
ワークシャツ

耳付きへビィーオックス生地による長袖
ボタンダウンシャツです。ドレスとワーク
のディテールを上手く取り入れたシンプ
ルで着回しの効くシャツです。生地は縦
20番引き揃え、横10番によるヘビィー
なオリジナルセルビッチオックスです。ブ
ルーはインディゴ染め、ブラックは硫化
染めで着込む事で風合いが出ていきま
す。耳部分はインディゴ糸ベースに銀ラ
メ糸を加えたサムライジーンズらしいも
のになっています。ボタンは雰囲気のあ
る貝製です。
　　　　左胸ポケットには上段構えの侍を    
　　　　刺繍しています。

■SJBD-L02
セルビッチオックスBDシャツ

spec

藍刺し子生地による長袖ワークシャツ
です。生地は縦に太い藍染め糸による
ひし形の刺し子、横に藍糸と浅葱糸を
引き揃えた特殊な別注刺し子です。ソ
フトな風合いで着心地も良く、着込む程
に藍の表情を楽しめます。シャツはヴィ
ンテージワークの要素をふんだんに取
り入れたデザインで、シルエットはやや
タイト目です。ボタンはキャスト製です。
縫製はトリプルステッチ巻縫い中心の
堅牢な仕様です。
＊藍の枷染め（手染め）の糸による生地の
為、色の濃淡等のムラが見られる場合があ
りますが、これは本製品の「味」としてご理
解をお願い致します。

注)この製品は手染めによる藍染め糸を
使用している為、汗や雨などで生地が
湿った場合に色落ちし、移染する可能性
があります。また、強く擦られた場合にも
同様に他の衣料に移染する可能性があ
りますのでご注意下さい。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲
▲

枷染め藍浅葱刺し子生地
別布ネイビースレーキ
サムライオーバーオールズネーム
キャストボタン
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

color 藍          
size  XＳ・S・M・L・XL・XXL
price  ￥27,800＋税   

delivery  8月予定

■SSS20-01
刺子ワークシャツ

着丈 身幅 肩幅 袖丈
XS 64 47 40 61
S 67 49 42 63
M 70 51 44 65
L 73 53 46 67
XL 76 55 48 69
XXL 79 57 50 71

（セルビッチオックスBDシャツ02）
(cm)
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Size Chart

spec

01 02

インディゴ生地による長袖ワークシャツ
です。01はお馴染み10oz刀耳デニム
で、02は縦横インディゴ糸引き揃えの
平織生地です。着込むほどにインディゴ
の風合いが表れます。
シャツはヴィンテージワークの要素をふ
んだんに取り入れたデザインで、シル
エットはややタイト目です。ボタンはキャ
スト製です。縫製はトリプルステッチ巻
縫い中心の堅牢な仕様です。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

  ▲

　▲

 　　

10oz刀耳デニム生地（01）
縦横インディゴ引き揃え平織生地（02）
別布ネイビースレーキ
サムライオーバーオールズネーム
キャストボタン
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

color インディゴ（01/02）
size   XＳ・S・M・L・XL・XXL
price  ￥21,800＋税   

delivery  8月予定

15oz倭魂セルビッチデニム
15ozキナリへリンボン
　　　　　　　　　セルビッチデニム
倭インディゴジャガードスレーキ
純銀鍍金鉄製倭桜ボタン
純銀鍍金倭桜リベット
専用革パッチ・フラッシャー
倭鳳凰ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color 
size 
price   

delivery  

ホワイト・ブラック・ブルー     

XＳ・S・M・L・XL・XXL

￥19,500＋税   

7月予定

▲

  ▲

　
セルビッチヘビィーオックス生地
貝ボタン　

▲

侍上段ネーム

▲

  ▲

　
侍ワンポイント刺繍
ワンウォッシュ済/日本製

spec

■SDS20-01/02
ワークシャツ

耳付きへビィーオックス生地による長袖
ボタンダウンシャツです。ドレスとワーク
のディテールを上手く取り入れたシンプ
ルで着回しの効くシャツです。生地は縦
20番引き揃え、横10番によるヘビィー
なオリジナルセルビッチオックスです。ブ
ルーはインディゴ染め、ブラックは硫化
染めで着込む事で風合いが出ていきま
す。耳部分はインディゴ糸ベースに銀ラ
メ糸を加えたサムライジーンズらしいも
のになっています。ボタンは雰囲気のあ
る貝製です。
　　　　左胸ポケットには上段構えの侍を    
　　　　刺繍しています。

■SJBD-L02
セルビッチオックスBDシャツ

spec

藍刺し子生地による長袖ワークシャツ
です。生地は縦に太い藍染め糸による
ひし形の刺し子、横に藍糸と浅葱糸を
引き揃えた特殊な別注刺し子です。ソ
フトな風合いで着心地も良く、着込む程
に藍の表情を楽しめます。シャツはヴィ
ンテージワークの要素をふんだんに取
り入れたデザインで、シルエットはやや
タイト目です。ボタンはキャスト製です。
縫製はトリプルステッチ巻縫い中心の
堅牢な仕様です。
＊藍の枷染め（手染め）の糸による生地の
為、色の濃淡等のムラが見られる場合があ
りますが、これは本製品の「味」としてご理
解をお願い致します。

注)この製品は手染めによる藍染め糸を
使用している為、汗や雨などで生地が
湿った場合に色落ちし、移染する可能性
があります。また、強く擦られた場合にも
同様に他の衣料に移染する可能性があ
りますのでご注意下さい。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲
▲

枷染め藍浅葱刺し子生地
別布ネイビースレーキ
サムライオーバーオールズネーム
キャストボタン
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

color 藍          
size  XＳ・S・M・L・XL・XXL
price  ￥27,800＋税   

delivery  8月予定

■SSS20-01
刺子ワークシャツ

▲
▲

ワンウォッシュ済/日本製ワンウォッシュ済/日本製

耳付きへビィーオックス生地による長袖
ボタンダウンシャツです。ドレスとワーク
のディテールを上手く取り入れたシンプ
ルで着回しの効くシャツです。生地は縦
20番引き揃え、横10番によるヘビィー
なオリジナルセルビッチオックスです。ブ
ルーはインディゴ染め、ブラックは硫化
染めで着込む事で風合いが出ていきま
す。耳部分はインディゴ糸ベースに銀ラ
メ糸を加えたサムライジーンズらしいも
のになっています。ボタンは雰囲気のあ

　　　　左胸ポケットには上段構えの侍を    

▲

  侍ワンポイント刺繍侍ワンポイント刺繍
ワンウォッシュ済/日本製ワンウォッシュ済/日本製

　　　　左胸ポケットには上段構えの侍を    　　　　左胸ポケットには上段構えの侍を    
着丈 身幅 肩幅 袖丈

XS 64 47 40 61
S 67 49 42 63
M 70 51 44 65
L 73 53 46 67
XL 76 55 48 69
XXL 79 57 50 71

（セルビッチオックスBDシャツ02）
(cm)

01

10oz刀耳デニム生地（01）
（02）

サムライオーバーオールズネーム

インディゴ（01/02）
S・M・L・XL・XXL

01
S・M・L・XL・XXL

0202

藍刺し子生地による長袖ワークシャツ
です。生地は縦に太い藍染め糸による
ひし形の刺し子、横に藍糸と浅葱糸を
引き揃えた特殊な別注刺し子です。ソ
フトな風合いで着心地も良く、着込む程
に藍の表情を楽しめます。シャツはヴィ
ンテージワークの要素をふんだんに取
り入れたデザインで、シルエットはやや
タイト目です。ボタンはキャスト製です。
縫製はトリプルステッチ巻縫い中心の
堅牢な仕様です。
＊藍の枷染め（手染め）の糸による生地の
為、色の濃淡等のムラが見られる場合があ
りますが、これは本製品の「味」としてご理
解をお願い致します。

■SSS20-01
刺子ワークシャツ
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spec

デニムウエスタンシャツ
■swd-l01

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

10oz刀耳セルビッチデニム
スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

P14 P11

定番デニムウエスタンシャツ
生地は10番のムラ糸による濃紺のセルビッチデニムです。
ドットボタンはスクエアー型でシャープな印象です。シルエッ
トはタイト目でバランスの良い着こなしを考えました。風合い
を考えて縫製には主に綿糸を用い巻縫い等の力強いステッ
チワークも魅力です。ヨークやポケットはお馴染みサムライカ
モメステッチを意識したデザインです。

