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ついに登場！！ついに登場！！

■侍魂モデル  S003SJC  ≪日本の良さを後世へ≫
日本人による日本人だからこそ生み出すことができる、進化するジーンズとして誕生した「倭モデル」
今から二千年昔、倭姫命（やまとひめ）が、伊勢神宮に奉納していた木綿をイメージし、いつか完全純日本製モデルに進化
させることを夢見た「倭モデル」誕生から9年目、ついに自家製サムライ和綿で紡いだ糸を緯糸に織り込んだ珠玉の逸品！

ベースシルエット　「倭モデル 003JP」

SAMURAI JEANSSAMURAI JEANSSAMURAI JEANSJapanJapanS003SJCS003SJCS003SJC

デニムと糸シルエット 　　　　　経糸は、松阪木綿の特性に近い超長繊維の綿
を、糸をつむぐときに甘く撚りをかけて、しなやかでシルク
のようなソフトな風合いを持たせた糸。
緯糸は、正真正銘「日本製、2015自家製サムライコットン」
サムライコットンは、紡績機からこぼれ落ちてしまうほどの
短い超短繊維であり、これこそが和綿の特徴である。しか
し、和綿１００%では紡績機で糸にすることは一切不可能
であり、もしも紡績機にかける場合には洋綿と混ぜることが
業界の常識といわれている。その常識を覆すべく、なんとか
和綿のサムライコットン100％を糸にできる紡績工場を日
本中探しまわり、ようやくたどり着いたのが大阪の老舗紡績
工場。その工場長の職人魂に火をつけたのは、「何としても
糸にしたい」というサムライジーンズの熱意。何度も何度も
止まってしまう紡績機に一日中つきっきりで、時間をかけて
じわじわと強く撚りをかけて紡いでいく仕業は、さすがに熟
練の技。完成した極上の綿糸は、他には類のない、柔軟で
柔らかく、快い毛羽立ちと弾力性があるやさしい風合いをも
つ、世界で唯一の「極上の糸」である。
撚りを甘くしている超長繊維綿と、強く撚りをかけた超短繊
維綿という、まったく相反する二種類の繊維からできた糸を
つかって織り上げた生地がどんな表情をみせてくれるの
か、持ち主だけが味わうことができる究極の贅沢であり、穿
き手の心をくすぐる逸品である。

　　　　　糸の配色はオリジナル銀糸と金茶の2色を中心としている。ヨーク
の巻縫いとフロントポケット口は、トリプルステッチで走っており、真ん中の糸は
黒のコアスパン糸で、経年の変化で糸が目立ってくるようにしている。前立ての
ダブルステッチについても一本を黒のコアスパンで走っている。バックポケット
付けは一筆縫いで、ベルトループについては巻き込みを増やして中高にしてお
り、ループはバンザイ付けにて革パッチと共に固定される。そのベルトループの
カンドメと、ボタンホールにはグリーン糸を使用して、日本の美しい自然をイメー
ジした。

縫製

　　　　　■セルビッチ/倭耳■織ネーム「鳳凰」スレーキに、「自家製綿を使用してい
る証」のタグ■パッチ・フラッシャー/倭モデルと和モデルとの融合。日本の美しい自然を
背景に、「完全自家製」を目指し、鍬を手にしたサムライの覚悟をイメージした。■トップボ
タンは、Ｓ000JPCで使用している和綿の花をイメージしたデザインを用い、あとは、倭モ
デルの桜ボタンと、和綿ボタンを交互に配置した。■リベット/倭モデル銀リベット「さくら」
■パッチ/日本らしい風景を背景にし、偉人達が残した伝統的な日本の美と、技術を継承
し、後世に伝えていくために、侍が鍬を手にして将来を想っている情景をデザインした。■
フラッシャー/パッチのデザインをベースに、侍のこれからを思い描く心を表現した。

その他

　　　　　コインポケットにのみ、S000JPC、2014年も
の、採れたて一番サムライコットン100%の、貴重な生地
を使用した贅沢なつくりとなっている。

コインポケット

　　　「後世への継承」
倭モデルのコンセプト「日本の良
さを、我々の世代から次世代へと
伝えていきたい」という思いを込
めて、やや大きさの違う２羽のカ
モメが羽ばたく姿を描いている。
これを、隠しカモメステッチ＆影
武者ステッチにし、履きこむほど
にステッチが現れるようになって
いる。

飾りステッチ

2015年栽培・収穫サムライコットン使用！

コインポケット
イメージ： 隠しカモメステッチ
このように「後世への継承ステッチ」が
浮き上がる仕様です。

  納期：6月予定
  size : 26～36,38
price :￥77,777+税

サムライ japanモデ
ル「倭」と、

サムライ自家製ジー
ンズプロジェクトとの

夢のコラボ！！サムライ Japanモデ
ル「倭」と、

サムライ自家製ジー
ンズプロジェクトとの

夢のコラボ！！

自家製サムライ和綿
で紡いだ糸を緯糸に

                               
          織り込んだ珠

玉の逸品！自家製サムライ和綿
で紡いだ糸を緯糸に

                               
          織り込んだ珠

玉の逸品！

和綿の花をイメージしたボタン
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2017年一発目を飾るスペシャル限定モデル。2012年に大変ご好評頂いた
「関ヶ原24ozモデル」を、超へビィー24ozデニム仕様はそのままに、単なる復
刻ではなく更なるアップデートしたスペシャルモデルとなっています。人気の大
戦モデルS3000VXをベースとし、関ヶ原の戦いにちなんだ仕様を随所に盛り
込んでおります。戦いの模様をそのまま表現した関ヶ原スレーキ今回はネイ
ビーバージョン、東軍西軍をイメージした赤色と青色を左右に配したペンキス
テッチ、そして人気の隠しカモメステッチ仕様、スペシャルモデルではもはや定
番の本金松ノ木ボタンなど、とにかく豪華かつ迫力のある仕上がりとなっており
ます。関ヶ原を表現した革パッチ・フラッシャーも見逃せません。

関ヶ原24ozモデル

スペシャル限定 : 関ヶ原モデル 
■ S3000VX24oz-SGⅡ 

NEW刃モデル■ S110XJ
NEW 刃モデル 

spec：24ozスペシャルセルビッチデニム / オリジナル関ヶ原スレーキ / 本金鉄製松ノ木ボタン
         銅製銭型リベット / 専用革パッチ・フラッシャー / ペンキステッチ /  隠しカモメステッチ 
         ややゆったりとしたストレート / 日本製

color：インディゴ　size：28～36・38・40  price ：￥33.800+税    納期 : 1月予定   

spec：17oz左綾ネップ蒼刀セルビッチ / 鉄製竹ボタン / 銅製刃モデルリベット
         専用革パッチ・フラッシャー / 刃モデル専用織りネーム /  サムライギャランティーチケット 
         家紋柄スレーキ / やや細身のストレート / 日本製

color：インディゴ　size：28～36・38・40  price ：￥24.000+税    納期 : 4月予定   

人気シリーズ「刃モデル」リニューアルしました。生地は縦横に落ち綿を入
れたムラの強いネップ糸を弱テンションでザラ織りしたNEW左綾17oz蒼
刀セルビッチです。これまでの刃モデルデニムとは全く風合いの異なる表
情のデニムとなっています。侍竹ボタン、専用リベット、織りネームなどの
仕様はそのままに、パッチ・フラッシャーについては一新致しました。シル
エットについても以前のS0110XJIIをベースとしながら更に穿きやすさを
追求した新パターンとなっております。
＊今回は限定モデル仕様ですが、今後定番化致します。

ー 刃シリーズがリニューアル ー
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■ S710BK17oz-II （710ブラックモデル）
「S710XX」の17ozブラックデニム版になります。生地は「零ブラック」
でお馴染みS5000BK仕様デニム「17oz武士道ブラックセルビッチ」で
す。ブラックデニムですが硫化染料によるロープ染色デニムなのでイ
ンディゴデニム同様に激しい色落ちが期待できます。S710XX19ozの
仕様をベースとしながらも、縫製を黒糸中心にする事でインディゴの
ジーンズとはまた違ったクールな印象を持っています。革パッチについ
てもブラックモデルを表す黒箔にしております。

2016年春夏にデビューし、すでに話題となっている細身テーバー
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、ワタリから裾にかけてテーパードを強くか
け、くるぶし丈でも綺麗に穿いて頂けるシルエットとなっています。
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
ム仕様。

■ S511XX19oz （19oz仕様S0511XXモデル）

震災復興支援企画10年目となりますが、今回も東日本大震災への復興支援を
テーマとしました。今回は2011年大変人気を博したS8000BTX戦国甲冑モデル
を復刻させました。デニムはタテにロープ染色によるブラックの5番糸、ヨコに柿
渋の染料などで染めた茶色の5番糸による17ozブラックブラウンセルビッチデニ
ムです。それを今回、ヨーク部分とポケット向う布のみ裏使いをし、甲冑の雰囲気
を演出しました。スレーキは和柄生地、黒松ノ木ボタン、鹿革パッチ、専用フラッ
シャーなど魅力的な仕様となっております。シルエット・デザインは大坂の陣シ
リーズに採用された、太からず細からずの中間的な太さで、ヴィンテージ感溢れる
シンチベルトタイプです。

■ S8000BTX-RR （震災復興支援企画・戦国甲冑モデル）

color： ブラック・柿渋
size  ： 28～36・38・40
price:￥27,800+税 / 納期3月予定
spec : 17oz武士道ブラック柿渋セルビッチデニム
           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 / 鉄製針バックル
            和柄スレーキ / レギュラーストレート / 日本製

color： ブラック
size  ： 28～36・38・40
price:￥24,000+税 / 納期5月予定
spec : 17oz武士道ブラックセルビッチデニム 
            インディゴピンチェック / 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  ： 26～36・38・40
price:￥25,000+税 / 納期6月予定
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
            日本製
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■ S310SP17 （ジーンズ短パン）
太身シルエットのS310XXをベースにしたショートパンツです。今回は零シ
リーズの17oz武士道セルビッチと零ブラックでお馴染みの17ozブラックブ
ラックデニムを使っており、短パンながらもヘビィー且つアタリ・色落ちも楽し
めるものとなっています。専用パッチ・フラッシャーはもちろんの事、スレーキは
家紋柄ジャガードを使いました。バックポケットはシンプルながら主張するWカ
モメステッチ仕様としております。

