


SAMURAI JEANS 17周年特別企画　　　　　　　　　　　　　　
「奥州武士たちの果てしなき野望」
デニム生地はサムライ17周年限定デニム「17ozオーガニックコットンスペシャルセルビッチデニム」を使用しています。経緯共に
オーガニックコットンによるオリジナルの太いムラ糸を作り、それをピュアインディゴ100％で出せる限界特濃色で染め上げ、旧式の
力織機で打ち込みを限界まで入れて織り上げた従来のサムライ17ozとは全く異なる風合いを持ったスペシャルへビィーデニムで
す。今回セルビッチ部分は、伝統の織物「刺し子」を耳で表現し、太い糸で凹凸感が強く、より色落ちアタリが期待できるものとなって
います。色はヴィンテージのデッドストックデニムをイメージしたフェード感のある赤で、非常にインパクトの強いセルビッチとなって
います。ポケット袋は定番の諸行無常ジャガードスレーキにサムライの太鼓ロゴマークをプリントしたものを使用しています。また、今
回の企画より誕生した新型リベットバー「サムライ刀鍔」もふんだんに使用しており、より戦国武将モデルの雰囲気を強めています。

P01

color : インディゴ　     size : 28～36・38・40price : ￥32,000＋税   delivery : 納期 12月予定
spec : 
17ozオーガニックコットンスペシャルセルビッチデニム / 鉄製松ノ木ボタンサムライ刀鍔リベット専用革パッチ・フラッシャー諸行無常太鼓プリントスレーキ鉄製針バックル
ストレート 
日本製  

■ S7500OG17oz （17周年限定：奥州の覇者モデル）

P01

color : インディゴ　   
  

size : 36・38・40・42・
44・46

price : ￥36,000＋税
   

delivery : 納期 12月予
定

spec : 
17ozオーガニックコット

ンスペシャル

セルビッチデニム / 鉄
製松ノ木ボタン

サムライ刀鍔リベット

専用革パッチ
諸行無常太鼓プリント

スレーキ

鉄製針バックル
ワンウォッシュ済
日本製  

■ S555OG17oz
（17周年限定：奥州の

覇者Gジャン）

基本仕様は大戦タイ
プGジャン「S0555V

X」

「奥州の覇者」をイメージした鹿革パッチ・フラッシャーデザインも非常に雰
囲気が良いです。シルエットはS5000VXに近いスッキリとした形になって
おり、デザインは、片ポケ・サスペンダーボタン・シンチベルトといったヴィン
テージ仕様、過去にご好評頂いた「独眼竜モデル」の新バージョンです。

奥州の覇者モデル



P02

＊11月納期予定としておりますが、極厚デニムの特
性上、制作に非常に時間がかかり　ますので、納期が
ずれ込む場合もございます。予めご了承ください。

超へビィー24ozデニムによるS710XXです。久しぶりの
24oz企画ですが、今回は近年非常に人気の高い細身ス
トレートモデルS710XXをベースとしました。パッチ・フ
ラッシャーは専用の新デザインとなっており、基本的な仕
様はS710XXです。

■ S710XX24oz 

■ S711VX21oz 

ー スペシャル限定：24oz細身ストレートモデル ー

spec：24ozスペシャルセルビッチデニム / 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 / 細身ストレート / 日本製

color：インディゴ　　
size   ：28～36・38・40
price ：￥32,000+税
納期  : 11月予定   　

へビィー21ozデニムによるS711VXです。人気急上昇
の股上の浅い細身ストレートモデルS711VXをベース
としました。パッチ・フラッシャーは専用の新デザイン
となっており、基本的な仕様はS711VXです。

ー スペシャル限定：21oz細身モデル ー

spec：最強21ozスペシャルセルビッチデニム / 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 / 股上の浅い細身ストレート / 日本製

color：インディゴ　　
size   ：28～36・38・40
price ：￥28,000+税
納期  : 10月予定   　

P03

　

インディゴ・ブラウン
28～36・38・40
￥23,800+税
納期 9月予定
 

color
size
price
delivery

spec インディゴ染めコーデュロイ生地
硫化ブラウン染めコーデュロイ生地
鉄製太鼓ボタン
サムライスナップボタン
サムライ上段ネーム
細身ストレート
ワンウォッシュ済
日本製

■ SJBP15-CO （コーデュロイブッシュパンツ）
オリジナルのインディゴ染め・硫化染めコーデュロイ生地によるブッシュパンツ
です。生地はCOTTON100％で12ウェルの程よい肉厚感のコーデュロイをそ
れぞれインディゴ・硫化ブラウンで染めたものを使用しています。シルエット・
デザインは人気の細身ブッシュパンツSJ505BPをベースとしました。穿き込む
ことでインディゴ・硫化ブラウンの経年変化を楽しめるパンツとなっています。
＊この生地はインディゴ染め・硫化染めによる生地の為、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。

color
size
price
delivery

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
ワンウォッシュ済
やや細身シルエット/日本製

カーキ
28・30・32・34・36・38・40
￥22,800+税
納期 12月予定

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、松の木ボタンを採
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。

■ SJ42CP （へビィーチノトラウザーズ）

＊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。

color
size
price
delivery

spec

3年前に大変ご好評頂いたローライズモデルS0610LX17ozを復活させました。デ
ニムは前作と同じくスラブ糸（ムラ感の強い糸）を緯糸に使った「限定17oz右綾セ
ルビッチデニム」です。サムライ定番デニムとは一味違う強いムラ感を感じられる
色落ち・アタリ感を楽しめます。その他、お馴染みの日の出ボタンや諸行無常ス
レーキ等の仕様となっています。シルエットはもちろん股上は浅めになりますが、非
常に穿きやすくバランスの良いシルエットとなっており細身ジーンズが好きな方に
は非常にお勧めです。

■ S610LX17oz （17ozローライズモデル）

インディゴ
28・30・32・34・36・38・40
￥23,800+税
納期 8月予定

17oz蒼刀セルビッチデニム
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
股上の浅い細身シルエット
日本製
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インディゴ
28・30・32・34・36・38・40
￥23,800+税
納期 8月予定

17oz蒼刀セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン
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インディゴ染めコーデュロイ生地
硫化ブラウン染めコーデュロイ生地

オリジナルのインディゴ染め・硫化染めコーデュロイ生地によるブッシュパンツ
です。生地はCOTTON100％で12ウェルの程よい肉厚感のコーデュロイをそ
れぞれインディゴ・硫化ブラウンで染めたものを使用しています。シルエット・
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　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
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color
size
price
delivery

真17oz左綾蒼刀セルビッチデニム
オリジナルへビィーネル生地
コーデュロイ生地
鉄製竹ボタン
刃モデル織ネーム
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

■S0101LJ （裏地付きGジャン）　　　　　　　　　　　　　　　　

spec：真17oz左綾蒼刀セルビッチデニム / オリジナルへビィーネル生地 / コーデュロイ生地 / 鉄製竹ボタン
         刃モデル織ネーム / ギャランティーチケット / ワンウォッシュ済 / 日本製

人気の刃モデルシリーズにライナー付きＧジャンが登場致しました。刃17oz左綾セルビッチデニムは40年代の色と
紡績の再現を目指し、落綿を入れてネップ感のあるムラ感の強い風合いを持たせた糸を縦糸は淡いインディゴ、横糸
は薄く灰色に染め上げた、藍のような表情となっているデニムです。裏はオリジナルの先染めへビィーネル生地を使用
しております。襟と脇のポケット内にはコーデュロイ生地を使用しています。Ｇジャンではありますが裏地も付くので肉
厚もあり、防寒性も高いものとなっています。シルエットはＧジャンらしいタイト・ショートで、脇にもポケットが付くデザ
インとなっています。

color：インディゴ　　
size   ：36・38・40・42・44
price ：￥39,000+税
納期  : 9月予定   　

spec：オリジナルビーチクロス生地 / 牛革 / 裏地キルティング / 中綿シンサレート / サムライスナップボタン
           別注リブ / ユニバーサルファスナー / サムライ上段ネーム / 日本製

ビーチクロス生地とレザーによるファラオジャケットです。生地はコットン糸とウール糸でラッセル編み機により忠実に仕上
げたオリジナルのビーチクロス。コットンとウールの2層構造になる生地ですが、コットンの表面は番手の異なった太い糸を
ブルーに染めて撚り合わせ、ビーチクロスの「ごま塩」のような表情に加え、よりサムライらしさをイメージした独自のものと
なっています。裏のウール面はメリノ産の梳毛ウールで柔らかく、太い糸を極限まで度詰めで編み立て、更に深く起毛をかけ
ている為、耐久性に優れており、防寒性も高い非常に重厚な生地となっています。袖は黒の牛革を使い、裏はキルティングで
中綿にはシンサレートを採用しています。ファラオジャケットとしては着丈を詰めて、ある程度タイトに着る事が出来るシル
エットとなっています。脇と胸にはポケットも付き、機能性も考えられています。リブは別注で編立て肉厚な仕様としました。

■SJPHA-BC（ビーチクロスファラオジャケット）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
color：ブルー 　　
size   ：S・M・L・XL
price ：￥87,000+税
納期  : 10月予定   　

-Jacket-

オリジナルビーチクロス生地 / 牛革 / 裏地キルティング / 中綿シンサレート / サムライスナップボタン

エットとなっています。脇と胸にはポケットも付き、機能性も考えられています。リブは別注で編立て肉厚な仕様としました。

■SJPHA-BC

           別注リブ / ユニバーサルファスナー / サムライ上段ネーム / 日本製

P05

color
size
price
delivery
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オリジナルへビィーネル生地
コーデュロイ生地
鉄製竹ボタン
刃モデル織ネーム
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