ヨークやポケットはお馴染み
サムライカモメステッチを
意識したデザイン。

デニムウエスタンシャツ
■swd-l02
ヨークやポケットはお馴染みサムライ
刃モデル。飛翔ステッチを意識した
デザイン。

デニムウエスタンシャツ
■swd-l01

ヨークやポケットはお馴染み
サムライカモメステッチを
意識したデザイン。意識したデザイン。

■swd-l02swd-l02

デニムウエスタンシャツ
■swd-l01

specspec▲
▲

swd-l02swd-l02
ヨークやポケットはお馴染みサムライヨークやポケットはお馴染みサムライ
刃モデル。飛翔ステッチを意識した

spec

ヨークやポケットはお馴染みサムライヨークやポケットはお馴染みサムライ
刃モデル。飛翔ステッチを意識した刃モデル。飛翔ステッチを意識した

カモ
メ

飛翔

Denim 
Western Shirt 

(cm)
着丈 身幅 肩幅 袖丈

XS 62 46 37 58
S 65 48 39 60
M 68 50 41 62
L 71 52 43 64
XL 74 54 45 66
XXL 77 56 47 68

Size Ch
art SWD-L01・SWD-L02 共通 

color インディゴ          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
price  ￥22,000＋税   

delivery  9月予定

コットンウールポップコーンセーター spec

▲

W-40/C-60

▲

5G　度詰め  

▲

リンキング　

▲

コットンウール糸　

▲

日本製　　

「コットンウールポップコーンセーター」
コットンとウールをブレンドした糸によりオリジナルで編みたてたポップコーンセーターです。極限まで度詰めに編まれているため、2019年に発
売したポップコーンセーターに比べ、乾いた生地感になっており、今回はウールもブレンドしているため、なおかつふっくらとした仕上がりになっ
ています。袖付けなどにはリンキングの技術を用いることで、スウェットライクになりがちなセーターとの違いを感じて頂ける仕様にしています。

color      
size  

アイボリー・ネイビー・杢ブラック       
S・M・L・XL・XXL    

price   ￥27,200＋税 
delivery  10月末予定■SJIHN20-101

COTTON WOOL POPCORN SWEATER　　　　　　　　　

厳選された高品質の原綿を使用し、14番手の太いムラ糸を昭和初期に日本で活躍した旧式丸編み機「台丸機」でじっくりと編みた
てた、風合い豊かなオリジナルへヴィーウエイトＴシャツシリーズ。低速かつ太い単糸で編みたてたこの生地は、温もりのある味わい深
い表情に加え、しっかりとした着心地としなやかな柔らかさを兼ね備えています。襟周りは着用を繰り返しても伸びにくい特徴を持つ、
耐久性に大変優れたバインダーネック3本針仕様。3本針1本落としのスペシャルミシンにて縫製が施されております。着るたびに増す
風合いと強さを兼ね備えるこだわりのＴシャツシリーズです。

宮本武蔵の著した兵法書である、「五輪之書」を
イメージした、ミディアムウエイトの吊編みスウェッ
トシリーズです。2020秋冬シーズンでは、「地の
巻」「水の巻」「火の巻」にスポットを当て、それぞ
れのイメージカラーで染め上げています。染料は
硫化染めを採用しており、乾いた生地感と経年
変化を楽しめるものとしています。また、このボデ
ィは3本針のバインダーネックや2本針を基本と
した丈夫な縫製仕様に加え、本来丸胴である吊
編み裏毛を脇で割り、シルエットやサイズ感にも
オリジナル性を持たせています。
注）硫化染料による染色のため、納品時にアタリや色落ちが見られ
る可能性がございます。また、硫化染料の性質上、色味に個体差、ブ
レが生じる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

heavy weight T-shirt

MIdiam weight sweat

ーオリジナルへヴィーウエイトTシャツー

color ホワイト・ブラック・ネイビー      
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
spec ＜共通＞14/-台丸ヘヴィーオンス天竺・三本針バインダーネック・丸胴・日本製

ーミディアムウエイト吊編みスウェットー

color ブラウン・ネイビー・レッド  
size   S・M・L・XL・XXL 

SJST20-109

price  
￥7,000＋税 

delivery 
6月末予定

SJST20-110

price  
￥7,000＋税 

delivery 
6月末予定

SJST20-111

■SWS20-101

price  
￥7,000＋税 

delivery 
6月末予定

price  ￥17,500＋税   

delivery  9月予定
spec 30/10 硫化染め吊編み裏毛・針抜きリブ・セットインスリーブ・3本針バインダーネック
　　　　　　 2本針縫製・日本製
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spec

デニムウエスタンシャツ
■swd-l01

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

10oz刀耳セルビッチデニム
スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

P14 P11

定番デニムウエスタンシャツ
生地は10番のムラ糸による濃紺のセルビッチデニムです。
ドットボタンはスクエアー型でシャープな印象です。シルエッ
トはタイト目でバランスの良い着こなしを考えました。風合い
を考えて縫製には主に綿糸を用い巻縫い等の力強いステッ
チワークも魅力です。ヨークやポケットはお馴染みサムライカ
モメステッチを意識したデザインです。

ヨークやポケットはお馴染み
サムライカモメステッチを
意識したデザイン。

デニムウエスタンシャツ
■swd-l02
ヨークやポケットはお馴染みサムライ
刃モデル。飛翔ステッチを意識した
デザイン。

カモ
メ

飛翔

Denim 
Western Shirt 

(cm)
着丈 身幅 肩幅 袖丈

XS 62 46 37 58
S 65 48 39 60
M 68 50 41 62
L 71 52 43 64
XL 74 54 45 66
XXL 77 56 47 68

Size Ch
art SWD-L01・SWD-L02 共通 

color インディゴ          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
price  ￥22,000＋税   

delivery  9月予定

コットンウールポップコーンセーター spec

▲

W-40/C-60

▲

5G　度詰め  

▲

リンキング　

▲

コットンウール糸　

▲

日本製　　

「コットンウールポップコーンセーター」
コットンとウールをブレンドした糸によりオリジナルで編みたてたポップコーンセーターです。極限まで度詰めに編まれているため、2019年に発
売したポップコーンセーターに比べ、乾いた生地感になっており、今回はウールもブレンドしているため、なおかつふっくらとした仕上がりになっ
ています。袖付けなどにはリンキングの技術を用いることで、スウェットライクになりがちなセーターとの違いを感じて頂ける仕様にしています。

color      
size  

アイボリー・ネイビー・杢ブラック       
S・M・L・XL・XXL    

price   ￥27,200＋税 
delivery  10月末予定■SJIHN20-101

COTTON WOOL POPCORN SWEATER　　　　　　　　　

厳選された高品質の原綿を使用し、14番手の太いムラ糸を昭和初期に日本で活躍した旧式丸編み機「台丸機」でじっくりと編みた
てた、風合い豊かなオリジナルへヴィーウエイトＴシャツシリーズ。低速かつ太い単糸で編みたてたこの生地は、温もりのある味わい深
い表情に加え、しっかりとした着心地としなやかな柔らかさを兼ね備えています。襟周りは着用を繰り返しても伸びにくい特徴を持つ、
耐久性に大変優れたバインダーネック3本針仕様。3本針1本落としのスペシャルミシンにて縫製が施されております。着るたびに増す
風合いと強さを兼ね備えるこだわりのＴシャツシリーズです。

宮本武蔵の著した兵法書である、「五輪之書」を
イメージした、ミディアムウエイトの吊編みスウェッ
トシリーズです。2020秋冬シーズンでは、「地の
巻」「水の巻」「火の巻」にスポットを当て、それぞ
れのイメージカラーで染め上げています。染料は
硫化染めを採用しており、乾いた生地感と経年
変化を楽しめるものとしています。また、このボデ
ィは3本針のバインダーネックや2本針を基本と
した丈夫な縫製仕様に加え、本来丸胴である吊
編み裏毛を脇で割り、シルエットやサイズ感にも
オリジナル性を持たせています。
注）硫化染料による染色のため、納品時にアタリや色落ちが見られ
る可能性がございます。また、硫化染料の性質上、色味に個体差、ブ
レが生じる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

heavy weight T-shirt

MIdiam weight sweat

ーオリジナルへヴィーウエイトTシャツー

color ホワイト・ブラック・ネイビー      
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
spec ＜共通＞14/-台丸ヘヴィーオンス天竺・三本針バインダーネック・丸胴・日本製

ーミディアムウエイト吊編みスウェットー

color ブラウン・ネイビー・レッド  
size   S・M・L・XL・XXL 

SJST20-109

price  
￥7,000＋税 

delivery 
6月末予定

SJST20-110

price  
￥7,000＋税 

delivery 
6月末予定

SJST20-111

■SWS20-101

price  
￥7,000＋税 

delivery 
6月末予定

price  ￥17,500＋税   

delivery  9月予定
spec 30/10 硫化染め吊編み裏毛・針抜きリブ・セットインスリーブ・3本針バインダーネック
　　　　　　 2本針縫製・日本製

巻」「水の巻」「火の巻」にスポットを当て、それぞ
れのイメージカラーで染め上げています。染料は
硫化染めを採用しており、乾いた生地感と経年
変化を楽しめるものとしています。また、このボデ
ィは3本針のバインダーネックや2本針を基本と
した丈夫な縫製仕様に加え、本来丸胴である吊
編み裏毛を脇で割り、シルエットやサイズ感にも

注）硫化染料による染色のため、納品時にアタリや色落ちが見られ
る可能性がございます。また、硫化染料の性質上、色味に個体差、ブ
注）硫化染料による染色のため、納品時にアタリや色落ちが見られ
る可能性がございます。また、硫化染料の性質上、色味に個体差、ブ
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インディゴ両Vガゼットスウェット

spec▲

  ▲

　▲

　　▲
▲

インディゴ裏毛
インディゴフライス
太番手綿糸縫製
ワンウォッシュ
日本製

■SIS-101

インディゴジップアップスウェットパーカー
■SIS-102

color インディゴ   size XS・S・M・L・XL・XXL  
delivery 8月末予定 

「ヘビィーウエイトインディゴスウェット」
インディゴ先染めの糸で編みたてた裏毛生地によるスウェットシリーズです。インディゴ糸とオフホワイトの中糸・裏糸から絶妙な杢感が醸し出されてお
り、着込んでいく事でさらに風合いが増していきます。フライスにも先染めインディゴの糸で編み立てたものを使用しており、濃淡の配色がアクセントに
もなっています。シルエットはスッキリとした印象ながらもタイト過ぎず、上品にも着回せるインディゴスウェットとなっています。