刺し子生地によるクライミングショートパンツです。生地はインディゴ
ロープ染色の9番単糸による刺し子生地です。藍の刺し子と違い、デニ
ムのような色落ちが楽しめる生地となっています。180度開閉可能な股
部の縫製、容易に調整が可能でなおかつ幅広く対応できるウエストベ
ルトなど、実用性とファッション性を兼ね備えています。前身の帯に挟み
込んでいるDカン付きの吊りタブはキーフックやウォレットロープを引っ
掛けるのに便利です。ボタンはナット製です。シルエットはやや短めの丈
で全体的には少しゆったりとしており、楽に穿いて頂けます。

■ SJSP17-SK （インディゴ刺子クライミングショートパンツ）

＊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。

男気15ozデニムによるオーバーオールです。生地は定評のある男
気15ozで、ワイルドながらシャープな縦落ち感が魅力のデニムで
す。デザインは胸と脇にポケットの付くシンプルな仕様で、シルエッ
トはスッキリとさせており非常に着易くなっています。縫製はグレー
糸中心で巻縫いトリプルステッチなどステッチワークも際立ってお
ります。

■ SJOVAL17 （15ozデニムオーバーオール）

color： インディゴ 【IND】
size  ： XS・S・M・L・XL
price:￥32,000+税 / 納期4月予定
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
           スナップボタン / 吊カン・送り金  / ワンウォッシュ済 / 日本製

color： インディゴ【IND】 ・ ブラック【BLK】
size  ： 28・30・32・34・36・38・40
price:￥19,000+税 / 納期4月予定
spec : 17oz武士道セルビッチ / 17oz武士道ブラックセルビッチ  / 家紋柄スレーキ 
             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 
             ワンウォッシュ済 / 日本製

color： インディゴ 【IND】
size  ： XS（28）・S（30）・M（32）・L（34）・XL（36）・XXL（38）
price:￥19,000+税/ 納期3月予定
spec : インディゴロープ糸刺し子生地 / 裏地ネイビースレーキ 
            ナットボタン / ユニバーサルファスナー / ウエストベルト 
            Dカン / 侍上段ネーム / ワンウォッシュ済 / 日本製

オーバーオール　　　　　　　　　　

ショートパンツ　　　　　　　　　　

太身シルエットのS310XXをベースにしたショートパンツです。今回は零シ
リーズの17oz武士道セルビッチと零ブラックでお馴染みの17ozブラックブ
ラックデニムを使っており、短パンながらもヘビィー且つアタリ・色落ちも楽し
めるものとなっています。専用パッチ・フラッシャーはもちろんの事、スレーキは
家紋柄ジャガードを使いました。バックポケットはシンプルながら主張するWカ
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■ SJSP17-TO （インディゴタオル地ショートパンツ）
インディゴタオル生地によるショートパンツです。表をパイル、裏を平
組織にしたタオル生地で、インディゴロープ染色による糸なので経年
の色落ちも楽しめます。まさしくタオルの風合いで、非常に着心地の良
い生地に仕上がっております。ボタンはナット製です。シルエットはやや
短めの丈で全体的には少しゆったりとしており、楽に穿いて頂けます。

新オリジナル17ozネップデニムによるシンプルなベイカーショートパ
ンツです。生地は縦横に落ち綿を入れたムラの強いネップ糸を弱テン
ションでザラ織りしたNEW右綾17ozセルビッチです。これまでのサムラ
イ17ozデニムとは全く風合いの異なる表情のデニムとなっています。
お馴染み鉄製松ノ木ボタン・侍上段ネーム類はもちろんの事、ベイカー
パンツとしては珍しくバックヨークが付くデザインなので非常に穿きや
すくなっています。

■ SJBSP17-D （デニムベイカーショーツ）

二重織りチェック生地によるショートパンツです。インディゴ・ブラックの濃淡と白地
をパッチワーク風に配した二重織組織の生地です。濃紺はインディゴロープ染色に
よる糸なので、経年の色落ちも楽しめます。ブラックについてもロープ染色ではあり
ませんが同様に色落ちを楽しめます。ガーゼのような風合いで柔らかく着心地の良
い生地に仕上がっております。ボタンはナット製です。シルエットはやや短めの丈で
全体的には少しゆったりとしており、楽に穿いて頂けます。

■ SJSP17-PF （二重織りチェックショートパンツ）

color： インディゴ【IND】 ・ ブラック【BLK】
size  ： XS（28）・S（30）・M（32）・L（34）・XL（36）・XXL（38）
price:￥18,800+税 / 納期4月予定
spec : 二重織りチェック生地 / 裏地キナリスレキ / ナットボタン 
           サムライ上段ネーム / ワンウォッシュ済 / 日本製

color： インディゴ 【IND】
size  ： XS（28）・S（30）・M（32）・L（34）・XL（36）・XXL（38）
price:￥18,800+税 / 納期3月予定
spec : インディゴタオル生地 / 裏地ネイビースレキ
           ナットボタン / サムライ上段ネーム
           ワンウォッシュ済 / 日本製

color： インディゴ 【IND】
size  ： 28・30・32・34・36・38・40
price:￥19,000+税 / 納期3月予定
spec : 17ozネップ蒼刀セルビッチデニム / 鉄製松の木ボタン
            侍上段ネーム / 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

＊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。

＊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。
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■ S310SP17 （ジーンズ短パン）
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＊注)この生地は濃色のインディゴ生地を使用してい
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■ SJVT17-D （15ozインディゴデニムベスト）
15oz男気による新型ワークベストです。生地は色落ちに定評のある男気15oz
セルビッチデニムでワイルドながらシャープな縦落ち感があり経年変化の色
落ちも楽しめます。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、生地端はパイピング処理でアクセントをつけ、ポケット下部と腰部分のア
ジャスターにはサムライスナップボタンを使用し今回フロント部分はジッパー
になります。

刺し子チェック生地による長袖ワークシャツです。刺し子チェック生地は薄手で
シャンブレー調の爽やかな雰囲気を持っており、春夏にぴったりの着心地の良
い生地です。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、シルエットはややタイト目になります。ボタンはナット製です。縫製はトリプ
ルステッチ巻縫い中心の堅牢な仕様です。

■ SSS17-L01 （刺し子チェックワークシャツ）

＊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。

日本の伝統衣服である作務衣をベースにワークジャケットなど土臭いデティールを
組み合わせたジャケット。僧の作業着として日本で誕生した作務衣に室内用ワーク
ジャケットの一種である”エンジニアジャケット”のデティールを一部盛りこんだ仕様
としています。生地は日本を代表する伝統生地である刺し子としっかりとした生地
感のある10ozセルビッチデニムを採用。衿を省略したこのパターンは、現代のレイ
ヤードスタイルが楽しめるように新しく引きなおしたもので、着用した時の動きやす
さを考慮したものです。着用を重ねることによるパッカリングを計算したシンプルな
縫製仕様にしていますので長く着用することでの愛着を感じて頂ける製品です。

■ SJSME17-D / -SK （サムエジャケット）

color： インディゴ（-D）【IND】・インディゴ（-SK）【IND】
size  ： 36・38・40・42・44
price:￥22,000+税/ 納期2月予定
spec : 10oz刀耳セルビッチデニム / 二重織り刺し子 / ナットボタン / 侍上段ネーム
           ワンウォッシュ済 / 日本製

color： インディゴ 【IND】 
size  ： XS・S・M・L・XL・XXL
price:￥16,000+税 / 納期2月予定
spec : 男気15oz刀耳セルビッチデニム 
            ユニバーサルファスナー 
            サムライスナップボタン
            サムライ上段ネーム  
            ワンウォッシュ済 / 日本製

color： インディゴ 【IND】・ キナリ【NAT】
size  ： XS・S・M・L・XL・XXL
price:￥19,800+税/ 納期2月予定
spec : 刺し子チェック生地 / 猫目ナットボタン
            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

デニム作務衣　　　　　　　　　　

シャツ　　　　　　　　　

ベスト　　　　　　　　　　

刺し子チェック生地による長袖ワークシャツです。刺し子チェック生地は薄手で
シャンブレー調の爽やかな雰囲気を持っており、春夏にぴったりの着心地の良
い生地です。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、シルエットはややタイト目になります。ボタンはナット製です。縫製はトリプ
ルステッチ巻縫い中心の堅牢な仕様です。

P07

　

■ SBD17-S01 （しじら半袖BDシャツ）
しじら織り生地を使用した半袖BDシャツです。生地は阿波地方に古くから
伝わる藍しじら織りのセルビッチ生地を使用、しじら織にしか出せない色
合い・肌触りを感じて頂けます。従来のボタンダウンシャツとはまた違った
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。裾マチも
さりげなく耳使いにしています。シンプルでコーディネイトもしやすく着回し
の効くシャツです。シルエットは全体的にタイトでスッキリとした仕上がり
です。左胸にはお馴染み侍上段構えのロゴマークを刺繍しています。

スペシャルジーンズ「関ヶ原」に使用される生地によるオープンシャツ
です。綿100％でしっかりとした生地なので、非常に着応えがございま
す。シルエットはややタイト目で、襟を大きめにつくったビンテージハワ
イアンシャツを意識した縫製仕様。ボタンはナット製、織りネームは赤タ
ブと和柄シャツ用の花札デザインです。

■ SSA17-01 （関ヶ原オープンシャツ）

好評のウォバッシュ生地「マキビシ」を使用した半袖ワークシャツです。今回
はインディゴとインディゴ濃淡ボーダーの2色展開になります。これまで同
様、着込めば着込むほどに変化も楽しめます。シンプルなWポケットのワーク
シャツで、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。ボタンはキャストの猫目型、
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。