■SJDH15 （デニムDECK HOOKジャケット）　　　　　　　　　　　　　　　　

spec：17ozオーガニックコットンスペシャル / セルビッチデニム / 17oz武士道ブラックブラックセル
　　 ビッチデニム / アルパカウールボア / サムライ上段ネーム / ユニバーサルファスナー / 別注リブ
　　 ワンウォッシュ済 / 日本製

デニムによるDECK HOOKジャケットです。生地はサムライ17周年限定デニム「17ozオーガニックコットン
セルビッチデニム」と、人気のBKBデニム「17oz武士道ブラックブラックセルビッチデニム」です。裏地には
アルパカウールを使いました。前立てはフックと更に中にファスナーが付く仕様です。リブは別注で編立て
肉厚な仕様としています。17ozのタフなデニムと相俟って非常に重厚で防寒性の高いジャケットに仕上
がっています。着込めば着込む程に風合いが増すのはデニムならではです。

color：インディゴ・ブラック
size   ：S・M・L・XL
price ：￥75,000+税
納期  :　11月予定   　

spec：オリジナル10oz防水デニム / へリンボンツイル生地 / インディゴ染め二重織刺し子生地（ライニング） / GIバックル 
            サムライスナップボタン / ユニバーサルファスナー / ナット削り出しボタン / レザーパーツ / ラクーンファー（取り外し可）
            サムライ上段ネーム / ワンウォッシュ済 / 日本製

防水デニムを使用したモッズコートになります。表地はサムライオリジナルの10oz防水デニムを使用しており、裏地に
はオリーブのへリンボンツイルを使いました。更にライニングには取り外し可能のベストが付きます。ベストはインディ
ゴ染めの刺し子生地を使用しており単独でも着て頂けます。また、フードのファーについても取り外し可能になってお
り、ライニングも外せば春や秋もコートとして長い季節着用頂けます。シルエット的には身幅を絞りある程度のタイトさ
が出せるようにしております。着込めば着込む程に味が出るのはデニム素材ならではです。ファーはラクーンのリアル
ファーを使用しており、ボタンは水牛の角製、部分的にレザーパーツを使用する等の細部にもこだわっています。

■SJMCT15（デニムモッズコート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
color：インディゴ 　　
size   ：S・M・L・XL
price ：￥62,000+税
納期  :  10月予定   　

-Jacket-

＊「サムライ防水デニム」とは、デニムの
裏に透湿防水シートを張り、更に表に撥
水加工を施したものです。
透湿防水シートとは水は通さずに湿気を
通して外に逃がすもので、主に建築資材
としても使われますが本
デニムには医療用のものを採用していま
す。経年の使用・お洗濯で撥水効果は失
われます。予めご了承下さい。
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color
size
price
delivery

真17oz左綾蒼刀セルビッチデニム
オリジナルへビィーネル生地
コーデュロイ生地
鉄製竹ボタン
刃モデル織ネーム
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

■S0101LJ （裏地付きGジャン）　　　　　　　　　　　　　　　　

spec：真17oz左綾蒼刀セルビッチデニム / オリジナルへビィーネル生地 / コーデュロイ生地 / 鉄製竹ボタン
         刃モデル織ネーム / ギャランティーチケット / ワンウォッシュ済 / 日本製

人気の刃モデルシリーズにライナー付きＧジャンが登場致しました。刃17oz左綾セルビッチデニムは40年代の色と
紡績の再現を目指し、落綿を入れてネップ感のあるムラ感の強い風合いを持たせた糸を縦糸は淡いインディゴ、横糸
は薄く灰色に染め上げた、藍のような表情となっているデニムです。裏はオリジナルの先染めへビィーネル生地を使用
しております。襟と脇のポケット内にはコーデュロイ生地を使用しています。Ｇジャンではありますが裏地も付くので肉
厚もあり、防寒性も高いものとなっています。シルエットはＧジャンらしいタイト・ショートで、脇にもポケットが付くデザ
インとなっています。

color：インディゴ　　
size   ：36・38・40・42・44
price ：￥39,000+税
納期  : 9月予定   　

spec：オリジナルビーチクロス生地 / 牛革 / 裏地キルティング / 中綿シンサレート / サムライスナップボタン
           別注リブ / ユニバーサルファスナー / サムライ上段ネーム / 日本製

ビーチクロス生地とレザーによるファラオジャケットです。生地はコットン糸とウール糸でラッセル編み機により忠実に仕上
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エットとなっています。脇と胸にはポケットも付き、機能性も考えられています。リブは別注で編立て肉厚な仕様としました。

■SJPHA-BC（ビーチクロスファラオジャケット）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
color：ブルー 　　
size   ：S・M・L・XL
price ：￥87,000+税
納期  : 10月予定   　

-Jacket-
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color
size
price
delivery
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アルパカウールを使いました。前立てはフックと更に中にファスナーが付く仕様です。リブは別注で編立て
肉厚な仕様としています。17ozのタフなデニムと相俟って非常に重厚で防寒性の高いジャケットに仕上
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インディゴ・ブラック 
S・M・L・XL
￥18,000+税
納期 3月予定

color
size
price
delivery

17ozオーガニックコットンスペシャル
セルビッチデニム
17oz武士道ブラックセルビッチデニム
オリジナルくるみボタン
（オーガニックシャンブレー生地）
サムライ上段ネーム
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済 / 日本製

color

size
price

delivery

01 ブルー（ビーチクロス）
02 イエロー（チェックメルトン）
02 グレー（チェックメルトン）
S・M・L・XL
01￥33,000+税
02￥23,000+税
納期 9月予定

spec オリジナルビーチクロス
バッファローチェックウールメルトン
ナット削り出しボタン
サムライスナップボタン
サムライ上段ネーム
日本製

インディゴ染め刺し子生地と10oz刀耳セルビッチデニムによるカバーオー
ルです。刺し子は縦横20番の平組織の2重織生地に、9番双の太い糸を刺
し子にしたユニークな生地で、格子柄のシンプルな刺し子です。インディゴ
ロープ染色の為、経年での色落ちも楽しめます。襟・ポケットについては
10oz刀耳セルビッチデニムを使い、アクセントとしました。シルエット・デザ
インはアーリータイプのワークジャケットで、縫製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。ボタンはオリジナルの太鼓チェンジ
ボタン仕様となっています。

インディゴ・ブラック
S・M・L・XL
￥29,000+税
納期 9月予定

color
size
price
delivery

spec 17ozオーガニックコットンスペシャル
セルビッチデニム
17oz武士道ブラックセルビッチデニム
オリジナルくるみボタン
（オーガニックシャンブレー生地）
サムライ上段ネーム
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

■ SJSC15-D （デニムサックジャケット）
サムライオリジナルへビィーデニムによるサックジャケットです。生地はサムラ
イ17周年限定デニム「17ozオーガニックコットンセルビッチデニム」と、人気
の零ブラックデニム「17oz武士道ブラックセルビッチデニム」です。テイラード
とワークを掛け合わせたデザインでややタイトなシルエットとなっており、三つ
ボタン、パッチポケット、ノーベントのシンプルな仕様です。ボタンはオーガニッ
クシャンブレー生地によるオリジナルのくるみボタンです。着込めば着込む程
に風合いが増すのはデニムならではです。

color
size
price
delivery

spec インディゴ染め二重織刺し子生地
10oz刀耳セルビッチデニム
オリジナル太鼓チェンジボタン
サムライオーバーオールズネーム
ギャランティーチケット
日本製

インディゴ

36・38・40・42・44
￥29,000+税
納期 9月予定

オリジナルウール生地によるウールベストです。生地はビーチクロス、
バッファローチェックメルトン2色の3タイプです。ハンティング・ワーク
の要素の入ったデザインで、前身に付いたポケットは脇にも手を入れ
ることが可能になっており機能性も考えられています。ナットボタンや
オリジナルスナップボタン等、細部にもこだわっています。

■ SJVT15-W01/ SJVT15-W02 （ウールベスト）

■ S40CV-SK （刺し子カバーオール）

-Vest-

ることが可能になっており機能性も考えられています。ナットボタンや
オリジナルスナップボタン等、細部にもこだわっています。

■ 

color

■ SJSC15-D 
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■ SNL15-01 （撚り杢へビィーネルシャツ）

■ SNW15-01 （撚り杢へビィーネルウエスタンシャツ）

オリジナル先染め撚り杢
スーパーへビィーネル生地
別布キナリスレーキ
ナット削り出しボタン
サムライオーバーオールズネーム
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

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。ア
クセントとして生成りのへリンボン生地を要所に用いて、ボタンは天然のナットを削り出したもの。
縫製はトリプルステッチ巻縫い中心の堅牢な仕様。

シルエットはウエスタンシャツらしいタイトな作りでバランスの良い着こなしを考慮し、
ヨーク・ポケットはサムライが持つ刀をイメージした鋭角なデザイン。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。

　　   ヘヴィネルシャツ　　　　　　　　　　　　　　

spec：オリジナル先染め撚り杢スーパーへビィーネル生地 / 別布キナリスレーキ
          ナット削り出しボタン / サムライオーバーオールズネーム / ギャランティーチケット
          ワンウォッシュ済 / 日本製

spec：オリジナル先染め撚り杢スーパーへビィーネル生地  / 別布ネイビースレーキ
          スクエアー型ドットボタン / ネコ目ボタン / サムライ上段ネーム 
          ギャランティーチケット / ワンウォッシュ済 / 日本製