HEAVY WEIGHT INDIGO SWEAT

インディゴ両Vガゼットスウェット

インディゴジップアップスウェットパーカー
■

インディゴ両Vガゼットスウェット

 price ￥24,000＋税

 price ￥29,500＋税

インディゴジップアップスウェットパーカー

もなっています。シルエットはスッキリとした印象ながらもタイト過ぎず、上品にも着回せるインディゴスウェットとなっています。

インディゴジップアップスウェットパーカー

pricepriceprice ￥29,500＋税

▲
US産ステアハイド  

▲

オリジナル真鍮製バックル　

▲

日本製 　

■W001

color 

size
price
delivery 

ナチュラル・ブラック
ブラウン
30・32・34・36・38
￥22,800＋税   

　　　6月・12月予定

ヘビィーカーブベルト

■W001-wp

color 

size
price
delivery 

ナチュラル・ブラック
ブラウン
30・32・34・36・38
￥23,800＋税   

　　6月・12月予定

ダブルピンヘビィーカーブベルト

heavy curve belt
【革】厚さ約5mm～8mmの米国産極厚オイルドステアハイドレザーを使用。革はタンニンなめしで仕上げられた後、
たっぷりとオイルを含ませており、撥水性と防水性を兼ね備えています。サイドのコバ面は、熟練の職人により一本一
本時間を掛け丁寧に磨き仕上げています。 使い込むほどに艶を増し、極上の経年変化が楽しめます。

【形状】ウエストの形に合わせ最初からカーブにカットされた独特の形状は、初期装着時から腰に違和感なくフィッ
トし、ワイルドな付け心地をより一層体感できます。

【バックル】バックルは、極厚のステアハイドレザーに相応しい、大きさ約60×90mmの重厚感溢れる真鍮製特大
バックルを装着。大阪の職人の手により昔ながらの鋳物加工で造られた迫力のサムライオリジナル尾錠です。鋳物独
特の温かみのある曲線を持ち、量産性のあるダイキャスト加工にはない独自の雰囲気を持つ尾錠に仕上がっています。
取り付け部分は交換も可能なスクリュー式のネジ仕様です。

厚さ約5mm～8mmの米国産極厚オイルドステアハイドレザーを使用。革はタンニンなめしで仕上げられた後、
サイドのコバ面は、熟練の職人により一本一

に違和感なくフィッ

溢れる真鍮製特大
バックルを装着。大阪の職人の手により昔ながらの鋳物加工で造られた迫力のサムライオリジナル尾錠です。鋳物独
特の温かみのある曲線を持ち、量産性のあるダイキャスト加工にはない独自の雰囲気を持つ尾錠に仕上がっています。

厚さ約5mm～8mmの米国産極厚オイルドステアハイドレザーを使用。革はタンニンなめしで仕上げられた後、
サイドのコバ面は、熟練の職人により一本一

に違和感なくフィッ

溢れる真鍮製特大
バックルを装着。大阪の職人の手により昔ながらの鋳物加工で造られた迫力のサムライオリジナル尾錠です。鋳物独
特の温かみのある曲線を持ち、量産性のあるダイキャスト加工にはない独自の雰囲気を持つ尾錠に仕上がっています。

＋税＋税   

予定予定予定

spec

取り付け部分は交換も可能なスクリュー式のネジ仕様です。取り付け部分は交換も可能なスクリュー式のネジ仕様です。

厚さ4.5㎜～5.0㎜の国産ベンズレザー(牛の背中から臀部にかけ
ての革)を使用したベルトになります。繊維が細かく、耐久性に優れ
たベンズレザーのみを使用、使い込む程に味わい深いエイジングが
味わえます。バックルとレザーの接合部は0番手によるハンドステッ
チを採用。また40㎜幅にすることでデニムはもちろん他の様々なス
タイルのパンツに対応可能な仕様としました。真鍮製バックルと合わ
せて、きめ細やかな良質の革の表情を堪能できるベルトです。

      ※天然の革を使用しておりますので、革が
本来から持つ小さな傷や皺・色ムラなどがある
ことがございます。また部位によって厚みに多
少のバラツキがございます。ナチュラル・ブラック・ブラウン   

30・32・34・36・38・40
color
size

▲

国産栃木レザー　

▲

真鍮製尾錠　

▲

日本製spec

■ A101-01 国産ベンズレザー・ベルト

厚さ4.5㎜～5.0㎜の国産ベンズレザー(牛の背中から臀部にかけ

たベンズレザーのみを使用、使い込む程に味わい深いエイジングが

タイルのパンツに対応可能な仕様としました。真鍮製バックルと合わ

少のバラツキがございます。少のバラツキがございます。

price  ￥14,800＋税   delivery  8月予定

P17P14

ヘビィーオンスですが、ヴィンテージらしい風合いも楽しめます。
縫製はS510XX21ozと同等の綿糸を使用しています。

19oz極インディゴセルビッチデニム
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム
コットンツイル生地
ユニバーサルファスナー / サムライネーム
サムライピスネーム / 日本製

 

color インディゴ  size FREE
price ￥7,000＋税   delivery 11月予定

color カーキ  size FREE
price ￥7,000＋税   delivery 11月予定

■SJ201WC-510XX21oz 
生地は太い6番糸を硫化染料で染め上げしっかりと打ち込みを入れており、経年
での色落ち・アタリ感も楽しめます。縫製もSJ42CPと同等の糸を使用しています。

■SJ201WC-42CP

インディゴ・ブラック
ＦＲＥＥ
￥6,000＋税   

11月予定

color 
size
price
delivery 

インディゴ
ＦＲＥＥ
￥7,000＋税   

10月予定

color 
size
price
delivery 

インディゴとブラックのロープ染色糸によるコットン100％ワッチニットキャップで
す。段リブを入れ、被って右中央にはサムライギャランティーチケットとサムライピ
スネームが付きます。折り返しを増やすとリブ巾の調整と、ギャランティーチケット
とピスネーム位置が相まってアクセントになります。シルエットは男女兼用出来る
ように浅すぎず深すぎない仕様でシーズン問わず一年中愛用できるワッチキャッ
プです。製品はワンウォッシュ済です。注)この生地は濃色のインディゴ生地を使用して
いる為、汗や雨などで生地が湿った場合に色落ちし、移染する可能性があります。また、強く擦
られた場合にも同様に他の衣料に移染する可能性がありますのでご注意下さい。

■SJ501NC -ワッチニットキャップ-

ボトムスアイテムに使用されるSAMURAI JEANSオリジナルデニム生地を贅沢にもラン
ダムに使用した新型8枚接ぎベースボールキャップです。トップ部分に8枚パネルを採用
することで丸みを増した、よりクラシカルなシルエットとなっております。デニム生地を使
用したアジャスターベルトによりサイズ調整が可能な事に加え、キャップ全体でオリジナ
ル生地特有の経年変化を堪能できるアイテムです。※ランダムに生地を使用しているアイテム
の特性上、使われるパネルにより製品に多少のばらつきが生じる事がございます。

■SJ101BC20-RD -デニムランダムベースボールキャップ-

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

SAMURAI JEANSオリジナルデニム生地
サムライ上段ネーム
SAMURAIピスネーム
ワンウォッシュ済
日本製

spec

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

8/- インディゴロープ染色糸
8/- 硫化ブラックロープ染色糸
サムライギャランティーチケット
サムライピスネーム　

▲

侍上段ネーム
ワンウォッシュ済　

▲

日本製

spec

spec

▲

  サムライ上段ネーム

▲

  ワンウォッシュ済

▲

  日本製▲

  ▲

　　
最強21ozスペシャルセルビッチデニム
15oz刀耳硫化染めセルビッチヘビィーチノ

▲

  ▲

　　
鉄製日の出ボタン
鉄製松ノ木ボタン

DENIM WORK CAP
デニムワークキャップ

人気モデルS510XX21oz、SJ42CPをイメージしたワークキャップです。生地はそれぞれ「最強21ozスペシャルセルビッチ」「15oz
刀耳硫化染めセルビッチヘビィーチノ」を使用。円刺しに六本ステッチ、庇裏はチェーンステッチが入ります。両サイドにはホルダーが
付き眼鏡を差し込め機能的で被りやすくなっています。FREE SIZEですがアジャスターが付き、タックボタンでサイズ調整が可能で
す。シルエットはやや深めで使い込む程にデニム特有の表情を楽しめるアイテムです。

（共通）
SJ201WC-510XX21oz
SJ201WC-4CP

「最強21ozスペシャルセルビッチ」 「15oz刀耳硫化染めセルビッチヘビィーチノ」



P17P14

ヘビィーオンスですが、ヴィンテージらしい風合いも楽しめます。
縫製はS510XX21ozと同等の綿糸を使用しています。

19oz極インディゴセルビッチデニム
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム
コットンツイル生地
ユニバーサルファスナー / サムライネーム
サムライピスネーム / 日本製

