


2018年、サムライジーンズは20周年を迎えました。
20年走り続けてこられたのも、ひとえに皆様方のお蔭だと深く感謝しております。
お客様への感謝の意味を込めて、20周年の節目にふさわしい様々な特別企画
をご用意しました。サムライジーンズはこれからも徹底的にこだわったものづく
りに専念し、次 と々新しいことに挑戦し続けていきたいと思っております。
今後ともサムライジーンズをどうぞよろしくお願いいたします。

20周年スペシャルFINALモデル「巌流島20oz」です。
デニムはスペシャル20ozデニム、ベースはサムライジーン
ズの原点であるS510XXのレギュラーストレートです。
巌流島インディゴジャガードスレーキ、武蔵・小次郎をイ
メージしたバックポケットサムライカモメステッチ、毎回人
気のある隠しカモメステッチ仕様、スペシャルモデルでは
定番の本金ボタン、パッチ・フラッシャーなど巌流島決戦
をイメージした特別仕様となっています。まさしく20周年の
ラストに相応しいモデルとなっています。

ー 20周年限定：巌流島モデルー 

■ S510XX20ozGA-20th  

spec ： 20oz巌流島セルビッチデニム 
             巌流島インディゴジャガードスレーキ
            鉄製金日の出ボタン / 銅製銭型リベット
             専用革パッチ・フラッシャー / 20周年ネーム
            レギュラーストレート / 日本製

特典・デニムがま口

spec ： 25ozスペシャルセルビッチデニム
            20周年スレーキ / 20周年ネーム 
            鉄製金松ノ木ボタン / 銅製銭型リベット
            専用革パッチ・フラッシャー / 日本製 
            やや細身のストレート / 特典・デニムがま口

■ S5000XX25oz-20th
  ー 20周年限定：25oz風林火山モデルー 

color：インディゴ　size：26～36・38・40  
price ：￥33,800+税    納期 : 11月予定   　

サムライ20周年スペシャル25oz企画、「風林火山信玄
」の登場です。デニムは20周年スペシャル25ozです。
今回は零モデルとしてお馴染み「S5000VX」をベースと
しました。20周年ネーム・20周年スレーキを使用し、パッ
チ・フラッシャーは「風林火山」の武田信玄をイメージした
デザインです。縫製は信玄のイメージである「赤」を要所
に使いました。

color：インディゴ　size：28～36・38・40・42・44・46 
price ：￥30,800+税 （ 42,44,46は￥33,800 +税）   
納期  : 12月予定   　
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下剋上モデルに続く100％サムライコットンジーンズ「天下布武」の登場です。デニムは100％サムライコッ
トンの本藍染デニム「侍魂19oz本藍野望セルビッチ」です。シルエットは人気のスリムテーパードS0511XX
をベースとしました。サムライコットンモデルとしてのスペシャル仕様に、本藍モデルを表すネームや、甲冑
をイメージした縫製仕様も見どころがあります。少量限定生産です。

■ S511BTX (100％サムライコットン天下布武モデル

710ブラックブラックモデル

戦国甲冑シリーズ第2弾

 

■ S511SJC-AI　ー スペシャル限定：100％サムライコットン天下布武モデル ー

spec ： 侍魂19oz本藍野望セルビッチデニム / サムライコットンジャガードスレーキ /  鉄製純銀鍍金サムライコットンボタン
銅製銭型リベット / 専用革パッチ・フラッシャー / オレンジピスネーム / 本藍ネーム / 20周年ネーム / サムライコットン
ネーム / 細身テーパード / 日本製 / 特典・デニムがま口

color： 本藍
size：28～36・38・40
price：￥99,999＋税
delivery：10月予定

昨年の期中企画で大変ご好評頂きましたS51１NBKに続くブラックモデルです。オリジナル「17ozブラッ
クブラックセルビッチ」は色落ちのしにくい染料にて製作しており、よりブラック感を楽しめるものとなって
います。セルビッチ部分はサムライらしいシルバー「刀耳」仕様です。パターンは人気の細身シルエットを
採用しました。また、縫製・革パッチ・ネーム等も「黒」に徹底的にこだわった他とは一線を画す究極の
17ozブラックジーンズです。ワンウォッシュ済です。

■ S710NBK　ー 710ブラックブラックモデル ー

spec ： 17ozブラックブラックセルビッチデニム / 20周年スレーキ / 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
黒ピスネーム / 20周年ネーム / 細身ストレート / ワンウォッシュ済 / 日本製 / 特典・デニムがま口

color：ブラック　
size   ：28～36・38・40
price ：￥24,000+税
delivery : 9月予定   　

710ブラックブラックモデル710ブラックブラックモデル

ド  日本製 / 特典 デ がま口
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S710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBKS710NBK
Black×Black denim

　

オリーブ
28・30・32・34
36・38・40
￥22,800+税
11月予定

color
size

price
delivery

spec 15oz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

■ 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です。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。

color
size
price
delivery

spec 25ozスペシャルセルビッチデニム
20周年スレーキ / 鉄製日の出ボタン
銅製銭型リベット / 鉄製針バックル
専用革パッチ
20周年ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

インディゴ
36・38・40・42・44・46
￥38,000+税
10月予定

20周年スペシャル企画「25ozデニム」によるGジャンです。シルエッ
ト・デザインはベーシックなファーストタイプになります。25ozデニム
企画のボトムスとの相性は間違いありません。非常に硬く、最初は革
ジャンのような着心地ですが、着用するほどに自分の身体に馴染んで
いきます。ややタイトなシルエットになります。日の出ボタン、鉄製バッ
クル等のお馴染みの仕様に、20周年のスレーキ・ネーム・パッチが付
属します。ワンウォッシュ済です。
＊納期は10月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がございます。予めご了承ください。

■ S551XX25oz-20th （25ozファーストタイプGジャン） 

color
size
price
delivery

specインディゴ 
26～36・38
￥28,800+税
8月予定

最強21ozスペシャルセルビッチデニム
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 / 20周年ネーム
細身ストレート / 日本製
特典・デニムがま口

 

倭S003JPの21ozモデルです。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デニム仕様とした限定企画な
らではの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・ネームなど20周年ならではの仕様と
しています。

■ S003JP21oz （倭21ozスリムモデル）
倭21ozスリムモデル

ヘビィーバックサテンベイカーパンツ

25ozファーストタイプGジャン
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color : インディゴ  size : S・M・L・XL・XXL ■ SJNI18-D

■ OSK20th

待望のデニムN-1ジャケットです。デニムは零モデルでお馴染みの17oz武
士道セルビッチを使い、裏地はあくまでも街着という事を考慮して軽くて暖
かいアクリルボアを使用しました。人気のN-1ですがサムライらしくデニムを
使う事で色落ち・アタリの変化も楽しめるものとなっています。インディゴデ
ニムとの相性を考えて縫製や付属はグレー系を使用しました。

大阪ジャン

デニムN-1ジャケット デニムA-1ジャケット

ジャケット

spec ： 17oz武士道セルビッチ / アクリルボア / 諸行無常スレーキ / 樹脂ボタン / 別注リブ
             サムライ上段ネーム / スコービルファスナー / ワンウォッシュ済 / 日本製

 price :￥49,800+税        
color:インディゴ  size: 36・38・40・42・44 
price:￥43,800+税■ S100DAJ18 

待望のデニムA-1フライトジャケットです。デニムは零モデルでお馴染みの
17oz武士道セルビッチを使い、裏地にはオリーブのへリンボンツイルを使
いました。A-1という事でボタン仕様になりますが、風合いの良い水牛の角
によるボタンを採用しています。リブパーツもオリジナルで編立て、強度を
考えた混紡素材になります。縫製はデニムの経年変化を考えた仕様として
います。デニムの色落ち・アタリを楽しめるジャケットになっています。
spec ： 17oz武士道セルビッチデニム / へリンボンツイル生地 /  サムライスナップボタン / 水牛角ボタン 
            サムライ上段ネーム / 別注リブ / ワンウォッシュ済 / 日本製

納期  :  10月予定

納期 11月予定 納期 10月予定

color： インディゴ
size：　S・M・L・XL・XXL
price ：￥59,800+税

spec： 縦横インディゴセルビッチ生地 / サテン生地 / プリマロフト / 刺繍 / 樹脂ネコ目ボタン / ユニバーサルファスナー / サムライ上段ネーム / 20周年ネーム /日本製

            サムライ上段ネ ム /スコ ビルファスナ  /ワンウォッシュ済 / 日本製
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            サムライ上段ネーム / 別注リブ /別注リブ /別注リブ ワンウォッシュ済 / 日本製

恒例の「大阪ジャン」今回は祝20周年バージョンです。表はロープインディゴ糸によ
る縦横インディゴの生地です。中綿のプリマロフトは元々米軍の要請を受けて開発さ
れた羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材で、羽毛のように軽くて暖
かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性もあり、通気性や
収納性も高く、どんな環境でも使える実用性を兼ね備えた画期的な人工羽毛です。雰
囲気の良い刺繍はベトジャンの雰囲気で大阪とサムライ20周年を表現したものとなっ
ています。着込めば着込む程に色落ち・風合いを楽しめるジャケットに仕上がっています。

　

 