■ SMBS-S01/S02 （マキビシウォバッシュ半袖シャツv）

color： インディゴ（01）【IND】・濃淡インディゴ（02）【D/P.IND】
size  ： XS・S・M・L・XL・XXL
price:￥19,800+税 / 納期3月予定
spec : マキビシ柄インディゴウォバッシュ生地
           別布ネイビースレーキ / 猫目キャストボタン 
           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

color： 藍 【N.IND】
size  ： XS・S・M・L・XL・XXL
price:￥19,000+税 / 納期3月予定
spec : しじらセルビッチ生地 /  貝ボタン / 侍上段ネーム 
            サムライピスネーム  / 侍上段刺繍 / ワンウォッシュ済  / 日本製

color： ネイビー【NVY】
size  ： XS・S・M・L・XL・XXL
price:￥22,000+税 / 納期4月予定
spec : オリジナル関ヶ原スレーキ生地 / ナットボタン / 花札ネーム
            サムライピスネーム / 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。
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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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さを考慮したものです。着用を重ねることによるパッカリングを計算したシンプルな
縫製仕様にしていますので長く着用することでの愛着を感じて頂ける製品です。

■ SJSME17-D / -SK （サムエジャケット）

color： インディゴ（-D）【IND】・インディゴ（-SK）【IND】
size  ： 36・38・40・42・44
price:￥22,000+税/ 納期2月予定
spec : 10oz刀耳セルビッチデニム / 二重織り刺し子 / ナットボタン / 侍上段ネーム
           ワンウォッシュ済 / 日本製

color： インディゴ 【IND】 
size  ： XS・S・M・L・XL・XXL
price:￥16,000+税 / 納期2月予定
spec : 男気15oz刀耳セルビッチデニム 
            ユニバーサルファスナー 
            サムライスナップボタン
            サムライ上段ネーム  
            ワンウォッシュ済 / 日本製

color： インディゴ 【IND】・ キナリ【NAT】
size  ： XS・S・M・L・XL・XXL
price:￥19,800+税/ 納期2月予定
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            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

デニム作務衣　　　　　　　　　　
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■ SBD17-S01 （しじら半袖BDシャツ）
しじら織り生地を使用した半袖BDシャツです。生地は阿波地方に古くから
伝わる藍しじら織りのセルビッチ生地を使用、しじら織にしか出せない色
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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。裾マチも
さりげなく耳使いにしています。シンプルでコーディネイトもしやすく着回し
の効くシャツです。シルエットは全体的にタイトでスッキリとした仕上がり
です。左胸にはお馴染み侍上段構えのロゴマークを刺繍しています。

スペシャルジーンズ「関ヶ原」に使用される生地によるオープンシャツ
です。綿100％でしっかりとした生地なので、非常に着応えがございま
す。シルエットはややタイト目で、襟を大きめにつくったビンテージハワ
イアンシャツを意識した縫製仕様。ボタンはナット製、織りネームは赤タ
ブと和柄シャツ用の花札デザインです。

■ SSA17-01 （関ヶ原オープンシャツ）
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           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
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size  ： XS・S・M・L・XL・XXL
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＊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。
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ブと和柄シャツ用の花札デザインです。
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■ SSK17-EB （刺繍スカシャツ）
コールドマーセのウエストポイント生地によるオープンカラーシャツで
す。生地は目が詰まっているので非常に厚みを感じますがコールドマー
セ処理により深いツヤ感とはっきりとした色味がありソフトな質感でベタ
つきにくい着心地のよい生地です。両胸に雰囲気の良い虎の刺繍が入り
ます。シルエットはややタイト目で、襟を大きめにつくったビンテージハワ
イアンシャツを意識した縫製仕様。ボタンは竹削り出しボタン、織りネー
ムは花札デザインです。

刺し子チェック生地によるオープンシャツです。パッチワーク風の刺
し子チェック柄で風合いも良く非常に着心地が良い生地です。シル
エットはややタイト目で、襟を大きめにつくったビンテージハワイア
ンシャツを意識した縫製仕様。ボタンはナット製、織りネームは赤タ
ブと和柄シャツ用の花札デザインです。

■ SSA17-SK （刺し子オープンシャツ）

color： レッド 【RED】
size  ： XS・S・M・L・XL・XXL
price:￥19,000+税 / 納期4月予定
spec : 刺し子チェック生地 / ナットボタン / 花札ネーム 
           サムライピスネーム / ワンウォッシュ済 / 日本製

color： ブラック【BLK】・カーキ【KHA】
size  ： XS・S・M・L・XL・XXL
price:￥20,000+税/ 納期4月予定
spec : ウエストポイント生地 / 竹削り出しボタン
            花札ネーム / ワンウォッシュ済  / 日本製

へ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。通常のインディゴ裏毛では通常用いられない極太5番の糸を使用した
別注インディゴ裏毛は、ザクザクとした着心地と絶妙な杢感があり、着込んでいく事でさらに風合いが増していきます。フライスにも別注でインディ
ゴの糸を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。裏起毛はかけておりませんので長いシーズンで着用できます。

spec：ヘビィーウエイトインディゴ裏毛 / サイドパネル(半袖スウェット） / 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
《共通》  color：インディゴ【IND】　size：XS・S・M・L・XL・XXL　ショートパンツ ： XS（28）・S（30）・M（32）・L（34）・XL（36）・XXL（38）    

■ SISS17-101
（ラグランスリーブインディゴ半袖スウェット）

price ：￥22,800+税  納期 : 2月末 
■ SISS17-102
（ヘンリーネックインディゴ半袖スウェット）

price ：￥22,800+税   納期 : 2月末 
■ SISSP17-101
（インディゴスウェットショートパンツ）

price ：￥22,800+税   納期 : 3月末 

＊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。

イアンシャツを意識した縫製仕様。ボタンは竹削り出しボタン、織りネー

へビィーウエイトインディゴスウェット　　　　　　　　　　へビィーウエイトインディゴスウェット　　　　　　　　　　へビィーウエイトインディゴスウェット　　　　　　　　　　

  納期 : 3月末price
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COLOR: トリコロール
SIZE: XS・S・M・L・XL・XXL
PRICE: ￥6,800+ 税

首元フライスの縫い付けは、当時実際に存在し
たゲーム Tシャツの仕様を参考にし、サムライ
流にアップデートしたもの。手間と時間を要す
る 3本針バインダーネックにさらに手を加え、
先染めインディゴフライスをパイピングした。
パイピング処理にも一工夫加えているためさら
に耐久性を高めたものとなっている。

袖・フロントには、初登場となる「インディゴプリ
ント」を採用。インディゴ染料ならではの退色の風
合いを楽しめるように、通常の捺染時には必要不可
欠である染料の定着材をあえて使用しておりません。
色合いや退色後の風合いを考慮した、数滴にまで及
ぶ染料の調合の結果完成した。

SJST17-GSP
サムライガチンコ三つ巴 TEE

落ち綿を含むコーマ糸によるオートミール杢天竺を採用したセットインスリーブ Tシャツ。
古き良きアメリカンアスレチックウエアを彷彿とさせるそのトリコロールの配色は、オートミール杢・レッド・そして
インディゴで表現されています。シルエットは従来までのパターンを参考に新しく製作し、きれいなラインを重視する
べく脇を割った仕様。生地・縫製・捺染など、従来までの仕様をベースにアップデートした TEE でいざ出陣！！

SPEC: 
30/2 オートミール杢天竺・3本針バインダーネック・チーズ染色インディゴフライス
インディゴ捺染・3社共通織ネーム・応募券下げ札・ワンウォッシュ・日本製

Challenge : Tricolor

ガ チガ チ

喧嘩杢 TEE 勝負 !!喧嘩杢 TEE 勝負 !!

Challenge : Tricolor

ガ チガ チ

喧嘩杢 TEE 勝負 !!喧嘩杢 TEE 勝負 !!

DELUXEWARE 様・CUSHMAN様とのガチンコ勝負企画第 2弾！！
合同企画といってもコラボレーションで商品を製作するわけではな
く、各社で同じ内容の製品を作り、それを同じタイミングで発売し
て競い合うという企画です。
今回の題材は「杢 T-SHIRT」、テーマカラーは「トリコロール」。
トリコロールといえども「3色」の解釈は各社それぞれ。サムライジー
ンズは王道の「赤」・「白」・「青」でいざ出陣！
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インディゴTシャツ　　　　　　　　　　
サムライジーンズヘビィーウエイトインディゴTシャツです。
インディゴロープ染色が施された極太8番単糸を用い、風合い豊かに編
み立てたヘビィーウエイトインディゴTシャツシリーズで、実際にジーンズ
の縫製で使用される太番手の綿糸を使い、ヘビィーウエイトなインディゴ
天竺に、さらにインパクトを与えた手間の掛かるステッチワークとしていま
す。手間と時間を要し作られるインディゴ天竺は、着用を繰り返すごとに色
落ちし、鮮やかな経年変化が堪能できるTシャツとなっております。

インディゴＴシャツ共通
color：インディゴ 【IND】 / size：XS・S・M・L・XL・XXL・XXXL 
price:￥14,000+税 (XXXLは￥15,000+税) / 納期3月予定
spec: 8/-へビィーウエイトインディゴ天竺 / 太番手綿糸縫製 / ワンウォッシュ  / 日本製

■ SJIT-103M
（インディゴVガゼットTシャツ）
・ 両Vガゼット

■ SJIT-102M
（インディゴポロTシャツ）

■ SJIT-101M
（インディゴヘンリー
           ネックTシャツ）
・ 前立て手裏剣
・ ウォバッシュ仕様 
・ 貝ボタン

・ 前立て手裏剣
・ ウォバッシュ仕様 
・ 貝ボタン

■ SJIT-104M
（インディゴ七分袖Tシャツ）
・ 3本針バインダーネック

■ SJIT-105M
（インディゴポケットTシャツ）
・ 3本針バインダーネック
・ SAMURAIピスネーム

＝ご注意＝
この製品は色の落ちやすいインディゴ染色
が施されているため、着用時、洗濯の際に
他の衣類や製品などに色移りする場合が
ございます。製品の特性を何卒ご理解いた
だき、お取り扱いには十分にご注意くださ
い。洗濯などを繰り返すと次第に色落ちは
落ち着いてきます。