 

color インディゴ  size FREE
price ￥7,000＋税   delivery 11月予定

color カーキ  size FREE
price ￥7,000＋税   delivery 11月予定

■SJ201WC-510XX21oz 
生地は太い6番糸を硫化染料で染め上げしっかりと打ち込みを入れており、経年
での色落ち・アタリ感も楽しめます。縫製もSJ42CPと同等の糸を使用しています。

■SJ201WC-42CP

インディゴ・ブラック
ＦＲＥＥ
￥6,000＋税   

11月予定

color 
size
price
delivery 

インディゴ
ＦＲＥＥ
￥7,000＋税   

10月予定

color 
size
price
delivery 

インディゴとブラックのロープ染色糸によるコットン100％ワッチニットキャップで
す。段リブを入れ、被って右中央にはサムライギャランティーチケットとサムライピ
スネームが付きます。折り返しを増やすとリブ巾の調整と、ギャランティーチケット
とピスネーム位置が相まってアクセントになります。シルエットは男女兼用出来る
ように浅すぎず深すぎない仕様でシーズン問わず一年中愛用できるワッチキャッ
プです。製品はワンウォッシュ済です。注)この生地は濃色のインディゴ生地を使用して
いる為、汗や雨などで生地が湿った場合に色落ちし、移染する可能性があります。また、強く擦
られた場合にも同様に他の衣料に移染する可能性がありますのでご注意下さい。

■SJ501NC -ワッチニットキャップ-

ボトムスアイテムに使用されるSAMURAI JEANSオリジナルデニム生地を贅沢にもラン
ダムに使用した新型8枚接ぎベースボールキャップです。トップ部分に8枚パネルを採用
することで丸みを増した、よりクラシカルなシルエットとなっております。デニム生地を使
用したアジャスターベルトによりサイズ調整が可能な事に加え、キャップ全体でオリジナ
ル生地特有の経年変化を堪能できるアイテムです。※ランダムに生地を使用しているアイテム
の特性上、使われるパネルにより製品に多少のばらつきが生じる事がございます。

■SJ101BC20-RD -デニムランダムベースボールキャップ-

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

SAMURAI JEANSオリジナルデニム生地
サムライ上段ネーム
SAMURAIピスネーム
ワンウォッシュ済
日本製

spec

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

8/- インディゴロープ染色糸
8/- 硫化ブラックロープ染色糸
サムライギャランティーチケット
サムライピスネーム　

▲

侍上段ネーム
ワンウォッシュ済　

▲

日本製

spec

price ￥7,000＋税   delivery 11月予定

ヘビィーオンスですが、ヴィンテージらしい風合いも楽しめます。

price ￥7,000＋税   delivery 11月予定予定予定

spec

▲

  サムライ上段ネーム

▲

  ワンウォッシュ済

▲

  日本製▲

  ▲

　　
最強21ozスペシャルセルビッチデニム
15oz刀耳硫化染めセルビッチヘビィーチノ

▲

  ▲

　　
鉄製日の出ボタン
鉄製松ノ木ボタン

DENIM WORK CAP
デニムワークキャップ

人気モデルS510XX21oz、SJ42CPをイメージしたワークキャップです。生地はそれぞれ「最強21ozスペシャルセルビッチ」「15oz
刀耳硫化染めセルビッチヘビィーチノ」を使用。円刺しに六本ステッチ、庇裏はチェーンステッチが入ります。両サイドにはホルダーが
付き眼鏡を差し込め機能的で被りやすくなっています。FREE SIZEですがアジャスターが付き、タックボタンでサイズ調整が可能で
す。シルエットはやや深めで使い込む程にデニム特有の表情を楽しめるアイテムです。

（共通）
SJ201WC-510XX21oz
SJ201WC-4CP

「最強21ozスペシャルセルビッチ」 「15oz刀耳硫化染めセルビッチヘビィーチノ」

ボトムスアイテムに使用されるSAMURAI JEANSオリジナルデニム生地を贅沢にもラン
ダムに使用した新型8枚接ぎベースボールキャップです。トップ部分に8枚パネルを採用
することで丸みを増した、よりクラシカルなシルエットとなっております。デニム生地を使
用したアジャスターベルトによりサイズ調整が可能な事に加え、キャップ全体でオリジナ
ル生地特有の経年変化を堪能できるアイテムです。
の特性上、使われるパネルにより製品に多少のばらつきが生じる事がございます。

■SJ101BC20-RD

インディゴとブラックのロープ染色糸によるコットン100％ワッチニットキャップで
す。段リブを入れ、被って右中央にはサムライギャランティーチケットとサムライピ
スネームが付きます。折り返しを増やすとリブ巾の調整と、ギャランティーチケット
とピスネーム位置が相まってアクセントになります。シルエットは男女兼用出来る
ように浅すぎず深すぎない仕様でシーズン問わず一年中愛用できるワッチキャッ

注)この生地は濃色のインディゴ生地を使用して
、移染する可能性があります。また、強く擦

8/- インディゴロープ染色糸
8/- 硫化ブラックロープ染色糸
サムライギャランティーチケット
サムライピスネーム　

▲

侍上段ネーム

8/- インディゴロープ染色糸
8/- 硫化ブラックロープ染色糸
サムライギャランティーチケット



P17P18

コットンウールの糸によりオリジナルで編立てたニットキャップです。5ゲージの太い糸からな
る4種類の編み地により構成されています。コットンとウールを混ぜた糸を引きそろえた太い
糸で構成されたそれぞれの編み地は、柄がはっきりと表れ、若干の杢感がある色をしていま
す。今期ではユーズドデニムを意識したカラーに加え、ジーンズにも合わせやすい明るいカ
ラーの3色展開としています。端の処理は手作業によるリンキングで丁寧に処理をし、生地と
相まって長期間の着用に耐えうる仕様を採用しています。

インディゴ【IND】
フリー
￥6,500+税
納期 5月予定

19oz極インディゴセルビッチデニム
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム
コットンツイル生地
ユニバーサルファスナー / サムライネーム
サムライピスネーム / 日本製

 

▲

  ▲
　▲
 　　▲

▲

W13,C87
コットン＆ウール糸
新織りネーム
ウォッシュ済
日本製

color 
size
price
delivery 

ネイビー・ベージュ・マスタード
　　ＦＲＥＥ
　　￥6,000＋税   

　　11月予定

■SJ501NC20 -ニットキャップ-

spec

サムライオリジナル17ozデニムを使用した新型スマホケースです。裏地には巌流島柄
ジャガード生地を使用しています。IPHONE+等の大きなサイズでも収納可能になりま
す。フラップを開いてベルトやカバンに通して使用するタイプです。スマートフォンに限ら
ず、財布等の小物も収納可能ですので色々な用途でご使用ください。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

17oz武士道セルビッチデニム　　　
巌流島柄ジャガード生地
サムライ上段ネーム
SAMURAIピスネーム
サムライスナップボタン
日本製

▲

ノンウォッシュ

■SJSPC20 -新型スマホケース-

spec

インディゴ・ブラウン
タテ約31ｃｍ,ヨコ約160ｃｍ
FREE
￥9,000＋税   
11月予定

color 
size

price
delivery 

インディゴ
タテ約27ｃｍ（フラップ含）
ヨコ約11ｃｍ,マチ3.5ｃｍ
￥9,000＋税   
8月予定

spec▲

  ▲

　　▲
▲

▲

　▲
▲

男気15oz刀耳セルビッチデニム
15oz刀耳硫化染めセルビッチヘヴィーチノ
サムライ上段ネーム
SAMURAIピスネーム
YKKジッパー
ノンウォッシュ
日本製

■SJDB20-01
■SJDB20-02

Denim daypack
レギュラー
A4サイズ

ラージ
Ｂ4サイズ

レギュラー
A4サイズ

ラージ
Ｂ4サイズ

男気15oz刀耳セルビッチデニム・15oz刀耳硫化染めセルビッチヘヴィーチノを使用した
デイバックです。クラシカルなスタイルのデイバックをサムライオリジナル生地で作成しました。
メインポケットとサブポケットだけのシンプルかつベーシックなデザインは様々なシーンでご活
用頂けます。サブポケットフラップ部分はセルビッチを際立たせた仕様でアクセントとしまし
た。またサブポケット端にSAMURAIピスネームが付属。本体内側にはSAMURAI上段ネー
ムが入ります。経年変化・色落ちも十分に堪能できるアイテムです。

01：￥19,000+税

02：￥20,000+税
price 

color          
size 

インディゴ・カーキ  
01：H39㎝×W35㎝×D15㎝
02：H45㎝×W40㎝×D17㎝

delivery 9月予定

レギュラー
A4サイズ

specspec

A4サイズ
ラージ
Ｂ4サイズ

レギュラー
A4サイズ

specspec

A4サイズ Ｂ4サイズ

spec

A4サイズ

コットンウールの糸によりオリジナルで編立てたニットキャップです。5ゲージの太い糸からな
る4種類の編み地により構成されています。コットンとウールを混ぜた糸を引きそろえた太い
糸で構成されたそれぞれの編み地は、柄がはっきりと表れ、若干の杢感がある色をしていま
す。今期ではユーズドデニムを意識したカラーに加え、ジーンズにも合わせやすい明るいカ
ラーの3色展開としています。端の処理は手作業によるリンキングで丁寧に処理をし、生地と
相まって長期間の着用に耐えうる仕様を採用しています。

color
size
price
delivery 

■SJ501NC20

SJSPC20

■

01：H39㎝×W35㎝×D15㎝
02：H45㎝×W40㎝×D17㎝

delivery 9月予定

サムライオリジナル17ozデニムを使用した新型スマホケースです。裏地には巌流島柄
ジャガード生地を使用しています。IPHONE+等の大きなサイズでも収納可能になりま
す。フラップを開いてベルトやカバンに通して使用するタイプです。スマートフォンに限ら