オリジナル2ポケットジャケット

ヘビィーメルトンジャケット

デニムショールカラージャケット

15ozデニム・オリジナルヘビィーバックサテンによる2ポケットタ
イプのオリジナルデニムジャケットです。箇所によって縫製糸の
番手を変えることで強度を高め、見え方にも変化をつけていま
す。昭和初期の軍衣にみられる、角度のついた特徴あるフロント
ポケットなどのデザインに加え、前身頃と後身頃に入る飾りス
テッチでミディアムウエイトのフランネルを留めることで肩部が
二重になり、耐久性と保温力を高め、長いシーズンでの着用を可
能としています。

spec
男気15oz刀耳セルビッチデニム
15ozヘビィーバックサテンセルビッチ
ミディアムウエイトコットンフランネル
鉄製日の出ボタン
サムライ上段ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

■ SJKJ18 （オリジナル2ポケットジャケット）

インディゴ
オリーブ 
S・M・L・XL・XXL
￥28,800+税
9月予定

color

size
price
delivery

待望のデニムショールカラージャケットです。生地は零モデルでお馴染みの
17oz武士道セルビッチデニムと17ozブラックブラックセルビッチデニムを使
い、色落ち・アタリの変化も楽しめるものとなっています。ブラックは色落ちしにく
い染料にて製作しており、よりブラック感を楽しめるものとなっています。セル
ビッチ部分はシルバー「刀耳」仕様です。デザインはショールカラー（ヘチマ襟）
で両サイド脇下は菊穴仕様です。フロント、両ポケットは全てオリジナルボタンを
使用しています。前立て裏には贅沢にもセルビッチをあしらいました。ステンシ
ルのデザインは染込みプリントで右胸に「 Transitory 」、バックには「 All 
worldly things are transitory 」のグラフィックが入ります。一重なので使いや
すくロングシーズン着用頂けます。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。

spec
17oz武士道セルビッチ
17ozブラックブラックセルビッチデニム
チェンジボタン / 染込みプリント
サムライ上段ネーム / ワンウォッシュ済
日本製

■ SJSC18  （デニムショールカラージャケット）

インディゴ・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL
￥24,000+税
9月予定

color
size
price
delivery

シャリ感あるヘビィーウエイトメルトンによるジャケット。開襟
のままサックジャケットのように着用もできますが、閉じればス
タンドカラーとなるように設計されたラペルの形状が特徴で
す。スタンドカラー部に縫い付けられたナイロン素材の別布は
大正時代ごろのジャケットを連想させるデザインとして、また、
ポケットのフラップの形状もジーンズの飾りステッチのような
カーブを描いており、それぞれアクセントとしています。

spec
トップ二重織りメルトン
サムライ上段ネーム
ナットボタン
日本製

■ SJMJ18  （ヘビィーメルトンジャケット）

ブラック
ブラウン
S・M・L・XL・XXL
￥42,000+税
10月予定

color

size
price
delivery
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color : インディゴ  size : S・M・L・XL・XXL ■ SJNI18-D

■ OSK20th

待望のデニムN-1ジャケットです。デニムは零モデルでお馴染みの17oz武
士道セルビッチを使い、裏地はあくまでも街着という事を考慮して軽くて暖
かいアクリルボアを使用しました。人気のN-1ですがサムライらしくデニムを
使う事で色落ち・アタリの変化も楽しめるものとなっています。インディゴデ
ニムとの相性を考えて縫製や付属はグレー系を使用しました。

大阪ジャン

デニムN-1ジャケット デニムA-1ジャケット

ジャケット

spec ： 17oz武士道セルビッチ / アクリルボア / 諸行無常スレーキ / 樹脂ボタン / 別注リブ
             サムライ上段ネーム / スコービルファスナー / ワンウォッシュ済 / 日本製

 price :￥49,800+税        
color:インディゴ  size: 36・38・40・42・44 
price:￥43,800+税■ S100DAJ18 

待望のデニムA-1フライトジャケットです。デニムは零モデルでお馴染みの
17oz武士道セルビッチを使い、裏地にはオリーブのへリンボンツイルを使
いました。A-1という事でボタン仕様になりますが、風合いの良い水牛の角
によるボタンを採用しています。リブパーツもオリジナルで編立て、強度を
考えた混紡素材になります。縫製はデニムの経年変化を考えた仕様として
います。デニムの色落ち・アタリを楽しめるジャケットになっています。
spec ： 17oz武士道セルビッチデニム / へリンボンツイル生地 /  サムライスナップボタン / 水牛角ボタン 
            サムライ上段ネーム / 別注リブ / ワンウォッシュ済 / 日本製

納期  :  10月予定

納期 11月予定 納期 10月予定

color： インディゴ
size：　S・M・L・XL・XXL
price ：￥59,800+税

spec： 縦横インディゴセルビッチ生地 / サテン生地 / プリマロフト / 刺繍 / 樹脂ネコ目ボタン / ユニバーサルファスナー / サムライ上段ネーム / 20周年ネーム /日本製

P04

恒例の「大阪ジャン」今回は祝20周年バージョンです。表はロープインディゴ糸によ
る縦横インディゴの生地です。中綿のプリマロフトは元々米軍の要請を受けて開発さ
れた羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材で、羽毛のように軽くて暖
かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性もあり、通気性や
収納性も高く、どんな環境でも使える実用性を兼ね備えた画期的な人工羽毛です。雰
囲気の良い刺繍はベトジャンの雰囲気で大阪とサムライ20周年を表現したものとなっ
ています。着込めば着込む程に色落ち・風合いを楽しめるジャケットに仕上がっています。

　

 

オリジナル2ポケットジャケット

ヘビィーメルトンジャケット

デニムショールカラージャケット

15ozデニム・オリジナルヘビィーバックサテンによる2ポケットタ
イプのオリジナルデニムジャケットです。箇所によって縫製糸の
番手を変えることで強度を高め、見え方にも変化をつけていま
す。昭和初期の軍衣にみられる、角度のついた特徴あるフロント
ポケットなどのデザインに加え、前身頃と後身頃に入る飾りス
テッチでミディアムウエイトのフランネルを留めることで肩部が
二重になり、耐久性と保温力を高め、長いシーズンでの着用を可
能としています。

spec
男気15oz刀耳セルビッチデニム
15ozヘビィーバックサテンセルビッチ
ミディアムウエイトコットンフランネル
鉄製日の出ボタン
サムライ上段ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

■ SJKJ18 （オリジナル2ポケットジャケット）

インディゴ
オリーブ 
S・M・L・XL・XXL
￥28,800+税
9月予定

color

size
price
delivery

待望のデニムショールカラージャケットです。生地は零モデルでお馴染みの
17oz武士道セルビッチデニムと17ozブラックブラックセルビッチデニムを使
い、色落ち・アタリの変化も楽しめるものとなっています。ブラックは色落ちしにく
い染料にて製作しており、よりブラック感を楽しめるものとなっています。セル
ビッチ部分はシルバー「刀耳」仕様です。デザインはショールカラー（ヘチマ襟）
で両サイド脇下は菊穴仕様です。フロント、両ポケットは全てオリジナルボタンを
使用しています。前立て裏には贅沢にもセルビッチをあしらいました。ステンシ
ルのデザインは染込みプリントで右胸に「 Transitory 」、バックには「 All 
worldly things are transitory 」のグラフィックが入ります。一重なので使いや
すくロングシーズン着用頂けます。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。

spec
17oz武士道セルビッチ
17ozブラックブラックセルビッチデニム
チェンジボタン / 染込みプリント
サムライ上段ネーム / ワンウォッシュ済
日本製

■ SJSC18  （デニムショールカラージャケット）

インディゴ・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL
￥24,000+税
9月予定

color
size
price
delivery

シャリ感あるヘビィーウエイトメルトンによるジャケット。開襟
のままサックジャケットのように着用もできますが、閉じればス
タンドカラーとなるように設計されたラペルの形状が特徴で
す。スタンドカラー部に縫い付けられたナイロン素材の別布は
大正時代ごろのジャケットを連想させるデザインとして、また、
ポケットのフラップの形状もジーンズの飾りステッチのような
カーブを描いており、それぞれアクセントとしています。

spec
トップ二重織りメルトン
サムライ上段ネーム
ナットボタン
日本製

■ SJMJ18  （ヘビィーメルトンジャケット）

ブラック
ブラウン
S・M・L・XL・XXL
￥42,000+税
10月予定

color

size
price
delivery
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color : ネイビー・ブラック  
size : S・M・L・XL・XXL ■ SJVT18-SK

刺し子生地によるベストです。生地は非常に肉厚・重厚感のある約25オンスの刺子織で、
綿カスを残して織り上げたキナリ仕上げの刺し子を今回染めて使用しました。刺し子は元
来、火の粉が多少飛んできても穴が空かないことから、消防（火消し）の半纏用生地や、柔
道着や剣道着など激しく消耗する衣類に用いられている生地です。生地端はパイピング処
理しています。シルエット・デザインはシンプルなワークテイストのベストですが、ヴィンテー
ジテイストの存在感があるメタルソーオンボタン仕様でボタンの配置によってデザインを
楽しんで頂ける仕様にしました。ジャケットのインナーやシャツ等の重ね着など非常に着や
すく様々な着こなし方でロングシーズンお使い頂けます。

ロープインディゴヘビィーネルワークシャツ

刺し子ベスト 刺し子ワークシャツ

ジャケット

spec ： 刺し子生地 / メタルソーオンボタン / 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