P11P10

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ビィーウエイト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。

price : 

price : 

price : 

color : ネイビー【NVY】  
         ￥6,500+税 / 2月末予定/ インディゴ抜染　

color : ホワイト【WHT】・ブラック【BLK】・ネイビー【NVY】・ブルー【BLU】 
         ￥6,500+税 / 2月末予定　 price : 

color : ホワイト【WHT】・ブラック【BLK】・ネイビー【NVY】
             ブルー【BLU】・レッド【RED】
         ￥5,500+税 / 2月末予定　

color : ホワイト【WHT】・ブラック【BLK】・ブルー【BLU】
         ￥7,000+税 / 2月末予定　 price : 

color : ネイビー【NVY】・レッド【RED】・ブルー【BLU】
         ￥5,500+税 / 2月末予定　

price : 
color : ホワイト【WHT】・ブラック【BLK】・ネイビー【NVY】・レッド【RED】 
         ￥6,500+税 / 2月末予定　

■ SJST17-102 

オリジナルへビィーウエィトTシャツ

■ SJST17-101　

■ SJST17-103　 ■ SJST-M （無地Tシャツ）

■ SJST-PM （無地ポロシャツ） ■ SJST-RSM （無地半袖ラグランTシャツ）

Ｔシャツ    : SIZE XS・S・M・L・XL・XXL  SPEC:14/-台丸ヘビィーオンスTシャツ三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製 
ポロシャツ : SIZE XS・S・M・L・XL・XXL   SPEC:14/-台丸ヘビィーオンスTシャツ / 丸胴 / 日本製 
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オリジナルへビィーウエィトTシャツ

芸者Tシャツ

price :￥6,500+税 / 2月末予定

price :￥5,500+税 / 2月末予定

price :￥6,500+税 / 2月末予定

■ GAT17-102■ GAT17-101　

■ SJST17-RNM （無地半袖リンガーTシャツ）

■ GAT-M （無地半袖芸者Tシャツ）

■ SJST17-RCM （無地半袖クレイジーラグランTシャツ）

芸者Tシャツシリーズです。小さめのレディースシルエットとなっております。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ビィーウエイトＴシャツとなっています。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。

spec：14/-台丸へビィーオンスＴシャツ / 二本針バインダーネック / 日本製
《共通》  color：ホワイト【WHT】・ネイビー【NVY】・レッド【RED】
             size： S・M・L　

price : 

color : ホワイト/レッド【WH/RD】・ネイビー/ホワイト【NV/WH】
             ブルー/レッド【BL/RD】
         ￥5,500+税 / 2月末予定　

price : 
color : ホワイト【WHT】・ブラック【BLK】・ブルー【BLU】
         ￥5,500+税 / 2月末予定　

P13

　オリジナル落ち綿ヘビィーウエイト吊り編みTシャツシリーズの登場です。1960年代までニットウエアの第一線で活躍した「吊り編
み機」によって昔ながらに編みたてられた天竺は、大量生産が主となっている現代において非効率であるとして大変貴重な存在となっ
ています。サムライはあえてそこに注目して、サムライの真骨頂である“ヘビィーオンス”にこだわり試行錯誤を重ねた結果、吊り編みの
柔らかい風合いを持ちながらも、ヘビィーでコシを併せ持つ生地感を得ることに成功しました。
   縫製はすべて綿糸にこだわり、空気を多く含みムラ感のある落ち綿による糸、そして何よりそれを吊り編み機によって編まれた天竺
は見た目や風合い、肌触りにおいてヴィンテージのそれとは一味違うこだわりのTシャツシリーズです。

price : ￥7,500+税 / 4月末予定　

（XXL ： +1,500円　脇割の仕様となります。）

price : ￥7,500+税 / 4月末予定　

落ち綿へビィーウエイト吊り編みTシャツ

■ SJST17-104　

（無地半袖クルーネックTシャツ） （無地8分袖セットインスリーブTシャツ） （無地半袖袋ポケット付Tシャツ）

color：アイボリー【IVORY】・スミクロ【L.BLACK】・インクブルー【INK BLUE】・クリームイエロー【C.YELLOW】 
size：XS・S・M・L・XL・XXL  / spec: 吊り編みヘビィーウェイトTシャツ / 二本針バインダーネック /  綿糸縫製 /  丸胴  / 日本製

【共通】

手捺染：フロッキー

price : ￥8,500+税 / 3月末予定　

■ SJST17-107　

手捺染：クラック

price : ￥7,500+税 / 4月末予定　

■ SJST17-106　

手捺染：染込み /ラバー

■ SJST17-105 

手捺染：染込み

price : ￥6,500+税 / 3月末予定　

■ SJST-TM　

price : ￥7,500+税 / 3月末予定　

■ SJST-TNM　

八分袖

price : ￥7,000+税 / 3月末予定　

■ SJST-TPM　

袋ポケット
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セルロイドサングラス　　　　　　　　　　　　　
世界的にも有名な眼鏡の産地、「鯖江」が誇る職人ブランド“掌”（たなごころ）とのコラボレーション商品になります。素
材である3年以上も寝かしたセルロイドは、非常に硬く変形も少ないためにテンプルに芯金を入れないノー芯製法が
可能となります。この製法はシューティングの技術がない時代の丁番をカシメて留める伝統製法で、硬質かつ掛け心地
が持続する素材だからこそ可能となる製法です。職人が昔ながらの製法を駆使して手造りで仕上げることで、素材と
マッチした温かみのあるサングラスが出来上がります。レンズには従来までのグレーレンズに加え、ブラウンレンズも採
用しています。

注)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。

超極21ozセルビッチデニム・17ozブラックブラックデニムとイタリア産レザーを使用した
手縫いのロングウォレットです。インレイ部分は０番手の糸でカモメ型にスッテッチングを
施しており、まさにサムライらしく仕上げています。太いムラ糸を力織機により不均一に織り
上げたワイルドな表情をもつオリジナルセルビッチデニムとのマッチングは、使い込む程
に深い風合いと独自の経年変化を見せてくれます。
å注)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。

■ SJLW17（デニム×レザーロングウォレット）

spec イタリア産レザー
超極21ozセルビッチデニム
17ozBKBセルビッチデニム
サムライピスネーム
日本製

英国産のブライドルレザーを使用し０番手でステッチを施した極厚ベルトです。イギリスにお
いて熟練の職人が独自の製法で造り上げるブライドルレザーと国内産のヌメ革を張り合わせ
約６ｍｍ厚の極厚仕様に仕上げています。革表面のブルーム(白い粉状のもの)の浮き出た独
特の表情は使い込むほどになじみ、艶を増し風合いに優れた経年変化をみせてくれます。
※ブライドルレザーは表面に白くロウが浮き出ているのが特徴ですが使い込む程に革に浸透し独特の   
　色艶に変化していきます。初めて手に取った時や長時間放置したときは白さが目立つ場合もあります
　が、そのままご使用になられて　も全く問題はございません。

■ A107HS （ブライドルレザーダブルピンベルト）

color

size
price
delivery

ナチュラル【NAT】・ネイビー【NVY】
レッド【RED】・グリーン【GRN】
30,32,34,36,38
￥23,800+税
納期 5月予定

ナチュラル【NAT】・レッド【RED】
H20cm・W10.5cm・D3cm
￥85,000+税
納期 7月予定

color
size
price
delivery

spec UKブライドルレザー
国産栃木レザー　
オリジナル真鍮尾錠
日本製

 

■ SEW17-102 （レンズカラー：ブラウン）
■ SEW17-101 （レンズカラー：グレー）
セルロイドサングラス

color

size
price
delivery

ブラック【BLK】
デミ【DEMI】
フリー
￥28,000+税
納期 3月予定

spec セルロイド
ノー芯製法
デニムハードケース
日本製

超極21ozセルビッチデニム・17ozブラックブラックデニムとイタリア産レザーを使用した
■ SJLW17（デニム×レザーロングウォレット）

ラツキが生じます。

（デニム×レザーロングウォレット）

特の表情は使い込むほどになじみ、艶を増し風合いに優れた経年変化をみせてくれます。
※ブライドルレザーは表面に白くロウが浮き出ているのが特徴ですが使い込む程に革に浸透し独特の   
　色艶に変化していきます。初めて手に取った時や長時間放置したときは白さが目立つ場合もあります
　が、そのままご使用になられて　も全く問題はございません。

color

size
price
delivery

（デニム×レザーロングウォレット）

※ブライドルレザーは表面に白くロウが浮き出ているのが特徴ですが使い込む程に革に浸透し独特の   
　色艶に変化していきます。初めて手に取った時や長時間放置したときは白さが目立つ場合もあります
　が、そのままご使用になられて　も全く問題はございません。

color

size
price
delivery

注)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。ラツキが生じます。

超極21ozセルビッチデニム・17ozブラックブラックデニムとイタリア産レザーを使用した
手縫いのロングウォレットです。インレイ部分は０番手の糸でカモメ型にスッテッチングを
施しており、まさにサムライらしく仕上げています。太いムラ糸を力織機により不均一に織り
上げたワイルドな表情をもつオリジナルセルビッチデニムとのマッチングは、使い込む程

å注)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

手縫いのロングウォレットです。インレイ部分は０番手の糸でカモメ型にスッテッチングを
施しており、まさにサムライらしく仕上げています。太いムラ糸を力織機により不均一に織り
上げたワイルドな表情をもつオリジナルセルビッチデニムとのマッチングは、使い込む程