17oz武士道セルビッチデニム　　

P19P12P04

ワークアイテムやミリタリーアイテムに使われる肉厚30㎜巾綿テープと、国産レザーを使
用した新型サスペンダーです。ナチュラルな風合いとそれぞれの素材の経年変化を楽し
んで頂けるアイテムです。伸縮自在のゴムを使用し、使い勝手や付け心地にもこだわり
ました。バックレザーパーツにはSAMURAI刻印が入ります。

▲

  ▲

　▲

 　　

30㎜巾綿テープ
国産ヌメ革
日本製

color 
size
price
delivery 

ブラック
FREE 
￥11,000＋税   

6月予定

インディゴ/カーキ
H約33㎝×W約50㎝
￥9,000＋税   

10月予定

■SPD003-SJ -コットン×レザーサスペンダー-

spec

17oz武士道セルビッチデニム・15oz硫化染めヘヴィーチノ生地を使用
したロールクッションです。丸めたり、広げたり、つないだりと色々な用途
で使用ができる大変便利なクッションです。インドア、アウトドア様々なシ
ーンで使用頂けます。また、これまでに発売しましたデニムロールクッショ
ンとつなげてご使用頂く事も可能です。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

17oz武士道セルビッチデニム
15oz硫化染めヘヴィーチノ
サムライ上段ネーム
自動車倶楽部ネーム
ギャランティーチケット
日本製

color
size
price
delivery

■ SJDRC20-DC -ロールクッション-

spec

▲

イタリア産カウハイド  

▲

ベジタブルタンニング　

▲

手裏剣柄生地

▲

SAMURAI JEANS焼印

▲

日本製 　

※天然の革を使用しておりますので、革が本来から持つ小さな傷や皺・色ムラなどが
あることがございます。また部位によって厚みに多少のバラツキがございます。

■ SJGG20
color 

size
price
delivery 

ナチュラル・ブラック        
ブラウン
H10cm×W17cm
￥17,000＋税   

10月予定

-レザーがま口-

-レザーがま口-
フルベジタブルタンニングでしっとりとやわらかくなめされたイタリア産カウハイドを使用したがま口です。
財布の内側にはオリジナル手裏剣柄生地を使用しました。やや大振りのサイズ感にしたことで、財布としてはもちろんの事、小物入れやポーチとして
など、様々な用途にお使い頂けるアイテムです。

spec
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コットンウールの糸によりオリジナルで編立てたニットキャップです。5ゲージの太い糸からな
る4種類の編み地により構成されています。コットンとウールを混ぜた糸を引きそろえた太い
糸で構成されたそれぞれの編み地は、柄がはっきりと表れ、若干の杢感がある色をしていま
す。今期ではユーズドデニムを意識したカラーに加え、ジーンズにも合わせやすい明るいカ
ラーの3色展開としています。端の処理は手作業によるリンキングで丁寧に処理をし、生地と
相まって長期間の着用に耐えうる仕様を採用しています。

インディゴ【IND】
フリー
￥6,500+税
納期 5月予定

19oz極インディゴセルビッチデニム
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム
コットンツイル生地
ユニバーサルファスナー / サムライネーム
サムライピスネーム / 日本製

 

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

W13,C87
コットン＆ウール糸
新織りネーム
ウォッシュ済
日本製

color 
size
price
delivery 

ネイビー・ベージュ・マスタード
　　ＦＲＥＥ
　　￥6,000＋税   

　　11月予定

■SJ501NC20 -ニットキャップ-

spec

サムライオリジナル17ozデニムを使用した新型スマホケースです。裏地には巌流島柄
ジャガード生地を使用しています。IPHONE+等の大きなサイズでも収納可能になりま
す。フラップを開いてベルトやカバンに通して使用するタイプです。スマートフォンに限ら
ず、財布等の小物も収納可能ですので色々な用途でご使用ください。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

17oz武士道セルビッチデニム　　　
巌流島柄ジャガード生地
サムライ上段ネーム
SAMURAIピスネーム
サムライスナップボタン
日本製

▲

ノンウォッシュ

■SJSPC20 -新型スマホケース-

spec

インディゴ・ブラウン
タテ約31ｃｍ,ヨコ約160ｃｍ
FREE
￥9,000＋税   
11月予定

color 
size

price
delivery 

インディゴ
タテ約27ｃｍ（フラップ含）
ヨコ約11ｃｍ,マチ3.5ｃｍ
￥9,000＋税   
8月予定

spec▲

  ▲

　　▲
▲

▲

　▲
▲

男気15oz刀耳セルビッチデニム
15oz刀耳硫化染めセルビッチヘヴィーチノ
サムライ上段ネーム
SAMURAIピスネーム
YKKジッパー
ノンウォッシュ
日本製

■SJDB20-01
■SJDB20-02

Denim daypack
レギュラー
A4サイズ

ラージ
Ｂ4サイズ

レギュラー
A4サイズ

ラージ
Ｂ4サイズ

男気15oz刀耳セルビッチデニム・15oz刀耳硫化染めセルビッチヘヴィーチノを使用した
デイバックです。クラシカルなスタイルのデイバックをサムライオリジナル生地で作成しました。
メインポケットとサブポケットだけのシンプルかつベーシックなデザインは様々なシーンでご活
用頂けます。サブポケットフラップ部分はセルビッチを際立たせた仕様でアクセントとしまし
た。またサブポケット端にSAMURAIピスネームが付属。本体内側にはSAMURAI上段ネー
ムが入ります。経年変化・色落ちも十分に堪能できるアイテムです。

01：￥19,000+税

02：￥20,000+税
price 

color          
size 

インディゴ・カーキ  
01：H39㎝×W35㎝×D15㎝
02：H45㎝×W40㎝×D17㎝

delivery 9月予定

P19P12P04

ワークアイテムやミリタリーアイテムに使われる肉厚30㎜巾綿テープと、国産レザーを使
用した新型サスペンダーです。ナチュラルな風合いとそれぞれの素材の経年変化を楽し
んで頂けるアイテムです。伸縮自在のゴムを使用し、使い勝手や付け心地にもこだわり
ました。バックレザーパーツにはSAMURAI刻印が入ります。

▲

  ▲

　▲

 　　

30㎜巾綿テープ
国産ヌメ革
日本製

color 
size
price
delivery 

ブラック
FREE 
￥11,000＋税   

6月予定

インディゴ/カーキ
H約33㎝×W約50㎝
￥9,000＋税   

10月予定

■SPD003-SJ -コットン×レザーサスペンダー-

spec

17oz武士道セルビッチデニム・15oz硫化染めヘヴィーチノ生地を使用
したロールクッションです。丸めたり、広げたり、つないだりと色々な用途
で使用ができる大変便利なクッションです。インドア、アウトドア様々なシ
ーンで使用頂けます。また、これまでに発売しましたデニムロールクッショ
ンとつなげてご使用頂く事も可能です。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

17oz武士道セルビッチデニム
15oz硫化染めヘヴィーチノ
サムライ上段ネーム
自動車倶楽部ネーム
ギャランティーチケット
日本製

color
size
price
delivery

■ SJDRC20-DC -ロールクッション-

spec

▲

イタリア産カウハイド  

▲

ベジタブルタンニング　

▲

手裏剣柄生地

▲

SAMURAI JEANS焼印

▲

日本製 　

※天然の革を使用しておりますので、革が本来から持つ小さな傷や皺・色ムラなどが
あることがございます。また部位によって厚みに多少のバラツキがございます。

■ SJGG20
color 

size
price
delivery 

ナチュラル・ブラック        
ブラウン
H10cm×W17cm
￥17,000＋税   

10月予定

-レザーがま口-

-レザーがま口-
フルベジタブルタンニングでしっとりとやわらかくなめされたイタリア産カウハイドを使用したがま口です。
財布の内側にはオリジナル手裏剣柄生地を使用しました。やや大振りのサイズ感にしたことで、財布としてはもちろんの事、小物入れやポーチとして
など、様々な用途にお使い頂けるアイテムです。

spec

ナチュラル・ブラック        

など、様々な用途にお使い頂けるアイテムです。

ナチュラル・ブラック        

■SPD003-SJ

H10cm×W17cm
￥17,000＋税

H10cm×W17cm
＋税   

17oz武士道セルビッチデニム17oz武士道セルビッチデニム

P19





P01

HORSE HIDE（植物タンニン鞣し）
セミアニリン仕上げ
SAMURAI CLUB総柄コットンブロード生地
サムライ飛行機倶楽部A-2専用織ラベル
ウール輪編みリブ（レッド）
HOOKLESSファスナー
日本製

生地は約13ozインディゴヘリンボンデニムと、硫化染料によるブラックデニムです。インディゴヘリンボンは色落ちする事によって左
綾が際立ち、たて筋が目立つとストライプ調になり特有のエイジングを楽しめます。ブラックデニムは硫化染料によるロープ染色な
ので激しい色落ちが期待できます。穿き始めの質感、エイジングを重ねて柔らかくなってきた時と、どちらも違った表情が楽しめます