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。

 price :￥18,000+税        
color:インディゴ  size: XS・S・M・L・XL・XXL
price:￥22,800+税■ SSS18-SK01/02

SSS18-SK02
インディゴ×インディゴ

二重織り刺し子生地による長袖ワークシャツです。生地は刺し子の柄を複雑
なドビー織りにて再現しており、ロープ染色糸を使用しているので通常のデ
ニム同様経年変化が楽しめます。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になります。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。

spec ： 二重織刺し子生地 / サムライオーバーオールズネーム /  猫目キャストボタン
           ギャランティーチケット / ワンウォッシュ済 / 日本製

納期 10月予定
納期 9月予定

■ SIN18-01 

オリジナルロープインディゴヘビィーネル生地によるワークシャツです。生地は実際にデニムに使われる濃紺イ
ンディゴのロープ染色糸と、同系脱落反応染による色糸を合わせたヘビィーネルチェックになります。着込めば
着込むほどにインディゴが剥げて糸の中白部分が出てきますので、シャツですがデニムのような色落ち・経年
変化が楽しめます。また、色糸についても特殊な染めになりますので全体的な変化が楽しみな生地となってい
ます。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。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。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。

color： インディゴ／イエロー
        　インディゴ／ブルー
size：　XS・S・M・L・XL・XXL・XXXL　
price ：￥24,000+税
            ￥25,000+税 （XＸXL）
納期 ：  ９月予定

spec：インディゴロープヘビィーネル生地 / 別布ネイビースレーキ / インディゴ染めナットボタン / 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

注)

色
に
合
場

               サムライギャランティ チケット / ワンウォッシュ済 / 日

ゴ ビプ デ
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インディディデ ゴ×インディディデ ゴ
SSS18-SK02
デ ゴ デ ゴ

SSS18-SK01
インディゴ×ホワイト

SIN18-01
ワンウォッシュ済 / 日本製

注)

SIN18-01
ンウォッシュ済 / 日本製

 

千鳥格子BDシャツ

デニムワークシャツ

インディゴ千鳥格子生地を使用したボタンダウンシャツになります。濃淡
のインディゴ糸による千鳥格子柄で独特の風合いとインディゴ糸ならで
はの変化を楽しんで頂けます。ボタンダウンシャツですが部分的には太
い番手を使い、ドレスとワークの良いところを合わせた縫製仕様になっ
ています。細すぎずボトムを選ばないスッキリとしたシルエットに仕上
がっています。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
えの侍を刺繍しております。

spec
インディゴ千鳥格子生地
貝ボタン
サムライ上段ネーム
刺繍入り
ワンウォッシュ済
日本製

■ SJBD18-L01 （千鳥格子BDシャツ）

濃インディゴ
淡インディゴ
XS・S・M・L・XL・XXL
￥19,500+税
8月予定

color

size
price
delivery

3種の生地を使用した長袖ワークシャツです。01はお馴染み
10oz刀耳デニムで、02はロープインディゴ糸による縦横インディ
ゴの生地、03は10番のインディゴ・硫化先染め糸によるストライ
プ生地です。いずれも打ち込みの強いしっかりとした生地感で着
込むほどに風合いが表れます。シンプルなWポケットのシャツに、
堅牢な3本針巻き縫いや空環などクラシカルな仕様を採用して
います。

spec
10oz刀耳デニム生地
縦横ロープインディゴセルビッチ生地
インディゴ先染ストライプ生地
サムライオーバーオールズネーム
ナットボタン / ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SDS18-01/02/03  （デニムワークシャツ）

インディゴ（01/02）
インディゴストライプ（03）
XS・S・M・L・XL・XXL
￥19,500+税
8月予定

color

size
price
delivery
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color : ネイビー・ブラック  
size : S・M・L・XL・XXL ■ SJVT18-SK

刺し子生地によるベストです。生地は非常に肉厚・重厚感のある約25オンスの刺子織で、
綿カスを残して織り上げたキナリ仕上げの刺し子を今回染めて使用しました。刺し子は元
来、火の粉が多少飛んできても穴が空かないことから、消防（火消し）の半纏用生地や、柔
道着や剣道着など激しく消耗する衣類に用いられている生地です。生地端はパイピング処
理しています。シルエット・デザインはシンプルなワークテイストのベストですが、ヴィンテー
ジテイストの存在感があるメタルソーオンボタン仕様でボタンの配置によってデザインを
楽しんで頂ける仕様にしました。ジャケットのインナーやシャツ等の重ね着など非常に着や
すく様々な着こなし方でロングシーズンお使い頂けます。

ロープインディゴヘビィーネルワークシャツ

刺し子ベスト 刺し子ワークシャツ

ジャケット

spec ： 刺し子生地 / メタルソーオンボタン / 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

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。

 price :￥18,000+税        
color:インディゴ  size: XS・S・M・L・XL・XXL
price:￥22,800+税■ SSS18-SK01/02

SSS18-SK02
インディゴ×インディゴ

二重織り刺し子生地による長袖ワークシャツです。生地は刺し子の柄を複雑
なドビー織りにて再現しており、ロープ染色糸を使用しているので通常のデ
ニム同様経年変化が楽しめます。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になります。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。

spec ： 二重織刺し子生地 / サムライオーバーオールズネーム /  猫目キャストボタン
           ギャランティーチケット / ワンウォッシュ済 / 日本製

納期 10月予定
納期 9月予定

■ SIN18-01 

オリジナルロープインディゴヘビィーネル生地によるワークシャツです。生地は実際にデニムに使われる濃紺イ
ンディゴのロープ染色糸と、同系脱落反応染による色糸を合わせたヘビィーネルチェックになります。着込めば
着込むほどにインディゴが剥げて糸の中白部分が出てきますので、シャツですがデニムのような色落ち・経年
変化が楽しめます。また、色糸についても特殊な染めになりますので全体的な変化が楽しみな生地となってい
ます。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。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。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。

color： インディゴ／イエロー
        　インディゴ／ブルー
size：　XS・S・M・L・XL・XXL・XXXL　
price ：￥24,000+税
            ￥25,000+税 （XＸXL）
納期 ：  ９月予定

spec：インディゴロープヘビィーネル生地 / 別布ネイビースレーキ / インディゴ染めナットボタン / 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

注)

色
に
合
場
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SSS18-SK01
インディゴ×ホワイト

 

千鳥格子BDシャツ

デニムワークシャツ

インディゴ千鳥格子生地を使用したボタンダウンシャツになります。濃淡
のインディゴ糸による千鳥格子柄で独特の風合いとインディゴ糸ならで
はの変化を楽しんで頂けます。ボタンダウンシャツですが部分的には太
い番手を使い、ドレスとワークの良いところを合わせた縫製仕様になっ
ています。細すぎずボトムを選ばないスッキリとしたシルエットに仕上
がっています。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
えの侍を刺繍しております。

spec
インディゴ千鳥格子生地
貝ボタン
サムライ上段ネーム
刺繍入り
ワンウォッシュ済
日本製

■ SJBD18-L01 （千鳥格子BDシャツ）

濃インディゴ
淡インディゴ
XS・S・M・L・XL・XXL
￥19,500+税
8月予定

color

size
price
delivery

3種の生地を使用した長袖ワークシャツです。01はお馴染み
10oz刀耳デニムで、02はロープインディゴ糸による縦横インディ
ゴの生地、03は10番のインディゴ・硫化先染め糸によるストライ
プ生地です。いずれも打ち込みの強いしっかりとした生地感で着
込むほどに風合いが表れます。シンプルなWポケットのシャツに、
堅牢な3本針巻き縫いや空環などクラシカルな仕様を採用して
います。

spec
10oz刀耳デニム生地
縦横ロープインディゴセルビッチ生地
インディゴ先染ストライプ生地
サムライオーバーオールズネーム
ナットボタン / ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SDS18-01/02/03  （デニムワークシャツ）

インディゴ（01/02）
インディゴストライプ（03）
XS・S・M・L・XL・XXL
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8月予定

color

size
price
delivery

濃淡
らで
は太
なっ
仕上
段構

淡
で
太
っ
上
構

3種
10oz
ゴの
プ生
込む
堅牢
いま

■ 

color

size

千鳥格子B千鳥格子B千鳥格子B千鳥格子B千鳥格子B千鳥格子BDDDDDDシシシシシシャャャャャツツツツツツ
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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。

太番手のコーマ糸をオリジナル
で編みたてたヘビィーウエイト
サーマルシリーズ。ウールも含ま
れていた時代のミリタリーサー
マルのファブリックを参考に、さ
らにコシのある肌触りと程よい
厚みをだし、サムライらしくコッ
トン100％でも保温力も期待で
きるよう新たに再構築しました。
日本の古着にも見られる、脇下
にある三角のマチにはサーマル
らしくフライス生地をあて、シャ
リ感がある生地でも可動域を増
やし、ハードな動きにもストレス
を感じないようにしてあります。
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。様々なレイヤードス
タイルでも活躍できるよう、今回
はタートルネックタイプも作成し
ました。