生地は10番双の太い糸をベースに部分的にネイビーの撚り杢糸を入れたオリジナルの柄・配色のへ
ビィーネルチェックです。直染による先染め糸なので着込めば着込む程に味が出ていきます。更に起毛加
工を施しています。シャツとしては同じ型ですが3色とも異なったチェック柄にしています。これまでのサムラ
イへビィーネルとは糸から全て異なる新生地となっています。

color：オレンジ
           パープル
           グリーン
size   ：XS・S・M・L・XL・XXL
price ：￥23,000+税
納期  :　9月予定   　

-Shirt-
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インディゴ・ブラック 
S・M・L・XL
￥18,000+税
納期 3月予定
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size
price
delivery
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日本製

インディゴ染め刺し子生地と10oz刀耳セルビッチデニムによるカバーオー
ルです。刺し子は縦横20番の平組織の2重織生地に、9番双の太い糸を刺
し子にしたユニークな生地で、格子柄のシンプルな刺し子です。インディゴ
ロープ染色の為、経年での色落ちも楽しめます。襟・ポケットについては
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とワークを掛け合わせたデザインでややタイトなシルエットとなっており、三つ
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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。ア
クセントとして生成りのへリンボン生地を要所に用いて、ボタンは天然のナットを削り出したもの。
縫製はトリプルステッチ巻縫い中心の堅牢な仕様。
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生地は10番双の太い糸をベースに部分的にネイビーの撚り杢糸を入れたオリジナルの柄・配色のへ
ビィーネルチェックです。直染による先染め糸なので着込めば着込む程に味が出ていきます。更に起毛加
工を施しています。シャツとしては同じ型ですが3色とも異なったチェック柄にしています。これまでのサムラ
イへビィーネルとは糸から全て異なる新生地となっています。
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           グリーン
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納期  :　9月予定   　

-Shirt-
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spec 刺し子生地（生成り／黒）
武田菱柄刺し子生地
ナット削り出しボタン
サムライオーバーオールズネーム
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

刺し子生地による長袖ワークシャツです。生地は生成りベースの綿布に黒
の太い糸で刺し子したもので、ホワイト（無地）と、手捺染により伝統の文様
「武田菱」柄に染めたネイビー・ブラウンの3色展開です。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、シルエットは全
体的にスッキリさせています。特徴的な刺し子生地と伝統の文様をワーク
シャツに落とし込む事により、独特な雰囲気を持ったシャツとなっていま
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。ボタンはナット
製です。

■ SSS15-L01 （刺し子ワークシャツ）

ホワイト
「武田菱柄」ネイビー・ブラウン
XS・S・M・L・XL・XXL
￥23,000+税
納期 8月予定

color

size

price
delivery

spec インディゴ撚り杢ピンストライプ生地
10oz刀耳セルビッチデニム
鉛ボタン
サムライオーバーオールズネーム
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

■ SWP15-L （インディゴウォッチポケットワークシャツ）
オリジナルの10ozセルビッチデニムとインディゴ撚り杢ピンストライプ生地に
よるウォッチポケットシャツです。デザインは胸のウォッチポケット、前立てが
途中でなくなり裾に向けてラウンドする始末などクラシカルな仕様を取り入れ
たアーリータイプシャツになります。縫製では細番手中心で運針も細かくして
ドレスシャツの要素も取り入れています。生地は10番のムラ糸による濃紺の
セルビッチデニムと、インディゴ撚り杢糸に太い白糸を等間隔に入れたピンス
トライプ生地です。着込めば着込む程に味が出ていきます。ボタンは重厚感の
ある鉛（なまり）製です。シルエットはタイトでスッキリとしています。

インディゴ・ブラック 
XS・S・M・L・XL・XXL
￥22,000+税
納期 8月予定

color
size
price
delivery

インディゴ
撚り杢インディゴストライプ 
XS・S・M・L・XL・XXL
￥19,500+税
納期 8月予定

color

size
price
delivery

spec 手裏剣柄インディゴウォバッシュ生地
手裏剣柄ブラックウォバッシュ生地
別布紺・黒スレーキ
ネコ目ボタン
サムライオーバーオールズネーム
ギャランティーチケット
ロングウォッシュ済
日本製

■ SSKS-L01 （手裏剣ウォバッシュワークシャツ）
オリジナル手裏剣ウォバッシュ生地によるワークシャツです。生地はインディゴと硫
化ブラックに染めた生地を手裏剣柄で抜染したオリジナルのウォバッシュ生地で
す。また、別布を要所に用いてアクセントとしています。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新型デザインで、シルエットは全体的にスッキリさ
せています。ボタンは金属製の猫目型です。縫製はトリプルステッチ巻縫い中心の
堅牢な仕様です。
注)この生地は経緯共に濃色のインディゴ・ブラック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。

■ SSKS-L01

■ SWP15-L 

刺し子生地による長袖ワークシャツです。生地は生成りベースの綿布に黒
の太い糸で刺し子したもので、ホワイト（無地）と、手捺染により伝統の文様
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color

size

price

delivery

spec

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
チオックスになります。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ベースで更にデニ
ムでお馴染みの刀耳（シルバーラメ）を採用しており、アクセントとなって
おります。ボタンダウンシャツですが部分的には太い番手を使いワーク
シャツらしい縫製仕様にもなっております。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おります。

■ SJBD-L02 （セルビッチオックスBDシャツ：新型）

ホワイト・ブルー・ブラック

XS・S・M・L・XL・XXL

￥19,500+税

納期 8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

■ SWD-L02 （デニムウエスタンシャツ飛翔）
ヨークやポケットはお馴染みサムライ刃飛翔ステッチを意識したデザイン。

■ SWD-L01 （デニムウエスタンシャツカモメ）
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　　　　　　　　　　　　　　

spec：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 / サムライ上段ネーム / ワンウォッシュ済 /日本製

毎回人気のデニムウエスタンシャツです。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のステッチを意識したデザインです。

color：インディゴ
size   ：XS・S・M・L・XL・XXL　
price：￥19,000+税
納期  : 9月予定   　

カモ
メ

飛翔
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spec 刺し子生地（生成り／黒）
武田菱柄刺し子生地
ナット削り出しボタン
サムライオーバーオールズネーム
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

刺し子生地による長袖ワークシャツです。生地は生成りベースの綿布に黒
の太い糸で刺し子したもので、ホワイト（無地）と、手捺染により伝統の文様
「武田菱」柄に染めたネイビー・ブラウンの3色展開です。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、シルエットは全
体的にスッキリさせています。特徴的な刺し子生地と伝統の文様をワーク
シャツに落とし込む事により、独特な雰囲気を持ったシャツとなっていま
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。ボタンはナット
製です。

■ SSS15-L01 （刺し子ワークシャツ）

ホワイト
「武田菱柄」ネイビー・ブラウン
XS・S・M・L・XL・XXL
￥23,000+税
納期 8月予定

color

size

price
delivery

spec インディゴ撚り杢ピンストライプ生地
10oz刀耳セルビッチデニム
鉛ボタン
サムライオーバーオールズネーム
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

■ SWP15-L （インディゴウォッチポケットワークシャツ）
オリジナルの10ozセルビッチデニムとインディゴ撚り杢ピンストライプ生地に
よるウォッチポケットシャツです。デザインは胸のウォッチポケット、前立てが
途中でなくなり裾に向けてラウンドする始末などクラシカルな仕様を取り入れ
たアーリータイプシャツになります。縫製では細番手中心で運針も細かくして
ドレスシャツの要素も取り入れています。生地は10番のムラ糸による濃紺の
セルビッチデニムと、インディゴ撚り杢糸に太い白糸を等間隔に入れたピンス
トライプ生地です。着込めば着込む程に味が出ていきます。ボタンは重厚感の
ある鉛（なまり）製です。シルエットはタイトでスッキリとしています。

インディゴ・ブラック 
XS・S・M・L・XL・XXL
￥22,000+税
納期 8月予定

color
size
price
delivery

インディゴ
撚り杢インディゴストライプ 
XS・S・M・L・XL・XXL
￥19,500+税
納期 8月予定

color

size
price
delivery

spec 手裏剣柄インディゴウォバッシュ生地
手裏剣柄ブラックウォバッシュ生地
別布紺・黒スレーキ
ネコ目ボタン
サムライオーバーオールズネーム
ギャランティーチケット
ロングウォッシュ済
日本製

■ SSKS-L01 （手裏剣ウォバッシュワークシャツ）
オリジナル手裏剣ウォバッシュ生地によるワークシャツです。生地はインディゴと硫
化ブラックに染めた生地を手裏剣柄で抜染したオリジナルのウォバッシュ生地で
す。また、別布を要所に用いてアクセントとしています。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新型デザインで、シルエットは全体的にスッキリさ
せています。ボタンは金属製の猫目型です。縫製はトリプルステッチ巻縫い中心の
堅牢な仕様です。
注)この生地は経緯共に濃色のインディゴ・ブラック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。
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color

size

price

delivery

spec

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
チオックスになります。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ベースで更にデニ
ムでお馴染みの刀耳（シルバーラメ）を採用しており、アクセントとなって
おります。ボタンダウンシャツですが部分的には太い番手を使いワーク
シャツらしい縫製仕様にもなっております。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おります。