ヘリンボンデニム生地による新型ワイドパ
ンツです。生地はインディゴヘリンボンと硫
化ブラックヘリンボンです。ヘリンボンはク
ラシックワークな佇まいと奥深い趣があり
、穿き始めの表情とエイジングを重ねた時
の異なった特徴的な色落ちを楽しめます。
ウエスト帯の両サイド部分にはアジャスタ
ーベルト・ボタンを設置しており、ウエスト
サイズを微調整可能です。股上が深めで
今までになかった太目で無骨なシルエッ
トです。ヴィンテージライクなワイドパンツ
ですが、オールシーズン着こなし可能で、
幅広いスタイルに合わせたくなる一本で
す。

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWC600C20-HB

【共通SPEC】  

▲

13ozインディゴヘリンボンデニム   

▲

13ozブラックヘリンボンデニム▲

Samurai WORK CLOTHESラベル 

▲

Samurai WORK CLOTHESネーム  
▲

ワンウォッシュ済  

▲

日本製

spec

新型 ワイドワークパンツ

▲

  ▲

　
ユリアボタン
太身シルエット

デニムへリンボン×ブラックデニム

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ミリタリーカバーオール調の長袖シャツです。生
地はインディゴヘリンボンと硫化ブラックヘリン
ボンです。ヘリンボンはクラシックワークな佇ま
いと奥深い趣があり、エイジングを重ねた時の
異なった特徴的な色落ちを楽しめます。ヘチマ
襟・プリズンポケット仕様で、縫製仕様は箇所に
よりミシンのピッチや縫製糸の色を替え、カン止
・下糸は臙脂色で細部にわたって拘りを込めま
した。釦は、アルミ猫目ボタンで、フラップ付きの
ポケットボタンとプリズンポケットのボタンは
14.5㎜で、少し小さくし開封しやすくしておりま
す。前立は17㎜です。しっかりとした肉厚もあり
シャツとしてもジャケットとしても着て頂けます。

■SWCPS20-HB
ヘチマ長袖シャツ

￥19,000+税price 

color          

size 

インディゴヘリンボン
ブラックヘリンボン
S・M・L・XL・XXL

delivery 9月予定

￥20,000+税price 

color          

size 

インディゴヘリンボン
ブラックヘリンボン
28・30・32・34・36・38・40 

delivery 9月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

13ozインディゴヘリンボンデニム
13oz硫化ブラックヘリンボンデニム
アルミ猫目ボタン
ワンウォッシュ済
日本製



P02

HORSE HIDE（植物タンニン鞣し）
セミアニリン仕上げ
SAMURAI CLUB総柄コットンブロード生地
サムライ飛行機倶楽部A-2専用織ラベル
ウール輪編みリブ（レッド）
HOOKLESSファスナー
日本製

SAMURAI WORK CLOTHES 
【共通SPEC】  

▲

13ozインディゴヘリンボンデニム   

▲

13oz硫化ブラックへリンボンデニム▲

Samurai WORK CLOTHESラベル 

▲

Samurai WORK CLOTHESネーム   
▲

日本製

SWCアクリルニットキャップ
■SWC501NC20

新型アクリルニットキャップで
す。アクリルなので軽く保温性
が高く耐久性があります。
7ゲージ（ミドルゲージ）片畔
編みで30番双糸のやわらか
仕上げで被りやすいです。カ
ラーバリエーションも豊富にあ
り、お好きな色目を選んで頂け
ます。シンプルなデザインで男
女問わずお使い頂けます。

color ブラック・ブラウン
           イエロー・グリーン ・ネイビー        
size   FREE
price     ￥3,500＋税   
delivery 11月予定

デニムへリンボン×ブラックデニム

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲

アクリル100％ 
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
日本製

SWCハット
■SWC401DH20-HB

デニムヘリンボンによるデイジーハットです
4枚接ぎでアイレットが縦に2個付きま
す。ツバの形を変化させて被ることで色
んなスタイルを楽しめます。持ち運びにも
便利なハットで様々なシーンで活躍しま
す。

color インディゴヘリンボン
           ブラックヘリンボン         
size   L（約58cm～60cm）
              XL（約60cm～62cm）
price  　￥7,500＋税   
delivery  6月・12月予定

SWCハンチングキャスケット
■SWC301CT-HB

ヘリンボンデニムによるハンチングキャスケット
です。8枚接ぎの大き目のパネルにクラシカル
な天釦が付き、庇にドットボタンがあるので開
閉により自由にシルエットを変えて楽しめます。
シーズン問わず飽きのこないシンプルでエイジ
ングを楽しめるハンチングキャスケットです。

color インディゴヘリンボン
           ブラックヘリンボン         
size   L（約58cm～60cm）
              XL（約60cm～62cm）
price     ￥8,500＋税   
delivery 6月・12月予定

便利なハットで様々なシーンで活躍しま
す。す。

な天釦が付き、庇にドットボタンがあるので開
閉により自由にシルエットを変えて楽しめます。
シーズン問わず飽きのこないシンプルでエイジ
ングを楽しめるハンチングキャスケットです。

delivery 6月・12月予定
閉により自由にシルエットを変えて楽しめます。
シーズン問わず飽きのこないシンプルでエイジ
ングを楽しめるハンチングキャスケットです。

大容量のオリジナルデニムバッ
グです。生地は、13ozインディ
ゴヘリンボンデニムと13oz硫
化ブラックブラックデニムの二
種を使用。更に中には赤ヘリン
ボン生地を使用しています。多
様な用途にも活躍できる十分
な収納力とディテールをもち、リ
ュックはもちろん、手持ちバック
としてご使用いただけます。使い
込むほどに風合いを増すデニム
バッグです。

■SWCDB-3WAY-HB

spec

3WAYショルダーバッグ

▲
  赤ヘリンボン生地

color インディゴヘリンボン
           ブラックヘリンボン         
size   縦55cm×横39cm
price     ￥38,000＋税   
delivery  10月予定

※ワンウォッシュ済。

 ・ネイビー        

＋税   

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム

 ・ネイビー        

   

Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム

インディゴヘリンボン
         

＋税   

         

   

P03

HORSE HIDE（植物タンニン鞣し）
セミアニリン仕上げ
SAMURAI CLUB総柄コットンブロード生地
サムライ飛行機倶楽部A-2専用織ラベル
ウール輪編みリブ（レッド）
HOOKLESSファスナー
日本製

機能性ナイロンによる新型ランチジャケット　表地は特殊撥水技術による耐久撥水性機能を強化した高性能素材で、ナイロン
100%でありながら、まるでN／C（ナイロンと綿との交織織物）のような手触りです。裏地はボア仕様で保温性を高めており、ウェア内のムレを軽
減する透湿性と防風性を兼ね備えています。袖の裏地はキルティングで脱着し易くなっており、両袖には中綿にデュポン社ソロナを使用してます。
ボタンはスナップ式です。ミドル丈で着やすく特徴的な大きな襟は立てて着て頂く事もできます。ブラック、ネイビーの裏地ボアは同色です。オリーブ
は裏地ボアがホワイトになります。

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWCRJ20

spec

新型　ランチジャケット

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲
▲

ナイロン100％
裏地アクリルボア
両袖：中綿デュポン社製高機能ポリエステルソロナ
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
スナップボタン
日本製

※ナイロン素材には防水性の機能のあるコーティングを施しておりますが、経年の使用・お洗濯で撥水効果が失　
　　われる可能性が御座います。ご了承ください。

color ネイビー・ブラック
           オリーブ         
size   S・M・L・XL・XXL 
price    ￥36,000＋税   
delivery  11月予定

ヘヴィーツイルオンブレチェック柄の長袖シャツ　生地はCOTTON 100％の二色使いのオンブレチェックです。経糸・緯糸に8番の
糸を使用した肉厚で非常に堅牢な生地です。シンプルながらも存在感があり、オンブレチェック生地特有のグラデーションが魅力的なワークシャ
ツです。ボタンはリングスナップボタンを採用しており、脱着しやすくなっています。

■SWCoB20

spec

新型オンブレチェック柄長袖開襟シャツ

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

8/1ヘヴィーツイルオンブレチェック
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
リングスナップボタン
ワンウォッシュ済　
日本製

color  レッド・ブラック   
size   S・M・L・XL・XXL 
price     ￥22,000＋税   
delivery  9月予定

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



P02

HORSE HIDE（植物タンニン鞣し）
セミアニリン仕上げ
SAMURAI CLUB総柄コットンブロード生地
サムライ飛行機倶楽部A-2専用織ラベル
ウール輪編みリブ（レッド）
HOOKLESSファスナー
日本製

SAMURAI WORK CLOTHES 
【共通SPEC】  

▲

13ozインディゴヘリンボンデニム   

▲

13oz硫化ブラックへリンボンデニム▲

Samurai WORK CLOTHESラベル 

▲

Samurai WORK CLOTHESネーム   

▲

日本製

SWCアクリルニットキャップ
■SWC501NC20

新型アクリルニットキャップで
す。アクリルなので軽く保温性
が高く耐久性があります。
7ゲージ（ミドルゲージ）片畔
編みで30番双糸のやわらか
仕上げで被りやすいです。カ
ラーバリエーションも豊富にあ
り、お好きな色目を選んで頂け
ます。シンプルなデザインで男
女問わずお使い頂けます。

color ブラック・ブラウン
           イエロー・グリーン ・ネイビー        
size   FREE
price     ￥3,500＋税   
delivery 11月予定