å注)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

（ブライドルレザーダブルピンベルト）

price
delivery

注)天然の革を使用して ■ A107HS （ブライドルレザーダブルピンベルト）

納期 3月予定

注)天然の革を使用して （ブライドルレザーダブルピンベルト）

delivery 納期 3月予定
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セルロイドサングラス　　　　　　　　　　　　　
世界的にも有名な眼鏡の産地、「鯖江」が誇る職人ブランド“掌”（たなごころ）とのコラボレーション商品になります。素
材である3年以上も寝かしたセルロイドは、非常に硬く変形も少ないためにテンプルに芯金を入れないノー芯製法が
可能となります。この製法はシューティングの技術がない時代の丁番をカシメて留める伝統製法で、硬質かつ掛け心地
が持続する素材だからこそ可能となる製法です。職人が昔ながらの製法を駆使して手造りで仕上げることで、素材と
マッチした温かみのあるサングラスが出来上がります。レンズには従来までのグレーレンズに加え、ブラウンレンズも採
用しています。

注)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。

超極21ozセルビッチデニム・17ozブラックブラックデニムとイタリア産レザーを使用した
手縫いのロングウォレットです。インレイ部分は０番手の糸でカモメ型にスッテッチングを
施しており、まさにサムライらしく仕上げています。太いムラ糸を力織機により不均一に織り
上げたワイルドな表情をもつオリジナルセルビッチデニムとのマッチングは、使い込む程
に深い風合いと独自の経年変化を見せてくれます。
å注)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。

■ SJLW17（デニム×レザーロングウォレット）

spec イタリア産レザー
超極21ozセルビッチデニム
17ozBKBセルビッチデニム
サムライピスネーム
日本製

英国産のブライドルレザーを使用し０番手でステッチを施した極厚ベルトです。イギリスにお
いて熟練の職人が独自の製法で造り上げるブライドルレザーと国内産のヌメ革を張り合わせ
約６ｍｍ厚の極厚仕様に仕上げています。革表面のブルーム(白い粉状のもの)の浮き出た独
特の表情は使い込むほどになじみ、艶を増し風合いに優れた経年変化をみせてくれます。
※ブライドルレザーは表面に白くロウが浮き出ているのが特徴ですが使い込む程に革に浸透し独特の   
　色艶に変化していきます。初めて手に取った時や長時間放置したときは白さが目立つ場合もあります
　が、そのままご使用になられて　も全く問題はございません。

■ A107HS （ブライドルレザーダブルピンベルト）

color

size
price
delivery

ナチュラル【NAT】・ネイビー【NVY】
レッド【RED】・グリーン【GRN】
30,32,34,36,38
￥23,800+税
納期 5月予定

ナチュラル【NAT】・レッド【RED】
H20cm・W10.5cm・D3cm
￥85,000+税
納期 7月予定

color
size
price
delivery

spec UKブライドルレザー
国産栃木レザー　
オリジナル真鍮尾錠
日本製

 

■ SEW17-102 （レンズカラー：ブラウン）
■ SEW17-101 （レンズカラー：グレー）
セルロイドサングラス

color

size
price
delivery

ブラック【BLK】
デミ【DEMI】
フリー
￥28,000+税
納期 3月予定

spec セルロイド
ノー芯製法
デニムハードケース
日本製
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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を
生地に使用したデニム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
シーンでご使用になれます。
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。

■ SJDRC17 （デニムロールクッション）

color
size
price
delivery

インディゴ/ヒッコリー【ID/HC】
縦約33cm×横約50cm
￥8,000+税
納期 6月予定

spec 17oz武士道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
専用革ラベル
サムライジーンズネーム
サムライピスネーム
日本製

国産栃木レザーを使用した小銭が収納できるキーホルダーです。サムライオリジナル二重リ
ングを付属し表にはサムライジーンズロゴを刻印しています。鍵と一緒に小銭が携帯できる
ようになっています。スナップボタンでしっかり固定ができ、出し入れも簡単にできる便利な仕
様になっています。
注)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。

■ SJLKR17 （レザーキーホルダー）

color
size
price
delivery

ナチュラル【NAT】・ブラック【BLK】
レッド【RED】・グリーン【GRN】

W12cm×H15cm
￥3,800+税
納期 7月予定

spec 国産栃木レザー
サムライオリジナル二重リング
日本製

栃木レザーと17oz武士道セルビッチデニム・17oz武士道ブラックセルビッチデニムを使用し
たコインケースです。背面にサムライオリジナル二重リングを付属してますので、キーホルダー
やカラビナをつけて ベルトやバッグにつけて持ち歩くことも可能です。しっかりとした厚みのあ
る牛ヌメ革とデニムの相性は抜群です。革、デニム両方の経年変化をお楽しみ下さい。
注)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。

■ SJDLC17 （デニム×レザーコインケース）

color
size
price
delivery

ナチュラル【NAT】
ブラック【BLK】
W18cm
￥9,000+税
納期 6月予定

spec 国産栃木レザー
17oz武士道セルビッチデニム
17oz武士道ブラックセルビッチデニム
サムライジーンズオリジナル2重リング
日本製

サムライの定番ジーンズの生地ではお馴染みの17ozスペシャルセルビッチデニムを使用した
ボストンバッグです。大型のWALDESファスナーを付属し内側にはオリジナル先染め撚り杢スー
パーヘビィーネル生地を使用しセンター部分には贅沢にミミ使いするなどとても凝った仕様に
なっています。ちょっとした旅行等にも使用できるようになっています。もちろんインディゴ特有の
経年変化を楽しんで頂けます。

　　　　　　　　　　　

■ SJDBB17 （デニムボストンバッグ）

color
size
price
delivery

インディゴ【IND】
W45cm・H25cm・D18cm
￥24,800+税
納期 5月予定

spec 17oz武士道セルビッチデニム
オリジナル先染め撚り杢スーパーヘビィーネル生地
SAMURAIピスネーム / 専用革ラベル
WALDESフダブルァスナー
国産レザー / サムライスナップボタン
日本製

サムライの定番ジーンズの生地ではお馴染みの17ozスペシャルセルビッチデニムを使用した
ボストンバッグです。大型のWALDESファスナーを付属し内側にはオリジナル先染め撚り杢スー
パーヘビィーネル生地を使用しセンター部分には贅沢にミミ使いするなどとても凝った仕様に
なっています。ちょっとした旅行等にも使用できるようになっています。もちろんインディゴ特有の
経年変化を楽しんで頂けます。

■ SJDBB17 
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17oz武士道ブラックセルビッチデニム
サムライジーンズオリジナル2重リング
17oz武士道ブラックセルビッチデニム
サムライジーンズオリジナル2重リング

国産栃木レザーを使用した小銭が収納できるキーホルダーです。サムライオリジナル二重リ

■ SJDRC17 （デニムロールクッション）

注)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。

color
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delivery

（デニム×レザーコインケース）

　　　　　　　　　　　
color
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delivery

　　　　　　　　　　　

生地に使用したデニム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

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

17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム

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
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color

size

price
delivery

インディゴ【ID】
ヒッコリー【HC】

W35cm・H27cm

￥12,000+税

納期 7月予定

男気15oz刀耳セルビッチデニムを使った新型デニムワークキャップになります。人気定番デニム
である「男気15oz刀耳セルビッチデニム」をベースに、制作致しました。庇部分裏の円刺し縫製ス
テッチをチェーンステッチ仕様など、形状と機能性にこだわりました。シルエットは深さやを微調
整しマイナーチェンジしたモデルになります。シンプルながらインディゴデニム特有の経年変化と
共に楽しんで頂けます。バックはアジャスターが付きサイズ調整ができお好みで調整可能です。
シーズン問わず一年中愛用できるデニムワークキャップです。製品はワンウォッシュ済となります。

■ SJ201WC17-SB （デニムスナップワークキャップ）

color
size
price
delivery

インディゴ【IND】
フリー
￥6,500+税
納期 5月予定

spec 男気15oz刀耳セルビッチデニム
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
日本製

サムライオリジナルデニムによるセカンドバッグです。オーバーオールのポケットをイメージした
サムライジーンズらしいデザインです。生地は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を使用し、内側にコットンツイル生地を使用しています。ス
マートフォン、煙草などを入れて、ちょっとしたお出かけに最適なバッグです。

■ SJDSB17 （デニムセカンドバッグ）

 定番ジーンズの中でも人気の高い超極21ozセルビッチデニムを使用したメッセンジャー
バッグです。WALDESファスナーを使用したA４サイズのものが入る大きなポケットが内側
に付属し、内側の生地には硫化ブラウン染めコーデュロイ生地を使用しています。
タフで頑丈なサムライらしいバッグになっています。

■ SJMB17 （メッセンジャーバッグ）

spec 超極21ozセルビッチデニム
硫化ブラウン染めコーデュロイ生地
専用革ラベル
WALDESファスナー
日本製

 

color
size
price
delivery

インディゴ【IND】
縦30cm・横40cm・マチ14cm
￥18,500+税
納期 6月予定

男気15oz刀耳セルビッチデニムを使った新型ミリタリーデニムワークキャップになります。
人気定番デニムである「男気15oz刀耳セルビッチデニム」をベースに、制作致しました。庇
部分の円刺し縫製ステッチ本数の仕様など、形状と機能性にこだわりました。シルエットは
浅めのワークキャップになります。シンプルながらインディゴデニム特有の経年変化と共に
楽しんで頂けます。持ち運ぶ際に収納しやすく庇部分を反り返しても被る事もできます。シー
ズン問わず一年中愛用できるデニムワークキャップです。製品はワンウォッシュ済となります

■ SJ201WC17-A3 （デニム浅ワークキャップ）

spec 男気15oz刀耳セルビッチデニム
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
日本製

 

color
size
price
delivery

インディゴ【IND】
フリー
￥6,500+税
納期 5月予定

spec 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

 