■ SJSLT18-101 

■ SJSLT-SLM

■ SJSLT20th-101　

カットソー

（無地クルーネックロンT）

■ SJLTW18-SLM
（無地クルーネックサーマル）

■ SJLTW18-TTL
（無地タートルネックサーマル）

■ SJSLT-HNM
（無地ヘンリーネックロンT）

long sleeve t-shirt

thermal
■ SJLTW18-101 ■ SJLTW20th-101　

■ SJLTW18-102　

color : アイボリー・スミクロ  size : S・M・L・XL・XXL  納期 : 9月予定    
Spec : ヘビィーウエイトハニカム / 三本針バインダーネック / フラットシーマ縫製 / 刺繍ワッペン / 日本製 

color : ホワイト・ブラック　size : S・M・L・XL・XXL   納期 : 9月予定 
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 （ヘンリーネック：二本針） / 丸胴 / 日本製 

￥9,500+税

￥8,000+税￥8,000+税

￥10,800+税

￥12,000+税

￥9,500+税
ーロングスリーブTシャツー

ーサーマルー
￥12,000+税￥12,500+税

チェーン刺繍

￥13,000+税

P8

インディゴのコットン糸とブルー系のウール糸を引きそろえで編みたてた
セーターです。先染めインディゴのコットン糸とチクチクしにくい上質なウー
ル糸を1：1の割合ではなく、コットンの糸を多めにすることで、着用ごとに
ウール100％のセーターでは味わえないコットンの風合いを楽しむことが
できます。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とともに、部分的に編組織
を変えることでシンプルになりがちな見た目にもアクセントを加えています。

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。

目付の重いミディアムウエイトの
スウェットシリーズです。二本針
を基本とした丈夫な縫製仕様に
加え、長年の着用に耐えうるよう
細かなところに補強のステッチも
加えた仕様としています。また、
重ね着をした時の着心地と見え
方を考慮して、厚みが出る部分
には四本針フラットシーマ縫製、
フードは古着の立体感のある形
状を参考にし、頭がすっきりと入
るようにアップデートしています。
サイズ感もそれぞれ例年のもの
から微調整を加え、現代のスタイ
ルに合うように作成したものを採
用しています。

■ SJIHN18-101　 ■ SIS-101

セーター スウェット

■ SWS18-103M
（無地ジップアップスウェットパーカー）（無地クルーネックスウェット）

■ SWS18-104M
（無地プルオーバースウェットパーカー）

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

indigo cotton & wool sweater heavy weight indigo sweat

medium weight sweat

■ SWS18-101 ■ SWS20th-101　

■ SWS18-102M　

color : 杢グレー・インクブルー・モスグリーン  
size : S・M・L・XL・XXL  納期 : 10月末予定    
Spec : 19/11丸胴裏毛 / セットインスリーブ / 二本針 / 日本製 

color : インディゴ   
size : XS・S・M・L・XL・XXL   
納期 : 10月末予定 

￥17,000+税

￥15,000+税

ー丸胴ミディアムウエイトスウェットー

ー丸胴ミディアムウエイトスウェットー

ーインディゴコットンウールセーターー ーへビィーウエイトインディゴスウェットー

price :￥24,000+税

color : インディゴ   
size : XS・S・M・L・XL・XXL  
納期 : 10月末予定 
price :￥24,000+税

インディゴクルーネックセーター インディゴ両Vガゼットスウェット

￥13,500+税￥13,500+税

￥12,000+税

Spec : 10/－ 先染めインディゴ糸 
            羊毛糸  / 日本製
　　　 刺繍ワッペン
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S・S・M・L・XL・XXL   
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■ SJCC-SC （SAMURAI CRAFT 別注・レザーコインケース）

color
size
price
delivery

インディゴ
H30cｍ×W35ｍ×D10ｍ
￥26,000+税
11月予定

spec 25ozスペシャルセルビッチデニム　　　　　　　
20周年スレーキ
サムライスナップボタン
20周年ネーム
サムライ上段ネーム
WALDESジッパー
日本製

color
size
price
delivery

ブラック・ネイビー・ナチュラル
W8.0cm×H9.5cm×D2.5cm
￥4,000+税
　9月予定

spec サドルレザー
サムライスナップボタン
SAMURAI JEANS 刻印
SAMURAI CRAFT 刻印
ハトメ / 日本製

25ozセルビッチ生地を使用したバックになります。バック内側の生地には
サムライ20周年オリジナルスレーキを使用しています。サイズ感と内容
量は、トートバックとして使用するときも、もしくは付属のベルトを使用して
ショルダーバックとして使用する時なども考慮して、普段使いはもちろんの
こと1～2泊程度の旅行や出張にも問題なく対応できるような絶妙なバラ
ンスになっています。

■ SJSDB20th-25oz （デニムショルダートートバッグ）

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。

2003年宮城県にてスタート以来、丹念なもの作りで多くのファンから支持されるハンドクラフトレザーブランド『SAMURAI CRAFT(サムライクラフ
ト)』とのダブルネーム・トライアングルコインケースになります。手の平サイズで内ポケットにも収納可能な使い勝手の良いコインケースには、サム
ライスナップボタンを使用。またハトメ付きでチェーンやキーホルダーなどにも組み合わせてご使用いただけます。フラップ部分表面には
SAMURAI JEANS刻印・フラップを開けるとSAMURAI CRAFT刻印が入るダブルネーム仕様。さらに背面にはシリアルナンバー刻印が入ります。長く
愛用頂くことで革の経年変化を味わえるアイテムとなっております。

color

size
price
delivery

ブラック
ブラウン
30・32・34・36・38・40
￥23,800+税
12月予定

spec USオイルドレザー
オリジナル真鍮尾錠
日本製

　

アメリカホーウイン社が誇るオイルドレザーの中でオイル含有率の最も高いUSオ
イルドレザー2枚を豪華に貼り合わせ、ヘヴィーなオリジナルバックルを装着した
オイルドレザーベルト。7ミリ厚近くに仕上げた極厚の革はオイルをたっぷりと含
んでいるため、しなやかな柔らかさと深みのある色合いを持ち合わせており、加え
て使い込む程に茶芯レザー特有の経年変化を見せてくれます。
※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のバラツキがございます。

■ A101HS-18 （極厚USオイルドレザーステッチベルト）

※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

color
size
price
delivery
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■ 

SAMURAI×SAMURAI CRAFT
SAMURAI ×SAMURAI CRAFT  ダブルネーム・トライアングルコインケース

■ SJSDB20th-25oz（デニムショルダートートバッグ）■ ■ 
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SAMURAI JEANS刻印・フラップを開けるとSAMURAI CRAFT刻印が入るダブルネーム仕様。さらに背面にはシリアルナンバー刻印が入ります。長く
愛用頂くことで革の経年変化を味わえるアイテムとなっております。

color

size
price
delivery

ブラック
ブラウン
30・32・34・36・38・40
￥23,800+税
12月予定

spec USオイルドレザー
オリジナル真鍮尾錠
日本製

　

アメリカホーウイン社が誇るオイルドレザーの中でオイル含有率の最も高いUSオ
イルドレザー2枚を豪華に貼り合わせ、ヘヴィーなオリジナルバックルを装着した
オイルドレザーベルト。7ミリ厚近くに仕上げた極厚の革はオイルをたっぷりと含
んでいるため、しなやかな柔らかさと深みのある色合いを持ち合わせており、加え
て使い込む程に茶芯レザー特有の経年変化を見せてくれます。
※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のバラツキがございます。

■ A101HS-18 （極厚USオイルドレザーステッチベルト）

SAMURAI×SAMURAI CRAFT
SAMURAI ×SAMURAI CRAFT  ダブルネーム・トライアングルコインケース

P11

インディゴ・ブラック
フリー
￥6,000+税
11月予定

color
size
price
delivery

注)この製品は濃色のインディゴ糸を使
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。

※刺し子生地ですが非常に肉厚な為、多少の染めのバラつきが御座います。
これは本製品の「味」としてご理解お願い致します。全てワンウォッシュ済です。
spec  : 刺し子生地 / 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 / 日本製

size
price

L（約58cm～60cm）　XL（約60cm～62cm）

L（約58cm～60cm）　XL（約60cm～62cm）

￥8,500+税

size
price ￥8,500+税

size
price

L（約58cm～60cm）　XL（約60cm～62cm）
￥9,000+税

シルエットは浅すぎず深すぎないデザインで、後部にはゴム材を入れ多少の調
整が可能です。サイズ展開が御座いますのでお好きなサイズを選んで頂けます。

■ SJ301HN18-SK 

重厚感に加え風合いの良い刺し子生地によるデッキキャップです。裏地は
はパイピングで処理し形状保持になります。ツバは少し短めで、深すぎず浅
すぎないデザインです。

■ SJ201WC18-SK （刺し子デッキキャップ）

シューホーン(靴ベラ)が格納できるデニム×レザー・キーホルダーになります。
靴ベラは真鍮で出来ており、スライド式で簡単に出し入れが出来る仕様としまし
た。ケース部分のデニム生地にはシャープな色落ちに定評のある15oz男気セル
ビッチデニムを使用レザー部分とともに使い込む程に柔らかく馴染み、経年変化
も十分に味わって頂けます。キーホルダーとしては勿論、携帯用の靴ベラとしても
ご使用いただけるアイテムです。