デニムへリンボン×ブラックデニム

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲

アクリル100％ 
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
日本製

SWCハット
■SWC401DH20-HB

デニムヘリンボンによるデイジーハットです
4枚接ぎでアイレットが縦に2個付きま
す。ツバの形を変化させて被ることで色
んなスタイルを楽しめます。持ち運びにも
便利なハットで様々なシーンで活躍しま
す。

color インディゴヘリンボン
           ブラックヘリンボン         
size   L（約58cm～60cm）
              XL（約60cm～62cm）
price  　￥7,500＋税   
delivery  6月・12月予定

SWCハンチングキャスケット
■SWC301CT-HB

ヘリンボンデニムによるハンチングキャスケット
です。8枚接ぎの大き目のパネルにクラシカル
な天釦が付き、庇にドットボタンがあるので開
閉により自由にシルエットを変えて楽しめます。
シーズン問わず飽きのこないシンプルでエイジ
ングを楽しめるハンチングキャスケットです。

color インディゴヘリンボン
           ブラックヘリンボン         
size   L（約58cm～60cm）
              XL（約60cm～62cm）
price     ￥8,500＋税   
delivery 6月・12月予定

大容量のオリジナルデニムバッ
グです。生地は、13ozインディ
ゴヘリンボンデニムと13oz硫
化ブラックブラックデニムの二
種を使用。更に中には赤ヘリン
ボン生地を使用しています。多
様な用途にも活躍できる十分
な収納力とディテールをもち、リ
ュックはもちろん、手持ちバック
としてご使用いただけます。使い
込むほどに風合いを増すデニム
バッグです。

■SWCDB-3WAY-HB

spec

3WAYショルダーバッグ

▲

  赤ヘリンボン生地

color インディゴヘリンボン
           ブラックヘリンボン         
size   縦55cm×横39cm
price     ￥38,000＋税   
delivery  10月予定

※ワンウォッシュ済。

P03

HORSE HIDE（植物タンニン鞣し）
セミアニリン仕上げ
SAMURAI CLUB総柄コットンブロード生地
サムライ飛行機倶楽部A-2専用織ラベル
ウール輪編みリブ（レッド）
HOOKLESSファスナー
日本製

機能性ナイロンによる新型ランチジャケット　表地は特殊撥水技術による耐久撥水性機能を強化した高性能素材で、ナイロン
100%でありながら、まるでN／C（ナイロンと綿との交織織物）のような手触りです。裏地はボア仕様で保温性を高めており、ウェア内のムレを軽
減する透湿性と防風性を兼ね備えています。袖の裏地はキルティングで脱着し易くなっており、両袖には中綿にデュポン社ソロナを使用してます。
ボタンはスナップ式です。ミドル丈で着やすく特徴的な大きな襟は立てて着て頂く事もできます。ブラック、ネイビーの裏地ボアは同色です。オリーブ
は裏地ボアがホワイトになります。

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWCRJ20

spec

新型　ランチジャケット

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲
▲

ナイロン100％
裏地アクリルボア
両袖：中綿デュポン社製高機能ポリエステルソロナ
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
スナップボタン
日本製

※ナイロン素材には防水性の機能のあるコーティングを施しておりますが、経年の使用・お洗濯で撥水効果が失　
　　われる可能性が御座います。ご了承ください。

color ネイビー・ブラック
           オリーブ         
size   S・M・L・XL・XXL 
price    ￥36,000＋税   
delivery  11月予定

ヘヴィーツイルオンブレチェック柄の長袖シャツ　生地はCOTTON 100％の二色使いのオンブレチェックです。経糸・緯糸に8番の
糸を使用した肉厚で非常に堅牢な生地です。シンプルながらも存在感があり、オンブレチェック生地特有のグラデーションが魅力的なワークシャ
ツです。ボタンはリングスナップボタンを採用しており、脱着しやすくなっています。

■SWCoB20

spec

新型オンブレチェック柄長袖開襟シャツ

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

8/1ヘヴィーツイルオンブレチェック
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
リングスナップボタン
ワンウォッシュ済　
日本製

color  レッド・ブラック   
size   S・M・L・XL・XXL 
price     ￥22,000＋税   
delivery  9月予定

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■

spec

新型オンブレチェック柄長袖開襟シャツ

▲

  ▲
▲

 　　▲
▲

▲

8/1ヘヴィーツイルオンブレチェック  8/1ヘヴィーツイルオンブレチェック  
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム

ワンウォッシュ済　

color
size
price
delivery

※ナイロン素材には防水性の機能のあるコーティングを施しておりますが、経年の使用・お洗濯で撥水効果が失　※ナイロン素材には防水性の機能のあるコーティングを施しておりますが、経年の使用・お洗濯で撥水効果が失　
　　われる可能性が御座います。ご了承ください。

両袖：中綿デュポン社製高機能ポリエステルソロナ

　　われる可能性が御座います。ご了承ください。　　われる可能性が御座います。ご了承ください。　　われる可能性が御座います。ご了承ください。

両袖：中綿デュポン社製高機能ポリエステルソロナ両袖：中綿デュポン社製高機能ポリエステルソロナ



P04 P07

color          
size 

インディゴ   
28～36・38・40 

24,800+税

　　　 7月予定

price  ￥
　delivery

■SM410DBN
17ozダブルニーワークパンツ

定番ダブルニーワークパンツ
定番410ダブルニーワークパンツです。生地はサムライジーンズオリジナル
デニムの代表格である17oz特ザラセルビッチデニムを使用しています。お
馴染み自動車倶楽部タイヤボタン、日章ネームラベル、ポケットはパーツ柄ス
レーキを採用しています。生地・縫製などどこを見てもヘビィーデューティー作
りになっています。膝部分は色落ちすることによって飾りステッチが際立ちま
す。ワークパンツとしてはやや細身の穿きやすいシルエットです。

spec▲

  ▲

　▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　

17oz特ザラセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
自動車倶楽部日章ラベル

銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

色落ちイメージ

spec

色落ちイメージ

【共通SPEC】  

▲

ポリエステルスムース　

▲

WALDESコイルファスナー　

▲

日本製ジャージ 肌ストレスを軽減する凹凸面の少ないポリエステル100％のニットスムース生地を使用。肉厚でやわらかく、
吸湿・速乾性にも優れています。

color ブラック・ネイビー

size S・M・L・XL・XXL　price ￥15,000＋税   delivery 9月末予定

■SCJS20-101 
ジャージ　　　　　　　

color イエロー・オレンジ■SMJS20-101 
ジャージ　　　　　　　

P04 P05

color          
size 

ブラウン・ブラック   
S・M・L・XL・XXL 

22,000+税

　　10月予定

price  ￥
  delivery

■MCVT20
ワークベスト

機能性ナイロンによる新型ベストです。表地は特殊なポリウレタンの微多孔質膜構造によ
り防水性・透湿性（汗等水分の蒸れ防止）に対して優れた性能を兼ね備えた3層の特
殊、防・撥水・透湿三層素材です。ポリウレタン膜にある1～30マイクロメーターの細かい
孔が水を通さず、内部に滞留した湿気を外部に放散する性能を兼ね備えた生地です。裏
地にはチェッカーフラッグ生地を使用し、中綿はデュポン製ソロナを使用しています。羽毛
のような軽さと温かさ、保温性に優れた中綿素材で従来の中綿に比べて、二酸化炭素を
63％削減できるエコ素材です。両サイドポケット、更に内側にも両ポケットが付き、実用性
の高いデザインとなっています。様々なスタイルにも合わせやすく、着心地の良いノーカ
ラーベストです。

※ナイロン素材には防水性の機能のあるコーティング
を施しておりますが、経年の使用・お洗濯で撥水効果
が失われる可能性が御座います。ご了承ください。

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

（表）ナイロン100％　3層（3レイヤー）
（裏）トリコットンナイロン100％
中綿デュポン社製高機能ポリエステルソロナ
チェッカーフラッグ生地
二輪車倶楽部ネーム
ナットボタン　

▲

日本製

spec▲

  ▲

　　▲
▲

▲

　▲

20sコットンツイル生地
WALDESファスナー
SAMURAI CLUBネーム
ユリアボタン
ワンウォッシュ済
日本製

サムライ倶楽部チェトパツイルジャケット
サムライ倶楽部チェトパツイル新型ジャケットです。生地は風合いの良いCOTTON 100％の20s
ツイルで、ややライトですが耐久性に優れた素材です。シンプルな一重のジャケットですが、フロント
両ポケットの左フラップにはペン刺しもあり、エルボーパッチなどのヴィンテージジャケットの要素も
取り入れています。タウンユースアイテムとして幅広いシーズン着て頂けます。ワンウォッシュ済での
納品となります。