■ SJBD-L02 （セルビッチオックスBDシャツ：新型）

ホワイト・ブルー・ブラック

XS・S・M・L・XL・XXL

￥19,500+税

納期 8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

■ SWD-L02 （デニムウエスタンシャツ飛翔）
ヨークやポケットはお馴染みサムライ刃飛翔ステッチを意識したデザイン。

■ SWD-L01 （デニムウエスタンシャツカモメ）
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　　　　　　　　　　　　　　

spec：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 / サムライ上段ネーム / ワンウォッシュ済 /日本製

毎回人気のデニムウエスタンシャツです。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のステッチを意識したデザインです。

color：インディゴ
size   ：XS・S・M・L・XL・XXL　
price：￥19,000+税
納期  : 9月予定   　

ヨークやポケットはお馴染みサムライ刃飛翔ステッチを意識したデザイン。

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 / サムライ上段ネーム / ワンウォッシュ済 /日本製

カモ
メ

飛翔



厳選された高品質の原綿を使用し、14番手の太いコーマ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、着るたびに増す風合いと、強さを兼ね備えたこだわりのＴシャツシリーズです。

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。インディゴ糸が絶妙な杢感を醸し出し、着込んでいく事でさらに風合
いが増していきます。フライスにはあえて濃紺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。

spec spec

ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ
S・M・L・XL / ￥8,800+税 / 8月末予定　

14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製

■ SJSLT15-102 

オリジナルヘヴィーウェイトインディゴ裏毛スウェット

ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ
S・M・L・XL / ￥8,800+税 / 8月末予定

14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製

spec spec

■ SJSLT-SLM （無地ロングスリーブTシャツ）

ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ
S・M・L・XL / ￥8,000+税 /  8月末予定

14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製

■ SJSLT15-HSM （無地五分袖フットボールTシャツ）

カラー：ホワイト・ネイビー・レッド
S・M・L・XL / ￥7,000+税 / 8月末予定

14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ / サイドパネル
三本針バインダーネック / 日本製

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

■ SIS15-101

■ SJSLT15-101　

ロングスリーブTシャツ

（両Vガゼットスウェット）
インディゴ

XS・S・M・L・XL・XXL
￥21,000+税 
9月末予定

spec インディゴ裏毛 / 太番手綿糸縫製
ナットボタン / ワンウォッシュ
日本製

■ SIS15-102
（ショールカラースウェット）

インディゴ
XS・S・M・L・XL・XXL
￥24,000+税 
9月末予定
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裏糸に極太番手を採用したSWEATシリーズ。裏糸のループを大きくしており、そこに微起毛を施すことで、多くの空気が蓄えら
れ空気の層をつくり、温かさを保ちます。また、リサイクルコットンをブレンドしてあるため、そのスラブ生地のような凹凸感や柔
らかさのある素材感が裏毛と相まって、まさに育てるという言葉がふさわしい経年変化を堪能することができます。身頃はサイ
ドパネル仕様となっており、ただ頑丈になるというだけではなく、着込む程に体に馴染み、絶妙な着心地が楽しめるこだわりの
SWEATシリーズとなっています。
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spec spec

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー　
S・M・L・XL / ￥16,000+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
サイドパネル / 日本製

■SWS15-102M 

リサイクルコットン空紡糸へビィーウエイトスウェット

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥13,500+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
サイドパネル / 日本製

spec spec

■ SWS15-103M

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥18,000+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
WALDESファスナー / サイドパネル / 日本製

■ SWS15-104M

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥15,500+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
サイドパネル / 日本製

■ SWS15-101　
（無地クルーネックスウェット）

（無地ハーフジップスウェット）

spec spec

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥16,000+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
WALDESファスナー / サイドパネル / 日本製

■SWS15-106M 

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥16,500+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
ナットボタン / サイドパネル / 日本製

■ SWS15-105M
（無地スウェットカーディガン）

（無地ジップアップパーカー） （無地プルオーバーパーカー）



厳選された高品質の原綿を使用し、14番手の太いコーマ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、着るたびに増す風合いと、強さを兼ね備えたこだわりのＴシャツシリーズです。

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。インディゴ糸が絶妙な杢感を醸し出し、着込んでいく事でさらに風合
いが増していきます。フライスにはあえて濃紺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。

spec spec

ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ
S・M・L・XL / ￥8,800+税 / 8月末予定　

14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製

■ SJSLT15-102 

オリジナルヘヴィーウェイトインディゴ裏毛スウェット

ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ
S・M・L・XL / ￥8,800+税 / 8月末予定

14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製

spec spec

■ SJSLT-SLM （無地ロングスリーブTシャツ）

ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ
S・M・L・XL / ￥8,000+税 /  8月末予定

14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製

■ SJSLT15-HSM （無地五分袖フットボールTシャツ）

カラー：ホワイト・ネイビー・レッド
S・M・L・XL / ￥7,000+税 / 8月末予定

14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ / サイドパネル
三本針バインダーネック / 日本製

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

■ SIS15-101

■ SJSLT15-101　

ロングスリーブTシャツ

（両Vガゼットスウェット）
インディゴ

XS・S・M・L・XL・XXL
￥21,000+税 
9月末予定

spec インディゴ裏毛 / 太番手綿糸縫製
ナットボタン / ワンウォッシュ
日本製

■ SIS15-102
（ショールカラースウェット）

インディゴ
XS・S・M・L・XL・XXL
￥24,000+税 
9月末予定

P10

裏糸に極太番手を採用したSWEATシリーズ。裏糸のループを大きくしており、そこに微起毛を施すことで、多くの空気が蓄えら
れ空気の層をつくり、温かさを保ちます。また、リサイクルコットンをブレンドしてあるため、そのスラブ生地のような凹凸感や柔
らかさのある素材感が裏毛と相まって、まさに育てるという言葉がふさわしい経年変化を堪能することができます。身頃はサイ
ドパネル仕様となっており、ただ頑丈になるというだけではなく、着込む程に体に馴染み、絶妙な着心地が楽しめるこだわりの
SWEATシリーズとなっています。

P11

spec spec

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー　
S・M・L・XL / ￥16,000+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
サイドパネル / 日本製

■SWS15-102M 

リサイクルコットン空紡糸へビィーウエイトスウェット

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥13,500+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
サイドパネル / 日本製

spec spec

■ SWS15-103M

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥18,000+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
WALDESファスナー / サイドパネル / 日本製

■ SWS15-104M

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥15,500+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
サイドパネル / 日本製

■ SWS15-101　
（無地クルーネックスウェット）

（無地ハーフジップスウェット）

spec spec

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥16,000+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
WALDESファスナー / サイドパネル / 日本製

■SWS15-106M 

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥16,500+税 / 10月末予定　

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
ナットボタン / サイドパネル / 日本製

■ SWS15-105M
（無地スウェットカーディガン）

（無地ジップアップパーカー） （無地プルオーバーパーカー）
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刃モデルでお馴染み『真17oz左綾蒼刀セルビッチデニム』を使ったワークキャップです。被り
心地は若干浅めになります。ツバには柔らかい芯材を入れ、額やこめかみが痛くならないよう
にしています。芯材は形状記憶素材の為、原型のラウンドを崩しにくいです。刃モデルをイメ
ージして、ギャランティーチケットを縫い付け、菊穴にはデニムの縫製でお馴染みのイエロー
糸を使用しました。

■ SJ201WC15-D （デニムワークキャップ）

color
size
price
delivery

インディゴ
FREE
￥6,500+税
納期 9月予定

spec 真17oz左綾蒼刀セルビッチデニム
刃モデル織ネーム
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

『男気15oz刀耳セルビッチデニム』を使ったハンチングキャップです。バック部分には鉄製
バックルのシンチベルトが付いておりサイズ調整が可能です。シンチベルト部分には贅沢に
もセルビッチ仕様にしました。使えば使うほど味が出るのはデニム素材ならではです。過去
にご好評頂いた「デニムハンチング」の深さやシルエットを調整し、シンチベルトを加えた新
バージョンです。

■ SJ301HN15-D （デニムハンチング）

color
size
price
delivery

インディゴ

FREE  
￥6,500+税
納期 11月予定

spec 男気15oz刀耳セルビッチデニム
サムライ上段ネーム
鉄製バックル
ワンウォッシュ
日本製

 

上質なUS産ステアハイドを使用、5～6ミリ厚、幅4.5センチのワイルドなダブルピンレザーベル
トです。質の高いレザーを使い、国内の高い技術を誇る職人によって丁寧に仕上げられておりま
す。真鍮特有の素材感を生かした大型のオリジナルダブルピンバックルとの組み合わせでよりワ
イルドな雰囲気に仕上がっています。
※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バラツキが生じます。

■ A104-15 （ダブルピンベルト）

color
size
price
delivery

　ナチュラル・ブラック
ブラウン
30・32・34・36・38　
￥19,000+税
納期 12月予定

spec US産カウハイド
オリジナル真鍮尾錠
日本製

 

デニムに使われるインディゴ・硫化染料のロープ染色糸によるニットキャップです。芯白染料法
であるロープ染色による糸なので、色落ちによる経年変化が楽しめます。綿糸による爽やかな被
り心地で肌へのストレスを軽減し、模様は新デザインです。リブにも柄を入れ、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シルエットです。
注)この生地はインディゴ染め・硫化染めによる生地の為、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。