■ SJSH18 （デニム・レザーシューホーン）

color
size

price
delivery

ネイビー・レッド・ナチュラル
W4.5㎝×H13.5㎝/クローズ ※金具含む　
W4.5㎝×H18.0㎝/オープン ※金具含む
￥6,500+税
12月予定

spec 本体：15oz男気セルビッチデニム
国産栃木レザー
靴ベラ：真鍮(シルバー)
サムライオリジナル二重リング
ピスネーム
日本製

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、左前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がアクセ
ントとなります。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。

■ SJ501NC18-01 （ワッチニットキャップ）

spec インディゴロープ染色糸
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

刺し子生地シリーズ 非常に肉厚・重厚感のある約25オンスの刺し子生地による帽子です。
生地は刺子織で、綿カスを残して織り上げたキナリ仕上げの刺し子を今回染めて使用しました。
ハットとデッキキャップは芯材を入れてないので気軽に折りたたむ事もでき、パネルは6枚でツバ
の織り方・角度を自由に楽しんで頂けます。

color : ブラック・ネイビー
delivery : 10月予定  

（刺し子ハンチング）
重厚感に加え風合いの良い刺し子生地によるハットです。
ツバは少し短めで、高さがあります。

■ SJ401HT18-SK 
（刺し子ハット）

は濃
汗や
落ち
た、
料
ご注意下さい。

濃色のインディディデ ゴ糸を使
汗や雨などで生地が湿
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、強く擦られた場合にも
料に移染する可能性が
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color
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size
price

L（約58cm～60cm） XL（約60cm～62cm）
price ￥9,000+税

地は
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は
浅

size
price

L（約58cm～60cm） XL（約60cm～62cm）
￥8,500 税

整が可能です。す。す サイズ展開が御座いますのでお好きなサイズを選んで頂けます。す。す

size



P13

20周年Tシャツ＆バナー　　　　　　　　　

阪神タイガースコラボ　　　　　　　　

Ｔシャツ共通  納期 : 6月末予定      
color：ホワイト・ブラック  / size：XS・S・M・L・XL・XXL / price:￥6,500+税  
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

color：インディゴ
size   ： フリー
price :￥12,000+税

 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

20TH ANNIVERSARY

■ SJST20th-04 　

20周年記念バナーです。
サムライオリジナルのセルビッチデニムを使用。

■ SJ-BANNER-20th 
（20周年デニムバナー）

■ SJST20th-05　

■ SJST20th-06 　

P15P12

しました。箇所によって編み方を変えることで杢インディゴの見え方も変わるので、シンプルな中にも雰囲気があり、手作業なので
温かみも感じさせます。マフラーの端の処理は職人の手作業によるリンキングを採用しています。

color
size
price
delivery

ブラック・グレー・レッド
フリー
￥5,500+税
11月予定

オリジナル足袋ソックスです。靴下の産地として有名な奈良県の老舗靴下工場に
依頼しました。アクリル・ウールの糸を使って編み立てており、しっかりとした肉厚
と防寒性があります。フット部分はパイル編みにしており、タオルのような風合いと
高いクッション性があります。土踏まず部分にはサポートゴムが入り、足袋型なの
でつま先部分に力が入りやすく歩きやすくなっています。口部分にはサムライピス
ネーム、足の甲にはお馴染み上段ロゴの刺繍が入ります。履き心地、素材感、デザ
インの全てを追求したこだわりのソックスです。

color
size

price
delivery

ネイビー（01/02）
メンズフリー
（01：ロング丈）（02：ショート丈）
￥2,600＋税
11月予定

ブラック・グレー・レッド
縦約26cm・横約165cm
￥9,000+税
11月予定

color
size
price
delivery

ブラック/グリーン
縦約33cm 横約50cm
￥8,000＋税
12月予定

17ozブラックセルビッチデニム・先染め撚り杢スーパーヘビィーネル生地を使用したロ
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、昨年発売し
ました「SJDRC18（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。

color
size
price
delivery

spec
アクリルウール糸 / サムライ上段刺繍
サムライピスネーム / 日本製

spec
17ozブラックセルビッチデニム
先染め撚り杢スーパーヘビィーネル生地
20周年ネーム
日本製

spec共通 : 
8/- インディゴロープ染色糸
アクリルウール糸
ウォッシュ済 / 日本製

15oz男気セルビッチデニムとオリジナルビーチクロスを用いた耳当てがつくキャッ
プです。フィールドパイルキャップやジャパンミリタリーの略帽を連想させるデザイン
は、フロントで留めている紐をほどくことで、耳当てつきのキャップとして機能します。
荒々しい表情の15ozデニムは水洗いも可能なボアが付き、オリジナルを忠実に再
現したビーチクロスの裏面はメリノウールを採用しているため、防寒性も併せ持った
キャップとなっています。

■ SJ201SC18-D / -BC （耳当て付きキャップ）

color
size
price
delivery

インディゴ（-D）・ブルー（-BC）

￥8,200(-D)・￥9,800(-BC)+税
納期10月予定

spec 15oz男気セルビッチデニム
オリジナルビーチクロス生地
エステルボア
サムライ上段ネーム
日本製

■ SJ501NC18-02

約60cm

■ SJMF18 （ ）

■ SJSK-TB01/02 （足袋ソックス）　　　　　　　　

SJSK-TB01(ロング丈)
SJSK-TB02(ショート丈)

■ SJDRC18-II （ロールクッション）　　　　　　　　

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。

15oz男
プで
は
荒
現
キ

■ 

color
size
price
deli

color
size
price
deli

プ染色糸

レー レッド

color
size
price
deli
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￥9,0
11
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SJDRC18-II 

が
合に

ラック・グレー・レッド
約26cm・横約165cm
9,000+税
月予定

SJMF18 （ ）

（ニットキャップ）

ります。す。す 履き心地、素材感、デザ

イビー（01/02） spec

丈)

spec
アクリルウ ル糸 / サムライ上段刺繍
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20周年Tシャツ＆バナー　　　　　　　　　

阪神タイガースコラボ　　　　　　　　

Ｔシャツ共通  納期 : 6月末予定      
color：ホワイト・ブラック  / size：XS・S・M・L・XL・XXL / price:￥6,500+税  
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

color：インディゴ
size   ： フリー
price :￥12,000+税

 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

20TH ANNIVERSARY

■ SJST20th-04 　

20周年記念バナーです。
サムライオリジナルのセルビッチデニムを使用。

■ SJ-BANNER-20th 
（20周年デニムバナー）

SJST20th-04 　

■ SJST20th-05　

■ SJST20th-06 　SJST20th-06 　
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阪神タイガースコラボ　　　　　　　　

color：インディゴ・キナリストライプ
size   ：S・M・L・XL・XXL 
price :￥19,000+税
　　  ￥18,000+税（01M）
納期 : 7月末予定  
spec  : ムラ糸インディゴデニム / キナリストライプ生地
 　         猫目ボタン / サムライ上段ネーム
              20周年ネーム / ワンウォッシュ済 / 日本製
             タイガースコラボネーム（01Mは無）
             ラバープリント（01Mは無）

サムライ20周年×阪神タイガースのコラボレーションアイテムです。サムライらしいワークテイストを感じる仕上がりに
なっています。生地はムラ糸デニムとピンストライプ生地を使用しており経年変化も楽しめます。
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。

サムライ20周年×阪神タイガースのコラボベースボールシャツです。
胸にはタイガースの虎とSAMURAIのS、袖にはHANSHIN Tigersとサ
ムライ竹太鼓ロゴ、背にはサムライオリジナルの虎デザインをプリン
トしました。裾にはタイガース×サムライコラボネームが付き、黄色の
綾テープもアクセントになっています。
無地ベースボールシャツもご用意しております。

サムライ20周年×阪神タイガースのコラボハンチングです。
後ろにタイガースのHT刺繍、サムライバッティング構え刺繍が入ります。汗止め
（ビンカワ）にはタイガース×サムライコラボネームが付き、パイピング黄色の綾
テープもアクセントになっています。無地ハンチングもご用意しております。

SAMURAI×阪神タイガース  

サムライ20周年×阪神タイガースのコラボベースボールシャツです。
胸にはタイガースの虎とSAMURAIのS、袖にはHANSHIN Tigersとサ
ムライ竹太鼓ロゴ、背にはサムライオリジナルの虎デザインをプリンムライ竹太鼓ロゴ、背にはサムライオリジナルの虎デザインをプリン
トしました。裾にはタイガース×サムライコラボネームが付き、黄色のトしました。裾にはタイガース×サムライコラボネームが付き、黄色の

■ HTBS18-01 （ベースボールシャツ）
■ HTBS18-01M （無地ベースボールシャツ）

color：インディゴ・キナリストライプ
size   ：L（約58cm～60cm）　XL（約60cm～62cm）
price :￥7,000+税
　　  ￥6,000+税（01M）
納期 : 7月末予定
spec  : ムラ糸インディゴデニム / キナリストライプ生地
 　         サムライ上段ネーム / 20周年ネーム 
             ワンウォッシュ済 / 日本製
             タイガースコラボネーム（01Mは無）
             刺繍（01Mは無）  

■ HTHN18-01 （阪神ハンチング）
■ HTHN18-01M （無地ハンチング）

ムラ糸インディゴデニム / キナリストライプ生地

ワンウォッシュ済 / 日本製
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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

ブラウンダックダブルニーワークパンツ　　　　　　　　　　　　　　

spec：15oz硫化染めへビィーダックセルビッチ生地 / 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