■SCCJK20
チェトパジャケット

￥20,000+税price 

color          
size 

オリーブ・マスタード・ブラック
S・M・L・XL・XXL

delivery 10月予定



P04 P05

color          
size 

ブラウン・ブラック   
S・M・L・XL・XXL 

22,000+税

　　10月予定

price  ￥
  delivery

■MCVT20
ワークベスト

機能性ナイロンによる新型ベストです。表地は特殊なポリウレタンの微多孔質膜構造によ
り防水性・透湿性（汗等水分の蒸れ防止）に対して優れた性能を兼ね備えた3層の特
殊、防・撥水・透湿三層素材です。ポリウレタン膜にある1～30マイクロメーターの細かい
孔が水を通さず、内部に滞留した湿気を外部に放散する性能を兼ね備えた生地です。裏
地にはチェッカーフラッグ生地を使用し、中綿はデュポン製ソロナを使用しています。羽毛
のような軽さと温かさ、保温性に優れた中綿素材で従来の中綿に比べて、二酸化炭素を
63％削減できるエコ素材です。両サイドポケット、更に内側にも両ポケットが付き、実用性
の高いデザインとなっています。様々なスタイルにも合わせやすく、着心地の良いノーカ
ラーベストです。

※ナイロン素材には防水性の機能のあるコーティング
を施しておりますが、経年の使用・お洗濯で撥水効果
が失われる可能性が御座います。ご了承ください。

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

（表）ナイロン100％　3層（3レイヤー）
（裏）トリコットンナイロン100％
中綿デュポン社製高機能ポリエステルソロナ
チェッカーフラッグ生地
二輪車倶楽部ネーム
ナットボタン　

▲

日本製

ラーベストです。

spec▲
  ▲

　　▲
▲

▲

　▲
20sコットンツイル生地
WALDESファスナー
SAMURAI CLUBネーム
ユリアボタン
ワンウォッシュ済
日本製

サムライ倶楽部チェトパツイルジャケット
サムライ倶楽部チェトパツイル新型ジャケットです。生地は風合いの良いCOTTON 100％の20s
ツイルで、ややライトですが耐久性に優れた素材です。シンプルな一重のジャケットですが、フロント
両ポケットの左フラップにはペン刺しもあり、エルボーパッチなどのヴィンテージジャケットの要素も
取り入れています。タウンユースアイテムとして幅広いシーズン着て頂けます。ワンウォッシュ済での
納品となります。

■SCCJK20
チェトパジャケット

￥20,000+税price 

color          
size 

オリーブ・マスタード・ブラック
S・M・L・XL・XXL

delivery 10月予定

納品となります。

SAMURAI CLUBネーム

納品となります。S・M・L・XL・XXL 納品となります。



厳選された高品質の原綿を使用し、14番手の太いムラ糸を昭和初期に日本で活躍した旧式丸編み機「台丸機」でじっくりと編みた
てた、風合い豊かなオリジナルへヴィーウエイトＴシャツシリーズ。低速かつ太い単糸で編みたてたこの生地は、温もりのある味わい深
い表情に加え、しっかりとした着心地としなやかな柔らかさを兼ね備えています。襟周りは着用を繰り返しても伸びにくい特徴を持つ、
耐久性に大変優れたバインダーネック3本針仕様。3本針1本落としのスペシャルミシンにて縫製が施されております。
着るたびに増す風合いと強さを兼ね備えるこだわりのＴシャツシリーズです。

heavy weight T-shirt

■SMT20-105

■MCT20-104

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

ーオリジナルへヴィーウエイトTシャツー10oz刀耳セルビッチデニム
スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

color ホワイト・ブラック・ネイビー          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  6月予定

spec

▲

14/-台丸ヘヴィーオンス天竺　

▲

三本針バインダーネック　

▲

丸胴　

▲

日本製

P06



厳選された高品質の原綿を使用し、14番手の太いムラ糸を昭和初期に日本で活躍した旧式丸編み機「台丸機」でじっくりと編みた
てた、風合い豊かなオリジナルへヴィーウエイトＴシャツシリーズ。低速かつ太い単糸で編みたてたこの生地は、温もりのある味わい深
い表情に加え、しっかりとした着心地としなやかな柔らかさを兼ね備えています。襟周りは着用を繰り返しても伸びにくい特徴を持つ、
耐久性に大変優れたバインダーネック3本針仕様。3本針1本落としのスペシャルミシンにて縫製が施されております。
着るたびに増す風合いと強さを兼ね備えるこだわりのＴシャツシリーズです。

heavy weight T-shirt

■SMT20-105

■MCT20-104

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

ーオリジナルへヴィーウエイトTシャツー10oz刀耳セルビッチデニム
スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

color ホワイト・ブラック・ネイビー          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  6月予定

spec

▲

14/-台丸ヘヴィーオンス天竺　

▲

三本針バインダーネック　

▲

丸胴　

▲

日本製

P06
P08 P07

サムライオリジナルデニムを使用した新
スマホケースです。IPHONE+等、大き
なサイズが収納可能になります。フラッ
プを開いてベルトやカバンに通して使
用するタイプです。裏地も付きます。ス
マートフォンに限らず、財布等の小物も
収納可能ですので色々な用途でご使
用ください。

spec▲

  ▲

 　　

▲
▲

▲
▲

17oz武士道セルビッチデニム
17ozヒッコリーブルーカラー
セルビッチデニム
10oz太ヒッコリーデニム
サムライスナップボタン
自動車倶楽部ネーム
日本製

color インディゴ・ヒッコリー
size   タテ27ｃｍ（フラップ含む）
　　　　　　 ヨコ11ｃｍ・マチ3.5ｃｍ
price  ￥9,000＋税   

delivery  8月末予定

■SMSPC20
新型スマホケース　　　　　　

サムライオリジナルデニムを使用したデ
ニムトートバッグです。中心に自動車倶
楽部日章ロゴの革ラベルが付くシンプ
ルなデザインです。サイドにマチポケッ
トも付きます。

spec▲
  ▲

 　　▲
サムライオリジナルセルビッチデニム
自動車倶楽部日章革ラベル
日本製

color インディゴ
size   タテ35ｃｍ・ヨコ33ｃｍ・マチ9ｃｍ
price  ￥6,800＋税   

delivery  7月末予定

■SMTB02
デニムトートバッグ　　　　　

サムライオリジナルデニムを使用したデ
ニムトートバッグです。中心に自動車倶
楽部日章ロゴの革ラベルが付くシンプ
ルなデザインです。サイドにマチポケッ

マチ9ｃｍマチ9ｃｍ



P09

 spec

キャンバススニーカー【8号帆布（弱撥水加工）】

■SM92LOW20-

国産スニーカー

＜共通＞

▲

バルカナイズ製法 

▲

アイアンクロスデザイン 

▲

ヒールパッチ日章マーク 

▲

サムライ自動車倶楽部インソールデザイン 

▲
日本製

color ブラック×ホワイト / マスタード×ネイビー / ホワイト
price  ￥24,800＋税   delivery  6月予定

P08

製造を全て国内で行った純国産のスニーカーです。「バルカナイズ製法」は今では貴重な技術と言われており、クラシカル
で手作業を要する非効率的な製法ですが、手法を変えずに手間暇をかけて丹念に作っています。グリップ性・柔軟性・クッ
ション性の良いインソールが足裏にフィットし、リラックスした履き心地で快適な歩行をサポートしてくれます。また、底とアッ
パーの結合が強く、型崩れもしにくくなっています。オールシーズンの幅広いスタイリングに重宝間違いなしの一足です。

i
i iii

スニーカー【17oz左綾特ザラ蒼刀セルビッチ】

■SM92LOW20-D17L

color インディゴデニム×ホワイト
price  ￥24,800＋税   

delivery  6月予定

実際の工具をベースにデザインを起こし真鍮素材で造り上げた自動車倶楽部オリジナ
ルレンチキーフックです。人気の高いゴールド・シルバー・ブラックの3色展開となります。
真鍮独特の使い込む程に味わい深い経年変化を楽しむ事ができるこだわりのキーフック
となっています。

▲

  ▲

　
真鍮製レンチ型キーホルダー
日本製

■ SMBLH101 -レンチ型キーホルダー-

spec

size  6（24.0） 7(25.0)  8(26.0)  9(27.0)  10(28.0)　  
弊社のスニーカーは、若干大き目で一般なシューズに比べると約ハーフサイズ（0.5cm）大きく感じる場合が御座います。

サムライ自動車倶楽部インソールデザイン 

パーの結合が強く、型崩れもしにくくなっています。オールシーズンの幅広いスタイリングに重宝間違いなしの一足です。

サムライ自動車倶楽部インソールデザイン 

▲
日本製

ブラック×ホワイト / マスタード×ネイビー / ホワイトブラック×ホワイト / マスタード×ネイビー / ホワイトブラック×ホワイト / マスタード×ネイビー / ホワイトブラック×ホワイト / マスタード×ネイビー / ホワイトブラック×ホワイト / マスタード×ネイビー / ホワイト

アイアンクロスデザイン ヒールパッチ日章マーク サムライ自動車倶楽部インソールデザイン 

color ブラック×ホワイト / マスタード×ネイビー / ホワイト

17oz左綾特ザラ蒼刀セルビッチ】

SM92LOW20-D17L
サムライ自動車倶楽部インソールデザイン 

ブラック×ホワイト / マスタード×ネイビー / ホワイトcolor ブラック×ホワイト / マスタード×ネイビー / ホワイト

17oz左綾特ザラ蒼刀セルビッチ】

SM92LOW20-D17L

ブラック×ホワイト / マスタード×ネイビー / ホワイト

color 　

sizesize
price
delivery 

color 　ゴールド・シルバー・ブラック   
size   　FREE
price      ￥4,600＋税   

delivery  7月予定

■

color
size  
price  
delivery  
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