■ SJ501NC15 （インディゴニットキャップ）

color

size
price
delivery

濃インディゴ ・ 淡インディゴ
ブラック
FREE
￥6,000+税
納期 10月予定

spec インディゴロープ染色糸
硫化ブラックロープ染色糸
SAMURAIピスネーム
サムライ上段ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

 

デニムに使われるインディゴ・硫化染料のロープ染色糸によるニットキャップです。芯白染料法
であるロープ染色による糸なので、色落ちによる経年変化が楽しめます。綿糸による爽やかな被
り心地で肌へのストレスを軽減し、模様は新デザインです。リブにも柄を入れ、シルエットは男女

注)この生地はインディゴ染め・硫化染めによる生地の為、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。
注)この生地はインディゴ染め・硫化染めによる生地の為、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。

バックルのシンチベルトが付いておりサイズ調整が可能です。シンチベルト部分には贅沢に
もセルビッチ仕様にしました。使えば使うほど味が出るのはデニム素材ならではです。過去
にご好評頂いた「デニムハンチング」の深さやシルエットを調整し、シンチベルトを加えた新
バージョンです。

color
size
price
delivery
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にしています。芯材は形状記憶素材の為、原型のラウンドを崩しにくいです。刃モデルをイメ
ージして、ギャランティーチケットを縫い付け、菊穴にはデニムの縫製でお馴染みのイエロー
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た、部位によって厚みに多少バラツキが生じます。
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サムライオリジナルセルビッチデニムを使用したトートバッグです。両サイドのマチにポ
ケットが付くシンプルな仕様で、前後にサムライジーンズ・サムライ倶楽部のブランドロゴ
のプリントを入れています。

■ SFTB-01 （デニムトートバッグ）　　　　　　　　　

color
size
price
delivery

インディゴ

FREE

￥6,000+税

納期 12月予定

spec サムライオリジナルセルビッチデニム
プリント入り
日本製

 

17oz武士道セルビッチデニムと17ozヒッコリーデニムをそれぞれ使用したがま口財布で
す。外側にポケットを設けることによりカード等の収納できるように配慮しました。ボディ部分
にデニム生地を使用することで耐久性に優れ、非常に頑丈に出来ています。中はサムライ
大戦モデルS3000VXに使用する赤へリンボン生地を使用しています。デニムならではの経
年変化を楽しめるようになっています。

■ SJDGK15 （デニムがま口）

color
size
price
delivery

インディゴ・ヒッコリー

縦11㎝・横15㎝
￥6,000+税
納期 11月予定

spec 17oz武士道セルビッチデニム
17ozヒッコリーセルビッチデニム
ヘリンボンツイル
サムライスナップボタン
SAMURAIピスネーム
日本製

17ozオーガニックコットンスペシャルセルビッチデニムと二重織り刺し子生地を使用したトート
バッグです。裏地にはインディゴピンヘッド生地を使用しています。刺し子生地とデニムの相性も
良く、使い込めば独特の経年変化が楽しめます。バッグはフロントと中にも小型のポケットが付
き、収能力にも優れています。

■ SJTB15-SK （刺し子トートバッグ）

color
size
price
delivery

インディゴ

￥19,000+税
納期 12月予定

spec 17ozオーガニックコットンスペシャル
セルビッチデニム
インディゴ染め二重織刺し子生地
インディゴピンヘッド生地
オーガニックコットンスラブサージ生地
サムライスナップボタン / SAMURAIピスネーム
WALDESファスナー / 日本製

デニムと藍染めレザーによるショルダーバッグです。生地は17oz武士道セルビッチデニムと
17oz左綾蒼刀セルビッチデニムの2種類、裏地には濃淡インディゴのストライプ生地、更に肩紐
には本藍染めの馬革を使用しており大変贅沢な仕様となっています。ポケットを多く付属するこ
とにより機能性にも大変優れています。表は二種類のデニム生地を使用していますので一味
違った経年変化が楽しめます。

■ SFDB15 （デニムショルダーバッグ）

color
size
price
delivery

インディゴ

縦26㎝・横34㎝・マチ9㎝
￥35,000+税
納期 9月予定

spec 17oz武士道セルビッチデニム
17oz左綾蒼刀セルビッチデニム
10ozインディゴ濃淡ストライプ生地
本藍染めレザー（馬革）
SAMURAIピスネーム
ユニバーサルファスナー
サムライオリジナルリベット / 日本製

■ SFDB15

（デニムトートバッグ）　　　　　　　　　

年変化を楽しめるようになっています。

color
size
price
delivery

17oz武士道セルビッチデニムと17ozヒッコリーデニムをそれぞれ使用したがま口財布で
す。外側にポケットを設けることによりカード等の収納できるように配慮しました。ボディ部分
にデニム生地を使用することで耐久性に優れ、非常に頑丈に出来ています。中はサムライ
大戦モデルS3000VXに使用する赤へリンボン生地を使用しています。デニムならではの経
年変化を楽しめるようになっています。

■ 

年変化を楽しめるようになっています。

color

サムライオリジナルセルビッチデニムを使用したトートバッグです。両サイドのマチにポ
ケットが付くシンプルな仕様で、前後にサムライジーンズ・サムライ倶楽部のブランドロゴ

サムライオリジナルセルビッチデニム

サムライオリジナルセルビッチデニムを使用したトートバッグです。両サイドのマチにポ
ケットが付くシンプルな仕様で、前後にサムライジーンズ・サムライ倶楽部のブランドロゴ

デニムと藍染めレザーによるショルダーバッグです。生地は17oz武士道セルビッチデニムと
17oz左綾蒼刀セルビッチデニムの2種類、裏地には濃淡インディゴのストライプ生地、更に肩紐
には本藍染めの馬革を使用しており大変贅沢な仕様となっています。ポケットを多く付属するこ
とにより機能性にも大変優れています。表は二種類のデニム生地を使用していますので一味

17oz左綾蒼刀セルビッチデニム
10ozインディゴ濃淡ストライプ生地

サムライオリジナルリベット / 日本製

デニムと藍染めレザーによるショルダーバッグです。生地は17oz武士道セルビッチデニムと
17oz左綾蒼刀セルビッチデニムの2種類、裏地には濃淡インディゴのストライプ生地、更に肩紐
には本藍染めの馬革を使用しており大変贅沢な仕様となっています。ポケットを多く付属するこ
とにより機能性にも大変優れています。表は二種類のデニム生地を使用していますので一味

10ozインディゴ濃淡ストライプ生地

縦30㎝・横40㎝・マチ11㎝
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■ SJSDL15-01 （ブラック・スウェード） ■ SJSDL15-02 （ブラウン・レザー）

サムライオリジナルセルビッチデニムをランダムに使用したデニムパッチワーククッションです。01はサムライジーンズの刃左綾デニム・零17ozデニム等を
使い、背面に付くポケットも刃モデルをイメージしたものとなっています。02はサムライ自動車倶楽部の17ozへリンボン・ヒッコリーを使い、同じくポケットは
自動車倶楽部ワークパンツをイメージしたものとなっています。クッションカバーとはいえ、サムライらしいへビィーでタフな仕上がりとなっています。

製造を全て国内で行った純国産のレザー、スウェードのサンダルです。ソールは足に馴染むようにコルクを使用し、歩行時の衝撃を軽減させるため柔
軟性と弾力性があるインソールを採用しておりますので快適にサポートしてくれます。履き込むことによりそれぞれ特有の経年変化も楽しめ、シンプ
ルデザインなのでオールシーズンの幅広いスタイリングに重宝間違いない一足です。

デニムパッチワーククッション

■ SFDPC15-01 ■ SFDPC15-02 

size  41㎝×41㎝  price 12,000+税　

サンダル

size  :  7（25.0cm） , 8（26.0cm） , 9（27.0cm） , 10（28.0cm）  　

spec : サムライオリジナルセルビッチデニム  / 刃モデル織ネーム・自動車倶楽部ネーム  / 日本製

spec : ピスネーム / SAMURAI JEANS焼印 / 日本製
※革本来の細かなキズ、スレや色ムラ、厚みなどに多少ばらつきがある場合がございますが、これは天然革を使用している証ですのでご留意ください。

■ SFDPC15-01 SFDPC15-01 

price  : 17,000+税 price  : 19,000+税

【サムライジーンズ】刃左綾デニム×零17ozデニム

【サムライ自動車倶楽部】17ozへリンボン×17ozヒッコリー

納期 10月予定  

納期 2016年 2月予定  





P01

color
size
price
delivery

color
size
price
delivery

■ SM610DX-D （デニムワークパンツ） ■ SM610DX-HNB （針抜きへリンボンワークパンツ）

spec 17oz針抜きへリンボンデニム
サムライ倶楽部ボタン
チェッカー柄スレーキ
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

spec 17ozセルビッチデニム
サムライ倶楽部ボタン
チェッカー柄スレーキ
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

インディゴ
28~36･38・40
￥23,000+税
10月予定

インディゴ
28~36･38・40
￥23,000+税
10月予定

生地はサムライオリジナルの17ozセルビッチデニム。
生地のザラ感の強さが激しいアタリを生み、濃淡の効いた色落ちを楽しめる。

生地はサムライオリジナルの17oz針抜きへリンボンセルビッチデニム。
インディゴへリンボンの色落ちとストライプ調の針抜き部分が独特な表情に変化する。

自動車倶楽部のワークパンツです。生地はそれぞれサムライオリジナルの17ozセルビッチデニムと針抜きへリンボンセルビッチデニムで、特徴
的な色落ちを楽しめます。縫製はワークパンツらしく生成りと紺糸で用いております。他、お馴染み自動車倶楽部ボタン、チェッカー柄スレーキな
ど、自動車倶楽部としてのデティールを持ちます。又、ワークパンツながらウエストヨークを付けておりますので、5ポケットに近い感覚でも穿いて
頂けます。仕様はシンプルに仕上げております。シルエットはワークパンツとしてはやや細身の穿きやすいストレートシルエットです。