人気の410ダブルニーワークパンツのへビィーダック仕様です。生地はオリジナルの15oz硫化染めセル
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。ボタンはお馴染
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おります。シル
エットはやや細身の穿きやすいストレートシルエットになります。

color ：ブラウン　　
size   ：28～36・38・40
price ：￥25,000+税
納期    : 12月予定   　

■ SM410DBN-DUCK　　　　　　　　　　　　　　

＊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。

リバーシブルジャケット

Reversible

＊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：T/Cツイル生地（E-65%／C-35%） / オリジナルワッペン / プリント入り / WALDESリバーシブルファスナー / ワンウォッシュ済 / 日本製

新型TCリバーシブルジャケットです。生地は平織りで高密度23sツイル（E/65％ C/35％）です。皺になり
にくく速乾性にも優れた生地です。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。身頃とリブをトリコロール仕様にしています。リブは別注で編み立てたオリジナルカラーで
す。トリコロール側には、豪華に左胸にオリジナルワッペン「 SAMURAI RACING TEAM 」が付き、後ろ身
頃にはプリントと刺繍が入ります。ベージュカラー側にも、左胸にオリジナルワッペン「 SAMURAI 」が付き
ます。サムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込めたリバーシブルジャケットです。

color ： トリコロール×ベージュ　
size   ： S・M・L・XL・XXL
price ：￥33,000+税
納期    : 10月予定   　

■ SCRC18-RV　　　　　　　　　　　　　　

T/Cツイル生地（E-65%／C-35%） / オリジナルワッペン / プリント入り / WALDESリバーシブルファスナー / 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

PRIMALOFT <高級グースダウンに代わる新素材！>
プリマロフトは元々米軍の要請を受けて開発された羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材です。羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔
軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性もあり、通気性や収納性も高く、どんな環境でも使える実用性を兼ね備えた画期的な人工羽毛です。

PRIMALOFT シリーズ　　　　　　　　　　　　　　

spec： 機能性ナイロン100％ キューダス(専用ラベル有り) / プリマロフト
　　　  ユニバーサルファスナー / ワッペン付き / サムライスナップボタン
             二輪車倶楽部ネーム / 日本製

「プリマロフト」を使用したスペクタージャケットです。
表地のナイロン生地「キューダス」は、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）のようなタッチで、裏面にコーティン
グを施すことで程良いハリ感と防水性・防風性・透湿性を発揮、さらに
耐久撥水の機能も併せ持ち、風雨を防ぎ、かつ発汗による不快感を軽
減する快適性を追求した高機能生地です。更にアップデートし左袖に
はポケットとオリジナルワッペン「 Samuraistone S 」が付きフロントポ
ケットも開閉しやすくスナップを一つに変更。サムライ倶楽部らしい遊
び心と拘りを込め、様々なシーンで幅広く着て頂けるジャケットです。

■ MCRJ18 　　　　　　　　　　　　

※ナイロン素材には防水性の機能のあるコーデ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 ：ブラック・ブルー　　size ：S・M・L・XL・XXL
price ：￥40,000+税　　   納期  : 11月予定   　

spec： 機能性ナイロン100％ ブリザテック(専用ラベル有り) 3層(3レイヤー) 
             プリマロフト/チェッカーフラッグ生地 / プリント入り
             サムライスナップボタン / 二輪車倶楽部ネーム / 日本製

「プリマロフト」を使用したコーチジャケットです。
表地のナイロン生地「ブリザテック」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層の特殊素材です。ポリウレタン膜にある1～30マイクロメ－タ－
の細かい孔が水を通さず、逆に内部に滞留した湿気を外部に放出する機
能を備えた高機能素材です。裏地にはチェッカーフラッグ生地を使用しサ
ムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込め、左胸・後ろ身頃には迫力のある
グラフィックをプリントし様々なシーンで幅広く着て頂けるジャケットです。

■ MCCJ18 （コーチジャケット）　　　　　　　　　　　　　　　

color ：ブラック・ブラック×グレー・ネイビー×ブラウン
size   ：S・M・L・XL・XXL　price ：￥33,000+税　納期  : 11月予定   　

spec： 60/40クロス / プリマロフト / サテン生地 / アクリルボア / 自動車倶楽部ネーム
             ユニバーサルファスナー / 刺繍入り / 日本製

「プリマロフト」を使用したドカジャン（キルティングジャケット）です。
表地はアウトドアでは強い味方の60/40クロスを使用しており、裏に
は滑りの良いサテン地を使用しています。襟のボアは取り外し可能
となっています。胸ポケットの上に「サムライモータース」の刺繍が入
ります。シンプルながら主張するジャケットに仕上がっています。

■ SMDK18 （ドカジャン）　　　　　　　　　　　　　　

color ：ネイビー・ブラック　　size  ：S・M・L・XL・XXL
price ：￥39,000+税　　　  納期   : 10月予定   　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込め、左胸・後ろ身頃には迫力のある

予定   　予定   　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

spec： 
　　　  ユニバーサルファスナー / ワッペン付き / サムライスナップボタン
             二輪車倶楽部ネーム / 日本製

「プリマロフト」を使用したスペクタージャケットです。
表地のナイロン生地「キューダス」は、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）のようなタッチで、裏面にコーティン
グを施すことで程良いハリ感と防水性・防風性・透湿性を発揮、さらに
耐久撥水の機能も併せ持ち、風雨を防ぎ、かつ発汗による不快感を軽
減する快適性を追求した高機能生地です。更にアップデートし左袖に
はポケットとオリジナルワッペン「 Samuraistone S 」が付きフロントポ
ケットも開閉しやすくスナップを一つに変更。サムライ倶楽部らしい遊
び心と拘りを込め、様々なシーンで幅広く着て頂けるジャケットです。

■ MCRJ18 

color ：
price ：￥40,000

■ MCRJ18 

※スナップボタンを黒塗装しておりますが。ワンウォッシュの
状態でもある程度の塗料剥がれが見られますが、これは本製
品の「味」としてご理解お願い致します。

（スペクタージャケット）　　

60/40クロス / プリマロフト / サテン生地 / アクリルボア / 自動車倶楽部ネーム

表地はアウトドアでは強い味方の60/40クロスを使用しており、裏に
は滑りの良いサテン地を使用しています。襟のボアは取り外し可能
となっています。胸ポケットの上に「サムライモータース」の刺繍が入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

となっています。胸ポケットの上に「サムライモータース」の刺繍が入

「プリマロフト」を使用したスペクタージャケットです。

■ MCRJ18 
（スペクタージャケット）

　　　　　　　　　　　　　

■ MCRJ18 　　　　　　　　　　　　
（スペクタージャケット）

　　　　　　　　　　　　　

P03

モールスキン生地による刺繍ワークシャツです。モールスキンとは、モグラ
の毛皮のような感触のある厚みのある綿素材で、モール（mole）＋モグラ
のスキン（skin）＝肌という意味で、元々はモグラの毛皮のことを指していま
した。太い綿糸を生地の片面だけではなく、両面に起毛させながら織り上
げています。モールスキンに用いられている綿糸はキャンバスやデニムより
は太くありませんが、高密度で織り上げているので強度があり、生地の表も
裏も起毛しているので優しい肌触りと保温性があります。後ろ身頃のチェー
ン刺繍技法も細部まで拘り、サムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込めまし
た。様々なシーンで幅広く着て頂けるワークシャツです。

spec
モールスキン生地
二輪車倶楽部ネーム
チェーン刺繍
猫目樹脂ボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ MCWS18- MS （ワークシャツ）

高密度ストライプジャガードデニム生地による長袖ワークシャツです。
生地はインディゴロープ染めとブラック硫化染による12ozストライプ
です。台襟・カフスにはパーツ柄スレーキを使っています。縫製はワー
クウエアらしく堅牢な作りで、袖・脇・ヨークなど三本針の巻き縫いで、
アクセントとして下糸は配色を変えました。ロープ染色の糸を使用して
いるので着込めば着込む程に風合いが増し愛着が湧きます。

spec
高密度ストライプジャガードデニム生地
自動車パーツ柄スレーキ
自動車倶楽部ネーム
ナットボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMST18-AW  （ストライプワークシャツ）

カーキベージュ
パープル
S・M・L・XL・XXL
￥25,000+税
9月予定

color

size
price
delivery

インディゴ
ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL
￥17,000+税
8月予定

color

size
price

delivery

シャツ



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

PRIMALOFT <高級グースダウンに代わる新素材！>
プリマロフトは元々米軍の要請を受けて開発された羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材です。羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔
軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性もあり、通気性や収納性も高く、どんな環境でも使える実用性を兼ね備えた画期的な人工羽毛です。

PRIMALOFT シリーズ　　　　　　　　　　　　　　

spec： 機能性ナイロン100％ キューダス(専用ラベル有り) / プリマロフト
　　　  ユニバーサルファスナー / ワッペン付き / サムライスナップボタン
             二輪車倶楽部ネーム / 日本製

「プリマロフト」を使用したスペクタージャケットです。
表地のナイロン生地「キューダス」は、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）のようなタッチで、裏面にコーティン
グを施すことで程良いハリ感と防水性・防風性・透湿性を発揮、さらに
耐久撥水の機能も併せ持ち、風雨を防ぎ、かつ発汗による不快感を軽
減する快適性を追求した高機能生地です。更にアップデートし左袖に
はポケットとオリジナルワッペン「 Samuraistone S 」が付きフロントポ
ケットも開閉しやすくスナップを一つに変更。サムライ倶楽部らしい遊
び心と拘りを込め、様々なシーンで幅広く着て頂けるジャケットです。