浅めのワークキャップになります。シンプルながらインディゴデニム特有の経年変化と共に
楽しんで頂けます。持ち運ぶ際に収納しやすく庇部分を反り返しても被る事もできます。シー
ズン問わず一年中愛用できるデニムワークキャップです。製品はワンウォッシュ済となります

color
size
price
delivery

楽しんで頂けます。持ち運ぶ際に収納しやすく庇部分を反り返しても被る事もできます。シー
ズン問わず一年中愛用できるデニムワークキャップです。製品はワンウォッシュ済となります

サムライピスネーム / 日本製

硫化ブラウン染めコーデュロイ生地

■ SJ201WC17-A3 （デニム浅ワークキャップ）

color

size

price
delivery

（メッセンジャーバッグ）■ SJMB17 （メッセンジャーバッグ）

サムライオリジナルデニムによるセカンドバッグです。オーバーオールのポケットをイメージした
サムライジーンズらしいデザインです。生地は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を使用し、内側にコットンツイル生地を使用しています。ス
マートフォン、煙草などを入れて、ちょっとしたお出かけに最適なバッグです。

■ SJDSB17 
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人気定番デニムである「男気15oz刀耳セルビッチデニム」をベースに、制作致しました。庇
部分の円刺し縫製ステッチ本数の仕様など、形状と機能性にこだわりました。シルエットは
浅めのワークキャップになります。シンプルながらインディゴデニム特有の経年変化と共に
楽しんで頂けます。持ち運ぶ際に収納しやすく庇部分を反り返しても被る事もできます。シー
ズン問わず一年中愛用できるデニムワークキャップです。製品はワンウォッシュ済となります

■ SJ201WC17-A3 （デニム浅ワークキャップ）

spec 男気15oz刀耳セルビッチデニム
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
日本製

 

color
size
price
delivery

インディゴ【IND】
フリー
￥6,500+税
納期 5月予定

spec 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
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color
size

price
delivery

インディゴ【IND】
7（25.0cm） 8（26.0cm）
9（27.0cm） 10（28.0cm）
￥17,000+税
納期 7月予定

color
size

price
delivery

インディゴ【IND】
M（約56cm～58cm）、L（約58cm～60cm）
XL（約60cm～62cm）
￥6,500+税
納期 6月予定

インディゴ魚子織生地による6枚接ぎハンチンググキャップです。縦・横ともに数本ずつ引き揃えて織っ
た堅牢な平織生地で、表情が卵のような形で籠の編み方にも似ており「魚子織(ﾅﾅｺｵﾘ)」とも言われる生
地です。ソフトな優しい風合いがあり、更にインディゴロープ染料による糸なので経年の色落ちと自然
なエイジングが楽しめます。独特な表情を見せながらも、柔らかく被り心地の良い生地で夏仕様に仕上
がっております。シルエットは浅すぎず深すぎないデザインで、後部箇所にはゴム材を入れておりますの
で、多少巾が調整でき、サイズ展開が3サイズ御座いますので、お好きなサイズを選んで頂けます。

■ SJ301HN17-NK （魚子織ハンチング）

spec インディゴ魚子織生地
サムライギャランティーチケット
侍上段ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

 

※天然素材の為、多少の隙間のばらつ
きがある場合が御座いますが此れは
天然素材を使用している証ですのでご
了承ください。

ドレープ感が特徴的なオリジナルヘビィーウエイトインディゴ裏毛と色落ちに定評のある
15ozデニムとのコンビキャスケット。ツバ部には芯材を入れず様々なスタイルに合わせて
形を変形することができ、持ち運びも楽に行えるような仕様としています。経年変化の速度
が異なる2種のインディゴ生地の色落ちが同時に楽しめるキャスケットです。

■ SJ301CT17-SD （インディゴコンビキャスケット）

spec 男気15ozセルビッチデニム
ヘビィーウエイトインディゴ裏毛
侍上段ネーム
日本製

 

color
size
price
delivery

インディゴ【IND】
M（約56cm）・L（約58cm）
￥7,500+税
納期 4月予定

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。

天然素材のパナマ草を使用したハットになります。シルエットは浅すぎず深すぎない被りや
すいシルエットになります。シンプルになりがちなハットを、リボン部分に手裏剣インディゴ
ウォバッシュ生地を使い、よりサムライらしさを強調致しました。素材感を残したいのでツバ
箇所にパイピングは入れず軽い天然素材なので長時間着用してもストレスを感じないように
快適な被り心地と爽やかな大人の雰囲気です。

■ SJ401HT17-PN （パナマハット）

color
size
price
delivery

ナチュラル【NAT】
ブラウン【BRN】
フリー
￥12,000+税
納期 5月予定

spec パナマ草（天然草）
手裏剣インディゴウォバッシュ生地
侍上段ネーム
日本製

製造をすべて国内で行った純国産の男気15oz刀耳セルビッチデニムを使用したオリジナルサン
ダルです。ソールは足になじ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
りインディゴデニム特有の表情を生み出し経年変化も楽しめ、シンプルなデザインでオールシー
ズンの幅広いスタイリングに重宝間違いない一足です。

■  SJSDL17-D （デニムサンダル）

spec 男気15oz刀耳セルビッチデニム
ピスネーム
SAMURAI JEANS焼印
日本製
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■SM710DX-RHC （ランダムヒッコリー）

自動車倶楽部ペイント入りジーンズ　　　　　　　　　　　　　

新型ワークパンツ710DX シリーズ　　　　　　　　　

人気の自動車倶楽部ペイント入りジーンズ2017年版です。デニムは定
評のある17ozオリジナルセルビッチデニムで、荒々しい点落ちが楽しめ
ます。ヒップには雰囲気の良いエアブラシプリントでSAMURAI MOTOR 
CLUBのデザインが入ります。他、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
は太からず細からずの穿きやすい形です。

spec：
オリジナル17oz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
専用パッチ
ワンウォッシュ済
プリント入り / 日本製

■ SM5000GT-BP17 
                                                  （自動車倶楽部ペイント入りジーンズ）

インディゴ
28～36・38・40
￥25,000+税
7月予定

color
size
price
delivery

新型ワークパンツです。生地は10oz程のランダムヒッコリーデニム生地とサムライオリジナルの
10ozヘリンボンです。パンツは片側のバックポケットにフラップが付き、脇にハンマーループ、ツー
ルポケットのシンプルな仕様となっています。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で穿きやす
いシルエットです。

color： インディゴヒッコリー
                                   （SM710DX-RHC）
            へリンボン
                                     （SM710DX-HB）

size  ： 28～36・38・40　
price ：￥22,000+税
納期 ： 5月予定　　

spec： 別注ランダムヒッコリー生地 /10ozオリジナルヘリンボン生地 / 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 / ワンウォッシュ済 / 日本製

緯糸にもインディゴ糸を使い、ヒッコリーデニムならではの特徴的な色落ちが楽しめる。

■SM710DX-HB （へリンボン）
ヘリンボン生地ならではの経年変化を楽しめる。
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color：
   インディゴヒッコリー
納期：3月予定　

color：インディゴ
納期  ：3月予定　

■ SM155DX-HC
　　（ヒッコリーペインターショートパンツ） 

■ SM155DX17-D
　　（17ozデニムペインターショートパンツ）  

生地は17ozヒッコリーブ
ルーカラーセルビッチデ
ニム。
ヒッコリーデニムならで
はの特徴的な色落ちを
楽しめます。

生地はピッチの太い
10oz程のヒッコリーデニ
ム。緯糸にもインディゴ糸
を使い、ヒッコリーデニム
ならではの特徴的な色落
ちを楽しめます。

生地は縦横に落ち綿を
入れたムラの強いネッ
プ糸を弱テンションでザ
ラ織りしたNEW右綾
17ozセルビッチです。こ
れまでのサムライ17oz
デニムとは全く風合い
の異なる表情のデニム
となっています。

生地は10oz程のランダ
ムヒッコリーデニムにな
ります。緯糸にもイン
ディゴ糸を使い、ヒッコ
リーデニムならではの
特徴的な色落ちを楽し
めます。

color：
  インディゴヒッコリー
納期：4月予定　

color：
  インディゴヒッコリー
納期：4月予定　

■ SM155DX-RHC
　　（ランダムヒッコリーペインターショートパンツ）

人気の310DXペインターパンツシリーズの短パンです。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。シルエットは太からず細からずの穿きやすい形です。

＊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。

＊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。

ショートパンツ ~310DXぺインターパンツシリーズ~ 　　　　　　　　　　　　　　

ベスト 　　　　　　　　　　　　　　
硫化染めセルビッチヘビィーダック生地による新型ワークベストです。生地
はしっかりとした肉厚もありながら、硫化染めによるブランカラーの色落ち
も楽しめます。セルビッチ部分は自動車倶楽部デニムお馴染みのブルーラ
メ耳になります。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、生地端はパイピング処理でアクセントをつけ、ポケット下部と腰部分の
アジャスターにはサムライスナップボタンを使用し今回フロント部分は
ジッパーになります。

spec
15oz硫化染めセルビッチへビィーダック生地
ユニバーサルファスナー
サムライスナップボタン
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SCVS17-DK  （ブラウンダックベスト） 

ブラウン 【BRN】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,000+税
納期 2月予定

color
size
price
delivery

[共通spec] 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
[共通] size :  28・30・32・34・36･38・40  price : ￥17,000+税

■ SM155DX-FHC 
　　（太ヒッコリーペインターショートパンツ） 
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color：ブラウン　
  納期：3月予定
spec : 15oz硫化染め
             セルビッチヘビィー
             ダック生地　

color：キナリ
納期  ：3月予定
spec : 15ozキナリ
              ヘリンボン
             セルビッチ生地

■ SCBSP17-HD
　　（ヘビィーダックベイカーショートパンツ） 

■ SCBSP17-KHB
　　（キナリヘリンボンベイカーショートパンツ）  

生地は15ozの硫化染め
によるオリジナルセルビッ
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。

生地はキナリのムラ糸
によるオリジナル15oz
キナリへリンボンセル
ビッチ生地です。
しっかりとした肉厚もあ
りながら、風合いの良い
キナリ糸を更にヘリンボ
ン組織で織り上げたこだ
わりの生地です。