610ワークパンツシリーズ　　　　　　　　　　　　　　

SM510DX-HD （へビィーダックダブルニーワークパンツ）　　　　　　　　　　　　　　
人気の510ダブルニーパンツのへビィーダックモデルです。生地は15oz
の硫化染めによるセルビッチヘビィーダックです。しっかりとした肉厚も
ありながら、硫化染めによるブラウンカラーの色落ちも楽しめます。セル
ビッチ部分は自動車倶楽部デニムでお馴染みのブルーラメ耳になりま
す。パンツのデザインはポケットとニー部分を張り合わせたタフな仕様
で、お馴染み鉄製タイヤボタン、パーツ柄スレーキなど、自動車倶楽部と
してのデティールを持ちます。シルエットはワークパンツとしてはやや細
身の穿きやすいストレートシルエットです。

spec：
15oz硫化染めセルビッチへビィー
ダック生地
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ（バックポケット内）
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

■ SM510DX-HD （ヘビィダックダブルニーワークパンツ）

ブラウン
28・30・32・34・36・38・40
￥25,000+税
11月予定

color
size
price
delivery

＊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。

＊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。

color specインディゴ
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■ SM210WHC15 （ツートーンワークパンツ） ■ SM210WHB15 （ツートーンワークパンツ）

spec 10ozへリンボンデニム
10ozセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
自動車倶楽部日章ラベル
パーツ柄スレーキ
鉄製針バックル
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

spec 10ozヒッコリーデニム
10ozセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
自動車倶楽部日章ラベル
パーツ柄スレーキ
鉄製針バックル
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

インディゴへリンボン

28･30･32･34･36･38･40
￥23,000+税
納期 9月予定

インディゴヒッコリー

28･30･32･34･36･38･40
￥23,000+税
納期 9月予定

ヒッコリー×10ozデニム へリンボン×10ozデニム

ヒッコリー×デニム、へリンボン×デニムによるツートーンワークパンツです。デニムは10ozのデニムを使い、穿きこむ程にデニムらしい表情を
生み出します。お馴染み鉄製タイヤボタン、パーツ柄スレーキなど、自動車倶楽部としてのデティールを持ちます。シルエットはやや細身の穿き
やすい形です。ヒップの大型ポケットを始め、脇などにツールポケットが多く付きワークパンツとしての機能性も考えられています。

ツートーンワークパンツ　　　　　　　　　　　　　　

リアルレーシングコラボレーション企画　　　　　　　　　　　　　　
リアルレーシングコラボラグラン袖ワークシャツになります。シルエットは少
しゆったりさせ、前立ては比翼仕立てになります。袖部分にはT/C生地、身
頃生地はCOTTON100%のヘリンボン生地になりますので、異なった生地
の経年変化も楽しんで頂けます。ポケットは、少し大き目のWポケットとな
り、ボタンはラバーボタンになります。着込めば着込む程に風合いが増し愛
着が湧いてきます。

spec：
袖ブルー生地 T/C (65%／35％)
身頃ヘリンボン生地 COTTON 100%
比翼仕立て
プリント入り
REAL RACINGネーム
サムライ自動車倶楽部ネーム
ラバーボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMWS15-HB （ラグランワークシャツ）

ブルー
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,500+税
納期 8月予定

color
size
price
delivery

spec

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

SF-A2SB （A-2フライトジャケット）　　　　　　　　　　　　　　

SMBIX15 （自動車倶楽部B-9ジャケット） SMBIX15-M （プリント無）

spec：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

ラフウェアモデルをベースとして、シルエットやデティールをサムライの観点で仕上げた本格A-2フライトジャケット
です。革は植物タンニンによって鞣された非常にしなやかで堅牢な馬革を使用しています。カラーはシールブラウン
です。リブパーツはレッドで革との相性は非常に良いです。裏地はサムライ倶楽部の総柄プリントが入ったオリジナ
ルのコットンブロード生地です。ステッチカラーのカーキ色もアクセントとなっています。

color：シールブラウン　　
size   ：36・38・40・42
price：￥200,000+税
納期  :10月予定   　

spec：ジャーマンコードクロス / アルパカウールボア / 裏地キルティング / 別注リブ / ユニバーサルファスナー  
            樹脂ボタン / 自動車倶楽部日章ラベル / 日本製

コードクロス生地によるサムライ自動車倶楽部B-9ジャケットです。生地はN-1等でお馴染みの肉厚なコットンの
コードクロス、ライニングにはアルパカウールを使用しており、耐久性・保温性を兼ね備えています。また、着易さを
考慮して袖裏と腰から裾の裏はキルティング仕様としました。フード部分は付け外しが可能で、外した状態でも襟に
アルパカボアを張り付けていますので保温性を確保できます。自動車倶楽部らしく左胸の上部とバックには『S.M.C』
（サムライモーター倶楽部）のメンテナンスガレージをイメージしたグラフィックプリントデザインが入り、ミルスペッ
クのB-9とは一味も二味も違う雰囲気に仕上がっています。タフでありながら経年変化も楽しめる、まさにサムライ倶
楽部らしい拘りを込めたジャケットです。

color：ブラック・オリーブ　　
size   ：XS・S・M・L・XL・XXL
price：￥68,000+税     
           ￥67,000+税(プリント無)
納期  :11月予定   　
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■ SM210WHC15 （ツートーンワークパンツ） ■ SM210WHB15 （ツートーンワークパンツ）

spec 10ozへリンボンデニム
10ozセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
自動車倶楽部日章ラベル
パーツ柄スレーキ
鉄製針バックル
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

spec 10ozヒッコリーデニム
10ozセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
自動車倶楽部日章ラベル
パーツ柄スレーキ
鉄製針バックル
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

インディゴへリンボン

28･30･32･34･36･38･40
￥23,000+税
納期 9月予定

インディゴヒッコリー

28･30･32･34･36･38･40
￥23,000+税
納期 9月予定

ヒッコリー×10ozデニム へリンボン×10ozデニム

ヒッコリー×デニム、へリンボン×デニムによるツートーンワークパンツです。デニムは10ozのデニムを使い、穿きこむ程にデニムらしい表情を
生み出します。お馴染み鉄製タイヤボタン、パーツ柄スレーキなど、自動車倶楽部としてのデティールを持ちます。シルエットはやや細身の穿き
やすい形です。ヒップの大型ポケットを始め、脇などにツールポケットが多く付きワークパンツとしての機能性も考えられています。

ツートーンワークパンツ　　　　　　　　　　　　　　

リアルレーシングコラボレーション企画　　　　　　　　　　　　　　
リアルレーシングコラボラグラン袖ワークシャツになります。シルエットは少
しゆったりさせ、前立ては比翼仕立てになります。袖部分にはT/C生地、身
頃生地はCOTTON100%のヘリンボン生地になりますので、異なった生地
の経年変化も楽しんで頂けます。ポケットは、少し大き目のWポケットとな
り、ボタンはラバーボタンになります。着込めば着込む程に風合いが増し愛
着が湧いてきます。

spec：
袖ブルー生地 T/C (65%／35％)
身頃ヘリンボン生地 COTTON 100%
比翼仕立て
プリント入り
REAL RACINGネーム
サムライ自動車倶楽部ネーム
ラバーボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMWS15-HB （ラグランワークシャツ）

ブルー
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,500+税
納期 8月予定

color
size
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delivery
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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

SF-A2SB （A-2フライトジャケット）　　　　　　　　　　　　　　

SMBIX15 （自動車倶楽部B-9ジャケット） SMBIX15-M （プリント無）

spec：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

ラフウェアモデルをベースとして、シルエットやデティールをサムライの観点で仕上げた本格A-2フライトジャケット
です。革は植物タンニンによって鞣された非常にしなやかで堅牢な馬革を使用しています。カラーはシールブラウン
です。リブパーツはレッドで革との相性は非常に良いです。裏地はサムライ倶楽部の総柄プリントが入ったオリジナ
ルのコットンブロード生地です。ステッチカラーのカーキ色もアクセントとなっています。

color：シールブラウン　　
size   ：36・38・40・42
price：￥200,000+税
納期  :10月予定   　

spec：ジャーマンコードクロス / アルパカウールボア / 裏地キルティング / 別注リブ / ユニバーサルファスナー  
            樹脂ボタン / 自動車倶楽部日章ラベル / 日本製

コードクロス生地によるサムライ自動車倶楽部B-9ジャケットです。生地はN-1等でお馴染みの肉厚なコットンの
コードクロス、ライニングにはアルパカウールを使用しており、耐久性・保温性を兼ね備えています。また、着易さを
考慮して袖裏と腰から裾の裏はキルティング仕様としました。フード部分は付け外しが可能で、外した状態でも襟に
アルパカボアを張り付けていますので保温性を確保できます。自動車倶楽部らしく左胸の上部とバックには『S.M.C』
（サムライモーター倶楽部）のメンテナンスガレージをイメージしたグラフィックプリントデザインが入り、ミルスペッ
クのB-9とは一味も二味も違う雰囲気に仕上がっています。タフでありながら経年変化も楽しめる、まさにサムライ倶
楽部らしい拘りを込めたジャケットです。

color：ブラック・オリーブ　　
size   ：XS・S・M・L・XL・XXL
price：￥68,000+税     
           ￥67,000+税(プリント無)
納期  :11月予定   　