■ MCRJ18 　　　　　　　　　　　　

※ナイロン素材には防水性の機能のあるコーデ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 ：ブラック・ブルー　　size ：S・M・L・XL・XXL
price ：￥40,000+税　　   納期  : 11月予定   　

spec： 機能性ナイロン100％ ブリザテック(専用ラベル有り) 3層(3レイヤー) 
             プリマロフト/チェッカーフラッグ生地 / プリント入り
             サムライスナップボタン / 二輪車倶楽部ネーム / 日本製

「プリマロフト」を使用したコーチジャケットです。
表地のナイロン生地「ブリザテック」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層の特殊素材です。ポリウレタン膜にある1～30マイクロメ－タ－
の細かい孔が水を通さず、逆に内部に滞留した湿気を外部に放出する機
能を備えた高機能素材です。裏地にはチェッカーフラッグ生地を使用しサ
ムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込め、左胸・後ろ身頃には迫力のある
グラフィックをプリントし様々なシーンで幅広く着て頂けるジャケットです。

■ MCCJ18 （コーチジャケット）　　　　　　　　　　　　　　　

color ：ブラック・ブラック×グレー・ネイビー×ブラウン
size   ：S・M・L・XL・XXL　price ：￥33,000+税　納期  : 11月予定   　

spec： 60/40クロス / プリマロフト / サテン生地 / アクリルボア / 自動車倶楽部ネーム
             ユニバーサルファスナー / 刺繍入り / 日本製

「プリマロフト」を使用したドカジャン（キルティングジャケット）です。
表地はアウトドアでは強い味方の60/40クロスを使用しており、裏に
は滑りの良いサテン地を使用しています。襟のボアは取り外し可能
となっています。胸ポケットの上に「サムライモータース」の刺繍が入
ります。シンプルながら主張するジャケットに仕上がっています。

■ SMDK18 （ドカジャン）　　　　　　　　　　　　　　

color ：ネイビー・ブラック　　size  ：S・M・L・XL・XXL
price ：￥39,000+税　　　  納期   : 10月予定   　

※スナップボタンを黒塗装しておりますが。ワンウォッシュの
状態でもある程度の塗料剥がれが見られますが、これは本製
品の「味」としてご理解お願い致します。

（スペクタージャケット）　　

P03

モールスキン生地による刺繍ワークシャツです。モールスキンとは、モグラ
の毛皮のような感触のある厚みのある綿素材で、モール（mole）＋モグラ
のスキン（skin）＝肌という意味で、元々はモグラの毛皮のことを指していま
した。太い綿糸を生地の片面だけではなく、両面に起毛させながら織り上
げています。モールスキンに用いられている綿糸はキャンバスやデニムより
は太くありませんが、高密度で織り上げているので強度があり、生地の表も
裏も起毛しているので優しい肌触りと保温性があります。後ろ身頃のチェー
ン刺繍技法も細部まで拘り、サムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込めまし
た。様々なシーンで幅広く着て頂けるワークシャツです。

spec
モールスキン生地
二輪車倶楽部ネーム
チェーン刺繍
猫目樹脂ボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ MCWS18- MS （ワークシャツ）

高密度ストライプジャガードデニム生地による長袖ワークシャツです。
生地はインディゴロープ染めとブラック硫化染による12ozストライプ
です。台襟・カフスにはパーツ柄スレーキを使っています。縫製はワー
クウエアらしく堅牢な作りで、袖・脇・ヨークなど三本針の巻き縫いで、
アクセントとして下糸は配色を変えました。ロープ染色の糸を使用して
いるので着込めば着込む程に風合いが増し愛着が湧きます。

spec
高密度ストライプジャガードデニム生地
自動車パーツ柄スレーキ
自動車倶楽部ネーム
ナットボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMST18-AW  （ストライプワークシャツ）

カーキベージュ
パープル
S・M・L・XL・XXL
￥25,000+税
9月予定

color

size
price
delivery

インディゴ
ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL
￥17,000+税
8月予定

color

size
price

delivery

シャツ

モールスキン生地による刺繍ワークシャツです。モールスキンとは、モグラ
の毛皮のような感触のある厚みのある綿素材で、モール（mole）＋モグラ
のスキン（skin）＝肌という意味で、元々はモグラの毛皮のことを指していま
した。太い綿糸を生地の片面だけではなく、両面に起毛させながら織り上
げています。モールスキンに用いられている綿糸はキャンバスやデニムより
は太くありませんが、高密度で織り上げているので強度があり、生地の表も
裏も起毛しているので優しい肌触りと保温性があります。後ろ身頃のチェー
ン刺繍技法も細部まで拘り、サムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込めまし
た。様々なシーンで幅広く着て頂けるワークシャツです。

■ 

color

■ 
　　　　　　　　　　　　　　シャツシャツ



P04　

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　　　　　　　　　　　　　　
SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Work Pants　　　　　　　　　　　　　　
SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Work Pants　　　　　　　　　　　　　　

spec：ソルト＆ペッパーストライプ生地 / ユニバーサルファスナー / 猫目鉛ボタン
　　　 Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム  /  ワンウォッシュ済 / 日本製

ソルト＆ペッパーストライプ生地によるワークパンツです。
クラシックワークな佇まいの撚り杢糸によるストライプ生地は
奥深い趣があります。

color ：チャコールグレー　size ：28・30・32・34・36・38・40
price ：￥22,800+税           納期  : 10月予定   　

TCワークパンツです。
生地は平織りで高密度23sツイル（E/65％ C/35％）です。
皺になりにくく速乾性にも優れた生地です。

SAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねてSAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねてSAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねてSAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねてSAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねてSAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねてSAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねてSAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねてSAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねてSAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねてSAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねてSAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねて
柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト
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SAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねて
柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト
が微調整可能なウエスト裏の折り返し縫製仕様（ウエスト出し約1インチ）、股下には穿き
やすさと稼働率を広くする為、ダイヤマチを付けました。前身頃右前のベルトループのみ巾
を細く、ウォレットチェーンや懐中時計のフックを付けやすくし、右前にはウォッチポケットも
付きます。ポケットにコイン等を入れる場合など、劣化の進行が早い前ポケット袋スレーキ
底部には生地を二重にあてて強度を上げ、トップボタン部分は傷を付けないようにホック仕
様です。やや細身の穿きやすいシルエットで通年穿けるオーセンティックなパンツです。

■ SWC500C18 （ワークパンツ）　　　　　　　　　　　　　　

■ SWC500TC18-CT （ワークパンツ）　　　　　　　　　　　　　

コーチジャケット

color ：ブラック・ネイビー   
size ：28・30・32・34・36・38・40
price ：￥14,000+税     納期  : 10月予定   

spec：T/Cツイル生地（E-65%／C-35%） / ユニバーサルファスナー 
　　　 猫目鉛ボタン/Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム
　　　 ワンウォッシュ済 / 日本製

生地は平織りで高密度23sツイル（E/65％ C/35％）です。
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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

新型TCテーラージャケットです。
生地は平織りで高密度23sツイル（E/65％C/35％）です。
皺になりにくく速乾性にも優れた生地です。

■ SWCTJ18-CT （SWCテーラージャケット）　　　　　　　　　　　　　　　

color ：ベージュ・ブラウン   size ：S・M・L・XL・XXL
price ：￥22,000+税          納期 : 10月予定   　

新型TCプルオーバーワーク長袖シャツです。生地は平織りで高密度の
10oz T/C 先染めキャンバス（E/50％ C/50％）です。皺になりにくく速乾
性にも優れると共に淡インディゴ・淡ブラックの経年変化も楽しめます。
シンプルな文字組をベースにグラフィックが右胸・後ろ身頃にプリントが
入ります。非常に着やすいプルオーバー長袖シャツです。無地ベースプ
ルオーバーシャツもご用意しております。

■ SWCPO18-IB （SWCプルオーバーシャツ）
■ SWCPO18-IB-M （SWCプルオーバーシャツ無地）　　　　　　　　　　　　　　　　

color ： 淡インディゴ・淡ブラック    size ： S・M・L・XL・XXL　納期  : 8月予定  
price ：￥16,000+税 （無地 IB-M：￥15,000+税 ）   　

spec： インディゴT/C生地（E-50%／C-50%） 
             ブラックT/C生地（E-50%／C-50%）
              Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム
             猫目樹脂ボタン / 猫目鉛ボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

spec： T/Cツイル生地（E-65%／C-35%）
             Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム
            猫目樹脂ボタン / 猫目鉛ボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

spec： インディゴT/C生地（E-50%／C-50%） ブラックT/C生地（E-50%／C-50%） 
             Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム  / プリント入り / WALDESファスナー
             猫目樹脂ボタン / 猫目鉛ボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

新型TCテーラージャケットです。
生地は平織りで高密度の10oz T/C 先染めキャンバス（E/50％ 
C/50％）です。皺になりにくく速乾性にも優れると共にインディゴ・
ブラックの経年変化も楽しめます。