硫化染めへビィーダックとキナリヘリンボン生地によるシンプルなベイカーショートパンツです。セルビッチ部分はサムライ倶楽部デニム
でお馴染みのブルーラメ耳になります。サムライ倶楽部ブランドとしてのボタン・ネーム類はもちろんの事、ベイカーパンツとしては珍しく
バックヨークが付くデザインなので非常に穿きやすくなっています。

 ベイカーショートパンツ　　　　　　　　　　　　　　

シャツ 　　　　　　　　　　　　　　

自動車メンテナンスガレージをイメージした半袖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二本カラーテープが入り切り替え
のあるパターンで今回は、襟・袖・身頃下部の色目を統一しワークテイスト
溢れるデザインです。生地は汚れにくく速乾性・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・後ろ身頃上部には『 S SAMURAI 』刺繍が入り、右胸ポケット
の上部には『 REPAIR 』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
オリジナルワッペン / 刺繍
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SMTC17SS-KL  （TC切り替え半袖ワークシャツ） 

ネイビー 【NVY】
ライトブルー 【L.BLU】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥15,500+税
納期 3月予定

color

size
price
delivery

ガソリンスタンドのユニフォームをイメージしたワークシャツです。生地は汚れ
にくく速乾性・通気性に優れ更に皺になりにくいT/Cを使用しました。また、サム
ライガススタシャツ恒例のラバーボタンを採用し安全性に優れ大事な愛車な
どを傷付けない仕様になっています。デザインは、背中上部にサムライ自動車
倶楽部らしい迫力のグラフィックをプリント、両胸部分にはオリジナルワッペン
が付きます。ガススタシャツ伝統の肩・袖・襟部分の配色切り替えはもちろんの
事、今回は両胸ポケットが付き上部にも2本ラインも入れ、よりデザイン性が高
いものとなりました。着込めば着込む程に風合いが増し愛着が湧いてきます。

T/C生地 (E-65%／C-35％)
自動車倶楽部ネーム
オリジナルワッペン
ラバーボタン / プリント入り
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SMGS17  （自動車倶楽部半袖ガススタシャツ） 

ブルー 【BLU】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,000+税
納期 3月予定

color
size
price
delivery

 spec ： サムライ倶楽部ボタン / サムライ倶楽部鳥居ネーム /  ワンウォッシュ済 / 日本製[共通] size :  28・30・32・34・36･38・40   price : ￥19,000+税
　　　　　　　　　

spec

＊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。
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＊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。

ショートパンツ ~310DXぺインターパンツシリーズ~ 　　　　　　　　　　　　　　

ベスト 　　　　　　　　　　　　　　
硫化染めセルビッチヘビィーダック生地による新型ワークベストです。生地
はしっかりとした肉厚もありながら、硫化染めによるブランカラーの色落ち
も楽しめます。セルビッチ部分は自動車倶楽部デニムお馴染みのブルーラ
メ耳になります。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、生地端はパイピング処理でアクセントをつけ、ポケット下部と腰部分の
アジャスターにはサムライスナップボタンを使用し今回フロント部分は
ジッパーになります。

spec
15oz硫化染めセルビッチへビィーダック生地
ユニバーサルファスナー
サムライスナップボタン
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SCVS17-DK  （ブラウンダックベスト） 

ブラウン 【BRN】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,000+税
納期 2月予定

color
size
price
delivery

[共通spec] 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
[共通] size :  28・30・32・34・36･38・40  price : ￥17,000+税

■ SM155DX-FHC 
　　（太ヒッコリーペインターショートパンツ） 
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color：ブラウン　
  納期：3月予定
spec : 15oz硫化染め
             セルビッチヘビィー
             ダック生地　

color：キナリ
納期  ：3月予定
spec : 15ozキナリ
              ヘリンボン
             セルビッチ生地

■ SCBSP17-HD
　　（ヘビィーダックベイカーショートパンツ） 

■ SCBSP17-KHB
　　（キナリヘリンボンベイカーショートパンツ）  

生地は15ozの硫化染め
によるオリジナルセルビッ
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。

生地はキナリのムラ糸
によるオリジナル15oz
キナリへリンボンセル
ビッチ生地です。
しっかりとした肉厚もあ
りながら、風合いの良い
キナリ糸を更にヘリンボ
ン組織で織り上げたこだ
わりの生地です。

硫化染めへビィーダックとキナリヘリンボン生地によるシンプルなベイカーショートパンツです。セルビッチ部分はサムライ倶楽部デニム
でお馴染みのブルーラメ耳になります。サムライ倶楽部ブランドとしてのボタン・ネーム類はもちろんの事、ベイカーパンツとしては珍しく
バックヨークが付くデザインなので非常に穿きやすくなっています。

 ベイカーショートパンツ　　　　　　　　　　　　　　

シャツ 　　　　　　　　　　　　　　

自動車メンテナンスガレージをイメージした半袖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二本カラーテープが入り切り替え
のあるパターンで今回は、襟・袖・身頃下部の色目を統一しワークテイスト
溢れるデザインです。生地は汚れにくく速乾性・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・後ろ身頃上部には『 S SAMURAI 』刺繍が入り、右胸ポケット
の上部には『 REPAIR 』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
オリジナルワッペン / 刺繍
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SMTC17SS-KL  （TC切り替え半袖ワークシャツ） 

ネイビー 【NVY】
ライトブルー 【L.BLU】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥15,500+税
納期 3月予定

color

size
price
delivery

ガソリンスタンドのユニフォームをイメージしたワークシャツです。生地は汚れ
にくく速乾性・通気性に優れ更に皺になりにくいT/Cを使用しました。また、サム
ライガススタシャツ恒例のラバーボタンを採用し安全性に優れ大事な愛車な
どを傷付けない仕様になっています。デザインは、背中上部にサムライ自動車
倶楽部らしい迫力のグラフィックをプリント、両胸部分にはオリジナルワッペン
が付きます。ガススタシャツ伝統の肩・袖・襟部分の配色切り替えはもちろんの
事、今回は両胸ポケットが付き上部にも2本ラインも入れ、よりデザイン性が高
いものとなりました。着込めば着込む程に風合いが増し愛着が湧いてきます。

T/C生地 (E-65%／C-35％)
自動車倶楽部ネーム
オリジナルワッペン
ラバーボタン / プリント入り
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SMGS17  （自動車倶楽部半袖ガススタシャツ） 

ブルー 【BLU】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,000+税
納期 3月予定

color
size
price
delivery

 spec ： サムライ倶楽部ボタン / サムライ倶楽部鳥居ネーム /  ワンウォッシュ済 / 日本製[共通] size :  28・30・32・34・36･38・40   price : ￥19,000+税
　　　　　　　　　

spec

＊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。
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オリジナル10ozヘリンボン生地によるウエスタンシャツをイメージしたワー
クシャツになります。生地はムラ糸を使用し、ワイルドピッチの目のはっきりと
した先染めヘリンボンです。ヴィンテージな雰囲気と表情豊かなオリジナル
ヘリンボン生地を使用した長袖シャツです。左胸上部にワークテイストを感
じさせるオリジナルワッペン「 S SUPPORT 」が付き後ろに身頃には豪華に
チェーン刺繍「 SUPPORT SUPER SERVICE 」がはいります。ボタンはコン
チョスナップボタンになります。勿論オリジナルヘリンボン生地ならではの経
年変化を楽しめます。着込めば着込むほどに風合いが増し愛着が湧いてき
ます。
ブラックは硫化染料です。

spec
オリジナル10ozキナリヘリンボン生地
二輪車倶楽部ネーム
コンチョスナップボタン
オリジナルワッペン / チェーン刺繍
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ MCWT17 （二輪車倶楽部オリジナルヘリンボン長袖ウエスタンシャツ）

コットンツイルによる着心地の良い刺繍オープンカラーワークシャツ
です。生地は20番のコットンツイルで肉厚感も程良く爽やかな雰囲気
を持っており、春夏にぴったりの着心地の良い生地です。シルエットは
ややタイト目で、襟を大きめにつくったビンテージハワイアンシャツを
意識した縫製仕様です。ポケット上部と袖口にカラーテープが入り左
胸上部にチェーン刺繍で「 Samurai 」が入り、左袖口には刺繍でサム
ライオリジナル鳥居刺繍がはいります。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
ツイル生地（C 100％）
チェーン刺繍
ナットボタン
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

■ SCWC17 （刺繍オープンカラー半袖ワークシャツ）

生地は汚れにくく速乾性・通気性に優れ、さらに皺になりにくいプリント
入りのTC (ポリエステル65％、綿35％)ワークシャツです。左胸ポケット
の上部には『 modify 』チェーン刺繍が入りポケット部分に「 SC 」オリジ
ナルワッペンが付きます。バックヨーク左上部には「 OSK LOCAL 」チェー
ン刺繍が入り、後ろ身頃に「 SAMURAI ・ SC ・ SERVICE CENTER 」フ
ロッキープリントが一面に豪華に入りワークテイスト溢れるデザインに
なっております。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％)
二輪車倶楽部ネーム
ラバーボタン
オリジナルワッペン
チェーン刺繍 / フロッキープリント
ワンウォッシュ済
日本製

■ MCTC17 （TC二輪車半袖オープンカラー半袖ワークシャツ）

キナリ【NAT】
ブラック【BLK】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥24,000+税
納期 3月予定

color

size
price
delivery

グリーン 【GRN】
ブラウン 【BRN】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,500+税
納期 4月予定

color

size
price
delivery

ブラック 【BLK】
ネイビー【NVY】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥18,800+税
納期 4月予定

color

size
price
delivery

シャツ　

P05

Ｔシャツ    : PRICE￥6,500+税　SIZE XS・S・M・L・XL・XXL  SPEC:14/-台丸ヘビィーオンスTシャツ/三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製 
ポロシャツ : PRICE￥8,000+税   SIZE XS・S・M・L・XL・XXL   SPEC:14/-台丸ヘビィーオンスTシャツ / 丸胴 / 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ビィーウエイト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。