SMBIX15

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

クのB-9とは一味も二味も違う雰囲気に仕上がっています。タフでありながら経年変化も楽しめる、まさにサムライ倶
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MCCJ15 （ドリズラージャケット）　　　　　　　　　　　　　　

SAFCDT15 （ウールカデットジャケット）

spec：コットンカツラギ生地 / オリジナルワッペン / ユニバーサルファスナー / 二輪車倶楽部日章ラベル 
            ネコ目ナットボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

サムライ二輪車倶楽部のドリズラージャケットです。生地はやや肉厚で風合いの良い綿100％のカツラギ生地を
使っています。サムライ二輪車倶楽部らしく左胸にはチェッカーフラッグをモチーフとしたデザインのワッペン、右胸
はSMCCのデザインのワッペンが付きます。シルエットはラグランスリーブにドッグイヤーカラーとベーシックな作り
でタイト＆ショートなシルエットです。一重の着やすいジャケットですので、秋・春でも活躍します。

color：ネイビー・ブラウン
size   ：XS・S・M・L・XL・XXL　
price：￥26,000+税
納期  :  9月予定   　

spec：Highland Woolリバーシブル生地 / 裏地キルティング / サムライ飛行機倶楽部織りラベル / ユニバーサルファスナー
           チェーン刺繍 / ワッペン付き / サムライスナップボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

リバーシブルウール生地によるカデットジャケットです。軍の士官学校のウェアをサムライ倶楽部なりに表現した
ウールのジャケットになります。生地は二重織りによるリバーシブルウール混紡生地を使用しております。フード部分
はジッパーを開くとセーラーカラーになるユニークな仕様となっています。フードは肉厚もあり、アクセントとして裏
の色目を変えており、更にスナップボタンが付くのでフードの形状を変え、襟のようにする事も可能です。また、裏地
はキルティング仕様となっている為、防寒性も優れています。左胸にはフェルトによるワッペン『 SAFA 』（サムライエ
アーフォースアカデミー）『 06 』を縫い付け、右胸には豪華にもチェーン刺繍『 FIGHTER 』が入ります。

color：ネイビー・グレー          
size   ：XS・S・M・L・XL・XXL　
price：￥55,000+税
納期  :10月予定   　

Highland Woolリバーシブル生地 / 裏地キルティング / サムライ飛行機倶楽部織りラベル / ユニバーサルファスナー
           チェーン刺繍 / ワッペン付き / サムライスナップボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

Highland Woolリバーシブル生地 / 裏地キルティング / サムライ飛行機倶楽部織りラベル / ユニバーサルファスナー
spec：ウールリバーシブル生地 / ナットボタン / 魚釣り倶楽部ネーム / サムライスナップボタン / 日本製

バッファローチェック柄ウール生地による新型クルーザージャケットです。生地は混紡ウールによる二重織りの肉厚
のあるリバーシブルチェックになります。ダブルフェイスのボディー、フロントにはポケットを5つ配置し、内胸ポケッ
ト・背中部分には左右繋がったマップポケット等、ハンティングジャケット特有の機能的且つ実用的なデザイン・デ
ティールを徹底的に再現しており、更に防寒性にも優れたジャケットです。オリジナルスナップボタンは今回黒色に
塗装しており、使え込めば風合いが増していき経年変化も楽しんで頂けます。

color：レッド・グレー　
size   ：XS・S・M・L・XL・XXL
price：￥60,000+税
納期  :10月予定   　

spec：12ozインディゴデニム / 12ozインディゴピンストライプ / 中綿シンサレート / 裏地フィールサーモ / 二輪車倶楽部ネーム 
             ワッペン付き / ユニバーサルファスナー / サムライスナップボタン / 日本製

インディゴデニムによるスペクタージャケットです。表地はインディゴデニムとインディゴピンストライプ生地を使用して
います。裏地には赤外線吸収ポリエステル素材「フィールサーモ」を使用し、赤外線を吸収することによる発熱効果と蓄
熱効果によって衣服内温度の上昇を促進する効果があります。また、中綿には薄くて暖かい高機能中綿素材である「シ
ンサレート」を使用しております。襟には取り外し可能なフードが付きます。シルエット的にも着丈や身幅を絞りある程度
のタイトさが出せるようにしています。左胸には『 SAMURAI MOTORCYCLE CLUB 』のワッペンが付きます。スペクター
ジャケットはモータースポーツの観戦用ジャケットとされるものですが、防寒性も高いのでバイクに乗る時やアウトドア
シーンにもお勧めです。今回、裾裏にドローコードを付け外気の風を遮断し保温性にも優れます。デニム生地ならでは

color：インディゴデニム
　　　インディゴピンストライプ　
size   ：XS・S・M・L・XL・XXL
price ：￥47,000+税     
            ￥46,000+税(ワッペン無)
納期  :11月予定   　

P05

MCRJ15 （デニムスペクタージャケット）  MCRJ15-M（ワッペン無）　　　　　　　　　　　　　　

UOCJK15 （ウールクルーザージャケット）
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MCCJ15 （ドリズラージャケット）　　　　　　　　　　　　　　

SAFCDT15 （ウールカデットジャケット）

spec：コットンカツラギ生地 / オリジナルワッペン / ユニバーサルファスナー / 二輪車倶楽部日章ラベル 
            ネコ目ナットボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製
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納期  :  9月予定   　
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シャツ　　　　　　　　　　　　　　
自動車メンテナンスガレージをイメージした新型ワークシャツになります。
シャツはWポケットで胸ポケット上部にカラーテープが入り切り替えのある
新パターンです。生地は汚れにくく吸汗性・通気性に優れ、さらに皺になり
にくいTC (ポリエステル65％、綿35％)生地を採用しています。左胸ポケッ
トの上部には『 Samurai 』、右胸ポケットの上部には『 SMC SERVICE 』の
オリジナルワッペンが付きます。ボタンはラバー製で、安全性に優れ大事な
愛車などを傷付けない仕様となっています。

spec：
T/C生地 (65%／35％)
自動車倶楽部ネーム
ラバーボタン
ワッペン
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMTC15-KL （TCワークシャツ）

新型ラグラン袖ワークシャツになります。生地は袖部分にT/C(ポリエ
ステル65％、綿35％)、身頃はCOTTON100％のムラ糸を使用した
ヴィンテージランダムヒッコリーです。異なった生地の経年変化を楽し
んで頂けます。ポケットは少し大きめのWポケットとなり、左胸ポケット
上部には『 SAMURAI 』のオリジナルワッペンが付き、右胸ポケット上
部には『 Samurai Motor Club 』のチェーン刺繍が入ります。ボタンは
重厚感のある鉛（なまり）製です。着込めば着込む程にヒッコリーデニ
ムの風合いが増し愛着が湧いていきます。

spec：
T/C生地 (65%／35％)
ランダムヒッコリーデニム
サムライ倶楽部ネーム
ワッペン付き
チェーン刺繍
鉛ボタン
プリント入り
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SCWS15-HC （ヒッコリーワークシャツ）

ヘビィーサテン生地を使用したダブルショルダーワークシャツです。生地は
風合いの良いネップ感のあるヘビィーサテン生地です。襟と袖口は生地色
の切り替えをしており、右胸ポケットのフラップが無く、アームホール下まで
伸びる大きく湾曲したバックヨークや多数のベンチレーションが特徴的な
ワークシャツです。シルエットは全体的にスッキリとさせています。ボタンは
樹脂製の猫目デザインです。縫製はトリプルステッチ巻縫い中心な堅牢な
仕様で、後ろ身頃の菊穴の糸色を切り替え生地と合わせる等の工夫を凝ら
しております。ヴィンテージの雰囲気にサムライ倶楽部らしさをプラスした
拘りのワークシャツです。

spec：
高密度ヘビィーサテン生地
二輪車倶楽部ネーム
ワッペン付き
チェーン刺繍
樹脂猫目ボタン
プリント入り
ワンウォッシュ済
日本製

■ MCDS15 （ダブルショルダーワークシャツ）

ブルー・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL
￥17,500+税
納期 8月予定

color
size
price
delivery

ネイビー・ブルー
XS・S・M・L・XL・XXL
￥17,000+税
納期 8月予定

color
size
price
delivery

グレー・オフホワイト
XS・S・M・L・XL・XXL
￥20,000+税
納期 9月予定

color
size
price
delivery

拘りのワークシャツです。

ランダムヒッコリーデニム

ワンウォッシュ済 / 日本製

P07

厳選された高品質の原綿を使用し、14番手の太いコーマ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。

ロンＴ共通Spec : 14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ / 三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製 

SIZE : S・M・L・XL   PRICE : ￥8,800+税 
納期 : 8月末

■ SMLT15-101 

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブcolor : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブcolor : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ

■ SULT15-101 ■ MCLT15-101

■ SCLT15-101

ロングスリーブTシャツ

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブcolor : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ

■ SAFLT15-101 ■ SOLT15-101
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裏糸に極太番手を採用したSWEATシリーズ。裏糸のループを大きくしており、そこに微起毛を施すことで、多くの空気が蓄えられ空気の
層をつくり、温かさを保ちます。また、リサイクルコットンをブレンドしてあるため、そのスラブ生地のような凹凸感や柔らかさのある素材感
が裏毛と相まって、まさに育てるという言葉がふさわしい経年変化を堪能することができます。身頃はサイドパネル仕様となっており、ただ
頑丈になるというだけではなく、着込む程に体に馴染み、絶妙な着心地が楽しめるこだわりのSWEATシリーズとなっています。

spec spec

■ SCS15-101

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥17,000＋税 / 10月末

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
ナットボタン / サイドパネル / 日本製

■ SMS15-101

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥16,500＋税 / 10月末

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
WALDESファスナー / サイドパネル / 日本製

spec spec

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥14,500＋税 / 10月末

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
サイドパネル / 日本製

■ MCS15-101

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥19,000＋税 / 10月末

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
WALDESファスナー / サイドパネル / 日本製

■ SAFS15-101
（クルーネックスウェットシャツ） （フルジップパーカー）

color : 
ホワイト
ネイビー
レッド

■ SSLT15-101 

リサイクルコットン空紡糸へビィーウエイトスウェット

（五分袖フットボールTシャツ）

（スウェットカーディガン） （ハーフジップスウェット）

Spec：
14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
三本針バインダーネック
サイドパネル
日本製

SIZE : S・M・L・XL  
PRICE : ￥7,500+税 

リサイクルコットン空紡糸へビィーウエイトスウェット
1 8

イチかバ
チか…

or
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spec

■ SUS15-101

オフホワイト・グレー・ブラック・イエロー
S・M・L・XL / ￥16,000＋税 / 10月末

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
サイドパネル / 日本製

spec

ブルー・イエロー
S・M・L・XL / ￥14,000＋税 / 9月末

ポリエステルスムース / WALDESコイルファスナー
日本製

■ SCJS15-101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。

（プルオーバーパーカー）
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裏糸に極太番手を採用したSWEATシリーズ。裏糸のループを大きくしており、そこに微起毛を施すことで、多くの空気が蓄えられ空気の
層をつくり、温かさを保ちます。また、リサイクルコットンをブレンドしてあるため、そのスラブ生地のような凹凸感や柔らかさのある素材感
が裏毛と相まって、まさに育てるという言葉がふさわしい経年変化を堪能することができます。身頃はサイドパネル仕様となっており、ただ
頑丈になるというだけではなく、着込む程に体に馴染み、絶妙な着心地が楽しめるこだわりのSWEATシリーズとなっています。

spec spec

■ SCS15-101

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥17,000＋税 / 10月末

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
ナットボタン / サイドパネル / 日本製

■ SMS15-101

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥16,500＋税 / 10月末

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
WALDESファスナー / サイドパネル / 日本製

spec spec
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S・M・L・XL / ￥14,500＋税 / 10月末
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サイドパネル / 日本製

■ MCS15-101
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S・M・L・XL / ￥19,000＋税 / 10月末

28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
WALDESファスナー / サイドパネル / 日本製

■ SAFS15-101
（クルーネックスウェットシャツ） （フルジップパーカー）

color : 
ホワイト
ネイビー
レッド

■ SSLT15-101 

リサイクルコットン空紡糸へビィーウエイトスウェット

（五分袖フットボールTシャツ）

（スウェットカーディガン） （ハーフジップスウェット）

Spec：
14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
三本針バインダーネック
サイドパネル
日本製

SIZE : S・M・L・XL  
PRICE : ￥7,500+税 

1 8
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spec

■ SUS15-101

オフホワイト・グレー・ブラック・イエロー
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サイドパネル / 日本製

spec
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■ SCJS15-101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。

（プルオーバーパーカー）
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ミリタリーコットンワッチニットキャップになります。糸は綿100%の30
番6本撚りで、編み方は片畔編み(ｶﾀｱｾﾞｱﾐ)です。特徴でもある横方向に
弾力性がありコシ感・肉厚のあるニットです。折り返し箇所は編み方を
変えヤブ織りにしており、今回別注で編みたてた段リブ仕様となってい
ます。目の詰め方は限界まで詰めていますので防寒性に優れると共に
綿100%にした事で長時間着用しても皮膚への痒みを抑えます。

■ MC501NC15-C （ワッチニットキャップ）

color

size
price
delivery

ブラック・ネイビー
チャコールグレー
FREE
￥6,500+税
納期 10月予定

spec :
COTTON 100%
片畔編み
ヤブ織り
ワッペン付け
二輪車倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済 / 日本製

color
size
price
delivery

インディゴヒッコリー
FREE
￥6,500+税
 納期 11月予定

spec :
17ozヒッコリーブルーカラー
セルビッチデニム
SAMURAI CLUBネーム
鉄製バックル
ワンウォッシュ済
日本製

 

サムライオリジナル『17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム』を
使ったハンチングキャップです。バック部分には鉄製バックルのシンチベ
ルトが付いており、サイズ調整が可能です。シンチベルト部分には贅沢に
もセルビッチ仕様にしました。使えば使うほど味が出るのはデニム素材
ならではです。過去にご好評頂いた「デニムハンチング」の深さやシル
エットを調整し、シンチベルトを加えた新バージョンです。

■ SC301HN15-HC （ハンチングキャップ）

サムライオリジナル『17oz針抜きへリンボンセルビッチデニム』を使った
ワークキャップです。被り心地は若干浅めになります。ツバには柔らかい芯
材を入れ、額やこめかみが痛くならないようにしています。芯材は形状記
憶素材の為、原型のラウンドを崩しにくいです。インディゴへリンボンの色
落ちとストライプ調の針抜き部分が独特な表情とデニム特有の経年変化
を楽しめます。

■ SC201WC15- HNB （デニムワークキャップ）

color
size
price
delivery

インディゴへリンボン
FREE
￥6,500+税
納期 9月予定

spec :
17oz針抜きへリンボン
セルビッチデニム
SAMURAI CLUBネーム
ワンウォッシュ済
日本製

 

color
size
price
delivery

杢ブラック・杢ブルー
FREE
￥6,500+税
 納期 10月予定

spec :
バルキーウール
魚釣倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

 

バルキーウールによるニットキャップです。特有の熱可塑性を利用し混
紡する事により染色時に糸を縮めて膨らませることができ、空気を含み
軽く温かみのある風合いです。折り返し箇所は編み方を変えヤブ織りに
し今回は別注で編みたてた段リブ仕様です。男女兼用出来る様にシンプ
ルなデザインです。

■ UO501NC15 （杢ニットキャップ）

＊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。
＊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

落ちとストライプ調の針抜き部分が独特な表情とデニム特有の経年変化
を楽しめます。を楽しめます。

インディゴへリンボン
spec :
17oz針抜きへリンボン

エットを調整し、シンチベルトを加えた新バージョンです。

color インディゴヒッコリー
spec :
17ozヒッコリーブルーカラー
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サムライ自動車倶楽部のペインターパンツでお馴染みの17ozブルー
カラーセルビッチヘリンボンデニム、17ozブルーカラーセルビッチヒッ
コリーデニムと国産栃木レザーを使用したキーケースです。６連フック
とポケットを設けていますので機能性の高いキーケースに仕上がって
います。オリジナルセルビッチデニム、栃木レザー共に使い込むほどに
深い風合いと独自の経年変化を楽しませてくれます。

■ SMKC15-HB・HC （キーケース）

color
size
price
delivery

ヘリンボン・ヒッコリー
縦12㎝・横8㎝
￥18,000+税
納期 11月予定

spec :
17ozブルーカラーセルビッチ
ヘリンボンデニム
17ozブルーカラーセルビッチ
ヒッコリーデニム / 栃木レザー
サムライ自動車倶楽部刻印
日本製

color
size
price
delivery

ヒッコリー・ブラウン
FREE
￥7,000+税
 納期 10月予定

spec :
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム
15oz硫化染めセルビッチへビィーダック生地
チェッカー柄スレーキ / ツバ2枚使い
自動車倶楽部日章ラベル
サガラワッペン（SMC）
ワンウォッシュ済 / 日本製

サムライオリジナル『17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム』・
『15oz硫化染めセルビッチへビィーダック』生地を使ったワークキャップ
です。被り心地は若干浅めになります。ツバには柔らかい芯材を入れ、額
やこめかみが痛くならないようにしています。芯材は形状記憶素材の為、
原型のラウンドを崩しにくいです。今回のワッペンはサガラワッペン『 
SMC 』のオリジナルワッペンが付きます。ツバ部分の内部にはチェッカー
フラッグ生地を入れ使い込み、破れた部分からはチェッカー生地が出て
くる仕掛けになっています。両サイドにはホルダーが付き眼鏡等を差し
込んだり出来る仕様で被って右側部分はセルビッチが付くスペシャルな
アイテムです。ヒッコリーとヘビィーダックの色落ちと独特な経年変化を
楽しめます。

■ SM201WC15 （ワッペン付きワークキャップ）

デニム
パッチワーク
クッション

■SFDPC15-01
■SFDPC15-02
　　　￥12,000+税

color

size
price
delivery

ブラック・ゴールド
シルバー・赤さび
FREE
￥4,600+税
 納期 12月予定

spec :
真鍮製レンチ型キーフック　
日本製

 

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。 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出来るこだわりのキーフックとなっており
ます。
＊過去にご好評頂いた「赤さび」が限定カラーとして復活しました。

■ SMBLH101 （レンチ型キーホルダー）
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