■ SWCTJ18-IB （SWCテーラージャケット）　　　　　　　　　　　　　　

color ：インディゴ・ブラック   size ： S・M・L・XL・XXL
price ：￥24,000+税            納期  : 10月予定   　

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Jacket 　　　　　　　　　　　　　　

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Pullover shirt　　　　　　　　　　　　　　

SAMURAI WORK CLOTHESのジャケットは初めて袖を通した時の質感から、エイ
ジングを重ねて柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。型
崩れがしにくく、非常に着やすいシルエットになっています。幅広いコーディネート
が楽しめるオーセンティックなテーラージャケットです。
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生地は平織りで高密度の10oz T/C 先染めキャンバス（E/50％ 
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新型TCテーラージャケットです。
生地は平織りで高密度23sツイル（E/65％C/35％）です。
皺になりにくく速乾性にも優れた生地です。

■ SWCTJ18-CT 

spec： 
             Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム
            猫目樹脂ボタン / 猫目鉛ボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

新型TCプルオーバーワーク長袖シャツです。生地は平織りで高密度の
10oz T/C 先染めキャンバス（E/50％ C/50％）です。皺になりにくく速乾
性にも優れると共に淡インディゴ・淡ブラックの経年変化も楽しめます。
シンプルな文字組をベースにグラフィックが右胸・後ろ身頃にプリントが
入ります。非常に着やすいプルオーバー長袖シャツです。無地ベースプ

（SWCプルオーバーシャツ無地）

インディゴT/C生地（E-50%／C-50%） ブラックT/C生地（E-50%／C-50%） 
 / プリント入り / WALDESファスナー

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Pullover shirt　　　　　　　　　　　　　　

（SWCプルオーバーシャツ無地） 　　　　　　　　　　　　　　

インディゴT/C生地（E-50%／C-50%） ブラックT/C生地（E-50%／C-50%） 
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Pullover shirt　　　　　　　　　　　　　　
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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。

■ SMJS18-102■ SMJS18-101　
カットソー

■ SMJS18-101　■ SMJS18-101　

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

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

color : 101 ブルー・ネイビー
            102 ブラック・ネイビー　
size : S・M・L・XL・XXL
price :￥15,000+税   
納期 : 9月末予定 

ージャージー

Spec : ポリエステルスムース
          WALDESコイルファスナー/日本製 

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。

■ SMLT18
-101 

■ SCLT18
-101

color : ホワイト・ブラック　size : S・M・L・XL・XXL   納期 : 9月予定 
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 （ヘンリーネック：二本針） / 丸胴 / 日本製 

￥9,500+税￥9,500+税

ーロングスリーブTシャツー

■ MCLT1
8-101 

■ SMLT18
-102

￥9,500+税

￥9,500+税

■ SAFLT1
8-101

■ SULT1
8-101 ￥9,500+税￥9,500+税

SMJS18-102SMJS18-102SMJS18-102

納期 : 9月予定S・M・L・XL・XXL 納期納期 : 9月
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太番手のコーマ糸をオリジナルで編みたてたヘビィーウエイトサーマルシリーズ。ウールも含まれていた時代のミリタリーサーマルのファブリッ
クを参考に、コシのある肌触りと程よい厚みをだし、サムライらしくコットン100％でも保温力も期待できるよう新たに再構築しました。日本の古
着にも見られる、脇下にある三角のマチにはサーマルらしくフライス生地をあて、シャリ感がある生地でも可動域を増やし、ハードな動きにもス
トレスを感じないようにしてあります。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本針仕様で
す。

カットソー

■ SMLTW
18-101

■ SCLTW1
8-101　 ■ MCLTW

18-101

■ SCS18-1
02

■ SCS18-1
01　

■ SMS18-
101

■ MCS18
-101

■ SMS18
-102　 ■ SAFS18

-101

color : アイボリー・スミクロ  size : S・M・L・XL・XXL  納期 : 9月予定    
Spec : ヘビィーウエイトハニカム / 三本針バインダーネック / フラットシーマ縫製  / 日本製 ーサーマルー

￥12,000+税￥12,000+税 ￥12,000+税

￥13,500+税 ￥13,500+税
刺繍付けフェルト 14/－ 天竺貼り付け ￥13,000+税

￥18,000+税 ￥16,000+税
ユニバーサルジッパー
四本針フラットシーマ

植毛フロッキー ￥13,000+税

目付の重いミディアムウエイトのスウェットシリーズです。二本針を基本とした丈夫な縫製仕様に加え、長年の着用に耐えうるよう細かなところに
補強のステッチも加えた仕様としています。また、重ね着をした時の着心地と見え方を考慮して、厚みが出る部分には四本針フラットシーマ縫
製、フードは古着の立体感のある形状を参考にし、頭がすっきりと入るようにアップデートしています。サイズ感もそれぞれ例年のものから微調
整を加え、現代のスタイルに合うように作成したものを採用しています。

color : 杢グレー・インクブルー・モスグリーン  
size   : S・M・L・XL・XXL  納期 : 10月予定    
共通Spec  : 19/11丸胴裏毛 / セットインスリーブ / 二本針 / 日本製 ー丸胴ミディアムウエイトスウェットー

6.5cm
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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。

■ SMJS18-102■ SMJS18-101　
カットソー

color : 101 ブルー・ネイビー
            102 ブラック・ネイビー　
size : S・M・L・XL・XXL
price :￥15,000+税   
納期 : 9月末予定 

ージャージー

Spec : ポリエステルスムース
          WALDESコイルファスナー/日本製 

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、
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わりのＴシャツシリーズです。

■ SMLT18
-101 

■ SCLT18
-101

color : ホワイト・ブラック　size : S・M・L・XL・XXL   納期 : 9月予定 
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 （ヘンリーネック：二本針） / 丸胴 / 日本製 

￥9,500+税￥9,500+税

ーロングスリーブTシャツー

■ MCLT1
8-101 

■ SMLT18
-102

￥9,500+税

￥9,500+税

■ SAFLT1
8-101

■ SULT1
8-101 ￥9,500+税￥9,500+税
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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。
2018年AWシーズンでは新カラーとしてネイビー・レッドを加えた5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。

■ SMBLH101 （レンチ型キーホルダー）

color

size
price
delivery

ゴールド・シルバー・赤さび
ネイビー・レッド
FREE
￥4,600+税
8月予定

color
size
price

delivery

color
size
price
delivery

ブラウン
H30cm×W35cm×D10cm
￥26,000+税
11月予定

spec :
真鍮製レンチ型キーホルダー
日本製

spec :
15oz硫化染めヘビィーダックセルビッチ生地 
20周年スレーキ
サムライスナップボタン
20周年ネーム / 自動車倶楽部ネーム
WALDESジッパー / 日本製 

 

15ozヘビィーダックセルビッチ生地を使用したバックになります。バック
内側の生地にはサムライ20周年オリジナルスレーキを使用しています。
サイズ感と内容量は、トートバックとして使用するときも、もしくは付属の
ベルトを使用してショルダーバックとして使用する時なども考慮して、普
段使いはもちろんのこと1～2泊程度の旅行や出張にも問題なく対応で
きるような絶妙なバランスになっています。

■ SCSDB20th-DUCK （ダックショルダートートバッグ）

平織で織られたヘビィーな9号帆布による新型ボア付きワークキャップで
す。生地は厚手な9号帆布で堅牢な生地を使用し、内側・外側に折り返せ
ることができます。キャップとしての機能と、防寒時はボア付きなので耳当
て付きのキャップとしても自由に変化可能な仕様です。被り始めの質感と
エイジングを重ねフェードし、柔らかくなってきた時、どちらも違った表情
が楽しめます。生地の雰囲気・肉厚も程良く長いシーズン着用頂けます。

■ SC201WC18-DK （耳当て付きワークキャップ）

spec :
9号帆布
ポリエステルボア
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

 

color
size

price
delivery

カーキベージュ・パープル
L（約58cm～60cm）
XL（約60cm～62cm）
￥7,000+税
 9月予定

ブラック・ネイビー・カーキ
FREE
￥6,000+税
 9月予定

spec :
モールスキン生地
サムライ倶楽部ネーム
ドットボタン
ワンウォッシュ済
日本製

 

モールスキン生地によるハンチングキャスケットです。生地は起毛させな
がら織り上げ密度をとても高くしながら織り上げているので強度があり生
地の表も裏も起毛してあるので優しい肌触りと保温性もあります。被り始
めの質感とエイジングを重ねフェードし、柔らかくなってきた時、どちらも
違った表情が楽しめます。8枚接ぎの大きめのパネルに少し大きめなク
ラシカルな天釦が付き、庇に隠しスナップボタンがあり開閉により自由に
シルエットを変化できる仕様です。生地の雰囲気・肉厚も程良く長いシー
ズン着用頂けます。

■ SC301CT18-MS （ハンチングキャスケット）

が楽しめます。生地の雰囲気・肉厚も程良く長いシーズン着用頂けます。

2018年AWシーズンでは新カラーとしてネイビー・レッドを加えた5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。

color ブラウン spec :
15oz硫化染めヘビィーダックセルビッチ生地 

段使いはもちろんのこと1～2泊程度の旅行や出張にも問題なく対応で
きるような絶妙なバランスになっています。

color ブラウン spec :

きるような絶妙なバランスになっています。
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