■ SCT17-102
 

（リンガーネックT
シャツ）

（ラグランスリーブ
                   Tシャ

ツ）

color : ホワイト/レッド・ネイビー/ホワイト・ブルー/レッドcolor : ホワイト・ブラック・ブルー・レッド
color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】・【RED】

color : 【WHT】・【BLK】・【NVY】・【BLU】

color : 【NVY】・【RED】・【BLU】

color : 【WH/RD】・【NV/WH】・【BL/RD】

color : 【WHT】・【BLK】・【NVY】・【RED】

color : 【WH/RD】・【NV/WH】・【BL/RD】

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッドcolor : ホワイト・ブラック・ネイビー・ブルー

■ SMT17-10
1 ■ SMT17-10

2

■ SCT17-101

color : ホワイト/レッド・ネイビー/ホワイト・ブルー/レッドcolor : ネイビー・レッド・ブルー

■ SMT17-10
3 ■ SMT17-10

4

オリジナルへビィーウエイトTシャツ

納期 : 2月末

（リンガーネックT
シャツ）
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シャツ　

P05
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■ SCT17-102
 

（リンガーネックT
シャツ）

（ラグランスリーブ
                   Tシャ

ツ）

color : ホワイト/レッド・ネイビー/ホワイト・ブルー/レッドcolor : ホワイト・ブラック・ブルー・レッド
color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】・【RED】

color : 【WHT】・【BLK】・【NVY】・【BLU】

color : 【NVY】・【RED】・【BLU】

color : 【WH/RD】・【NV/WH】・【BL/RD】

color : 【WHT】・【BLK】・【NVY】・【RED】

color : 【WH/RD】・【NV/WH】・【BL/RD】

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッドcolor : ホワイト・ブラック・ネイビー・ブルー

■ SMT17-10
1 ■ SMT17-10

2

■ SCT17-101

color : ホワイト/レッド・ネイビー/ホワイト・ブルー/レッドcolor : ネイビー・レッド・ブルー

■ SMT17-10
3 ■ SMT17-10

4

オリジナルへビィーウエイトTシャツ

納期 : 2月末

（リンガーネックT
シャツ）
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■ MCT17-10
2 （ポロシャツ）

（クレイジーラ
グランスリーブ

Tシャツ）

（ラグランスリ
ーブTシャツ）

color : ホワイト・ブラック・ブルーcolor : ホワイト・ブラック・ブルー・レッド

color : ホワイト・ブラック・ブルーcolor : ネイビー・レッド・ブルー

■ SUT17-10
1 ■ SUT17-10

2

■ ＭCT17-10
1

color : ホワイト・ブラック・ブルー・レッド

■ SFT17-101

オリジナルへビィーウエイトTシャツ
Ｔシャツ    : PRICE￥6,500+税　SIZE XS・S・M・L・XL・XXL  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 
ポロシャツ : PRICE￥8,000+税   SIZE XS・S・M・L・XL・XXL   SPEC:14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ / 丸胴 / 日本製 

color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】・【RED】

color : 【NVY】・【RED】・【BLU】

color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】・【RED】

color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】

color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】
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■ SOT17-10
1 

（クレイジーラグ
ランスリーブTシャ

ツ）

color : ホワイト・ブラック・ブルーcolor : ホワイト・ネイビー・ブルー・レッド

■ SSST17-10
1

オリジナルへビィーウエイトTシャツ

Ｔシャツ    : PRICE￥6,500+税　SIZE XS・S・M・L・XL・XXL         
                       COLOR ブルー【BLU】  
　　　　　　SPEC 14/-台丸ヘビィーオンスTシャツ / 三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製 
ポロシャツ : PRICE￥8,000+税   SIZE XS・S・M・L・XL・XXL  
                       COLOR ホワイト・ブラック・ブルー                   
                      SPEC 14/-台丸ヘビィーオンスTシャツ / 丸胴 / 日本製 

■ SMT17-10
8  （ポロシャツ）

■ SＭT17-10
7

リアルレーシングコラボシリーズ
color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】・【RED】 color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】

国内最高峰のレース「SUPER GT」等で活躍するチーム「リアルレーシング」様とのコラボレーション企画です。

納期 : 2月末
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（クレイジーラ
グランスリーブ

Tシャツ）

（ラグランスリ
ーブTシャツ）
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2
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1
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【落ち綿Tシャツ共通】 : PRICE￥7,500+税　  SIZE XS・S・M・L・XL・XXL
                         COLOR  アイボリー【IVORY】・スミクロ【L.BLACK】・インクブルー【INK BLUE】・クリームイエロー【C.YELLOW】
                                         SPEC:吊り編みヘビィーウエイトＴシャツ / 二本針バインダーネック / 綿糸縫製 / 丸胴 / 日本製 / XXLのみ脇割り 

（XXL ： +1,500円　脇割の仕様となります。）

　オリジナル落ち綿ヘビィーウエイト吊り編みTシャツシリーズの登場です。1960年代までニットウエアの第一線で活躍した「吊り編み機」によ
って昔ながらに編みたてられた天竺は、大量生産が主となっている現代において非効率であるとして大変貴重な存在となっています。サムライ
はあえてそこに注目して、サムライの真骨頂である“ヘビィーオンス”にこだわり試行錯誤を重ねた結果、吊り編みの柔らかい風合いを持ちなが
らも、ヘビィーでコシを併せ持つ生地感を得ることに成功しました。
  縫製はすべて綿糸にこだわり、空気を多く含みムラ感のある落ち綿による糸、そして何よりそれを吊り編み機によって編まれた天竺は見た目
や風合い、肌触りにおいてヴィンテージのそれとは一味違うこだわりのTシャツシリーズです。

■ SCT17-104
 

■ SMT17-10
5

■ SCT17-103

落ち綿へビィーウエイト吊り編みTシャツ

納期 : 4月末

手捺染：染みこみ

手捺染：染みこみ

■ SMT17-10
6

手捺染：染みこみ

手捺染：染みこみ

■ MCT17-10
3

手捺染：染みこみ

■ MCT17-10
4

手捺染：染みこみ
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落ち綿へビィーウエイト吊り編みTシャツ

■ SUT17-10
3

手捺染：染みこみ

■ SFT17-102

手捺染：染みこみ

■ SSST17-10
2

■ SOT17-10
2

手捺染：染みこみ × クラック 手捺染：染みこみ・発泡

国産スニーカー

値段   ：￥20,000+税 値段   ：￥20,000+税 

■ SM92LOW17■ SM92LOW17-Ⅱ
カラー： ホワイト
color : 【WHT】
値段   ：￥21,000+税 

サイズ： 6（24.0） 7(25.0)  8(26.0)  9(27.0)  10(28.0)
spec： 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

レザースニーカー スエードスニーカー

製造を全て国内で行った純国産のスニーカーです。製造方法は、今では貴重な技術といわれる『バルカナイズ製法』クラシカルで手作業を要
する非効率的な製法ですが、手法は変えずに手間暇をかけて丹念に作っております。ソールはグリップ性・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、型崩れが少ないレ
ザースニーカーです。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。
※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。 納期：7月予定

【共通】

カラー： マスタード × ブラック
color  : 【MU】

カラー： グレー × ブラック
color : 【GRY】
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17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチ、17oz武士道インディゴセルビッ
チデニムを使用したトートバッグです。自動車倶楽部のネームが付き、両
サイドのマチにポケットが付くシンプルな仕様になっています。

■ SMTB01 （ヒッコリートートバッグ）

color

size
price
delivery

ヒッコリー 【IND】
インディゴヒッコリー【ID/HC】
縦39cm 横34cm マチ10cm
￥6,500+税
納期 6月予定

spec :
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチ
17oz武士道インディゴセルビッチデニム
自動車俱楽部ネーム
日本製

 

color

size
price
delivery

ブラック・ゴールド・シルバー
【BLK】・【GLD】・【SLV】
FREE
￥4,600+税
 納期 6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い
ます。

■ SMBLH101 （レンチ型キーホルダー）

17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニムを使った新型デニム
ワークキャップになります。庇部分裏の円刺し縫製ステッチをチェーン
ステッチ仕様など、形状と機能性にこだわりました。シルエットは庇の角
度を少し下げ、深さを微調整しマイナーチェンジしたモデルになりま
す。シンプルながらオリジナルの17ozヒッコリーブルーカラーセルビッ
チデニムを使ったヒッコリーデニムならではの特徴的な色落ちを楽し
めるワークキャップです。バックはアジャスターが付きサイズ調整がで
きお好みで調整可能です。シーズン問わず一年中愛用して頂けるヒッ
コリーデニムワークキャップです。製品はワンウォッシュ済となります。

■ SC201WC17HC-SB （ヒッコリースナップワークキャップ）

color
size
price
delivery

インディゴヒッコリー 【ID/HC】
フリー
￥6,500+税
納期 5月予定

spec :
17ozヒッコリーブルーカラー
セルビッチデニム
サムライギャランティーチケット
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

キナリ 【O.WH】
ブラック 【BLK】
フリー
￥6,500+税
 納期 4月予定

spec :
10ozオリジナルヘリンボン生地
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

 

サムライオリジナルの「10ozヘリンボン」生地による新型ワークキャップ
です。円刺しには可能なだけステッチを入れ庇の角度を少し下げより
ワークテイストなデッキキャップになります。また庇に芯材を入れてない
ので気軽に折りたたむ事もでき鞄等にも収納できる便利なキャップです。
使い込む程にヘリンボン生地ならではの経年変化の表情を生み出し
シーズン問わず一年中愛用して頂けるデニムハットです。製品はワン
ウォッシュ済となります。

■ SC201WC17HB-DC （ヘリンボンデッキキャップ）

color キナリ 【O.WH】
ブラック 【BLK】

コリーデニムワークキャップです。製品はワンウォッシュ済となります。

【ID/HC】 spec :
17ozヒッコリーブルーカラー

ウォッシュ済となります。
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