


color          
size 

    インディゴ        
28～36・38・40 

25,000+税

1月予定

price    ￥
delivery

color          
size 

    インディゴ        
28～36・38・40 

28,000+税

1月予定

price    ￥
delivery

P02 P01

S100XJ
刃十兵衛モデル

21ozタイトモデル

特ザラ刃デニムによる十兵衛モデルです。刃モデルのキャラクター「十兵衛」
の名を冠したスペシャルモデルです。シンチベルト付きでヴィンテージ的なディ
テールを持ちますが、シルエットはS5000VXに近い股上やや浅めのやや細い
形になっています。生地は刃モデル定番デニム「17oz左綾特ザラ蒼刀セル
ビッチ」、縦横に落綿を入れてネップ感の強い風合いを持たせたムラ糸を、弱
テンションでじっくりとザラ織りで仕上げたデニムです。

へビィー21ozデニムによるS711VXです。人気の股上の浅い細身
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デザインとなっており、基本的な仕様は
S711VXです。

spec

spec

S711VX21oz

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

17oz左綾特ザラ蒼刀セルビッチ
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
サムライギャランティーチケット

▲

  
　▲

 　　▲
▲

　　

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

刃モデル専用織りネーム
家紋柄スレーキ
鉄製バックル
やや細身のストレート
日本製

S100XJ



P02 P01

S0712XX
15ozテーパードミドルレングスモデル

19oz仕様S0511XXモデル

15ozテーパードミドルレングスモデルです。人気のS710XXをベースに
股下を短く設定し、よりテーパード感の強いシルエットにしました。スリム
テーパードのS0511XXよりは全体的にゆったりしますので穿く人を選
ばない穿きやすいシルエットです。デニムは色落ちに定評のある男気
15ozで、荒々しいながらも綺麗な縦落ち感が魅力です。もちろん専用
の革パッチ・フラッシャー仕様で、ワンウォッシュ済での納品となります。

人気の細身テーバードモデルS0511XXのヘビィー19ozデニム版
です。細身ではありますが股上は浅くせずにワタリから裾にかけ
テーパードを強くし、くるぶし丈でも綺麗に穿いて頂けるシルエット
になっています。生地は重く硬い質感、そして荒々しい色落ち感も定
評のある極19ozデニム仕様です。

S511XX19oz

（レングス約32inch）

color          
size 

    インディゴ        
28～36・38・40 

24,000+税

2月予定

price    ￥
delivery

color          
size 

    インディゴ        
26～36・38・40 

25,000+税

2月予定

price    ￥
delivery

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

▲

  ▲

　▲

 　　

　　

男気15oz刀耳セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製日の出ボタン
銅製銭型リベット
専用革パッチ・フラッシャー

細身テーパード
ワンウォッシュ済
日本製

　

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

　

S0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XXS0712XX
拾
五
拾
五

▪ Japanese-made genuine indigo denim
▪ 15oz.per sq.yard
▪ Reinforced at points of strain
▪ Extra heavy stitching for rugged wear
▪ Made in Osaka,Japan
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S511NBKII

17ozデニムトラウザーズ

2017年冬にご好評頂きましたS511XXの17ozブラックブラック再
登場です。オリジナルデニム「17ozブラックブラックセルビッチ」は
通常のロープ染色によるブラックデニムと違い、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。シル
エットは人気の細身テーパードS0511XXを採用、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ブラックジーンズとなっています。ワンウォッシュ済です。

17ozデニムによるヘビィーデニムトラウザーズです。デニムは零モデル
S5000VX等でお馴染みの「17oz武士道セルビッチ」です。零ならでは
ザラ感の強いデニムで激しい色落ち・アタリ感が期待できます。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おります。裏には
刃モデルでお馴染みの家紋柄スレーキを使い、へビィーな生地との相性
を考えてタックボタン仕様とし、松ノ木ボタンを採用しております。他、ギャ
ランティーチケットや上段ネームはこのパンツならではの仕様です。

SJ42DP17OZ

color          
size 

    ブラック        
26～36・38・40 

24,000+税

4月予定

price    ￥
delivery

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

▲

  ▲

　▲

 　　▲

　　

17ozブラックブラックセルビッチデニム
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

黒ピスネーム
細身テーパード　
ワンウォッシュ済
日本製

color          
size 

    インディゴ        
28～36・38・40 

22,800+税

5月予定

price    ￥
delivery spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

▲

  ▲

　▲

 　　

　　

17oz武士道セルビッチデニム
家紋柄スレーキ
鉄製松ノ木ボタン
サムライギャランティーチケット
サムライ上段ネーム

やや細身シルエット
ワンウォッシュ済
日本製

　

SJ42DPSJ42DP
★ Japanese-made indigo denim 100%
★ Shrinks to a snug fit
★ Reinforced at points of strain
★ Made in Osaka,Japan

17ozブラックブラックモデル
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SJ42CP
へビィーチノトラウザーズ

人気のオリジナルの硫化染めセルビッチチノによる定番へビィーチノパンツです。
チノでは通常無い太い6番糸を硫化染料でカーキ色に染め上げ、それを旧式の
力織機でしっかりと打ち込みを入れて織り上げた珠玉のセルビッチチノ生地で
す。硫化染料で染めている為、経年での色落ち・アタリ感も楽しめるものとなって
います。シルエットは細身で股上が浅くスッキリと穿いて頂ける形となっています。
裏には刃モデルでお馴染みの家紋柄スレーキを使い、へビィーな生地との相性
を考えてタックボタン仕様とし、松ノ木ボタンを採用しています。他、ギャランティー
チケットや上段ネームはチノパンツならではの仕様です。

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

spec

Model:Type II

セカンドタイプGジャン
S0552xx

17oz大戦タイプGジャン
S0555Vx

---
---

Model: 
World war ii

男気15oz刀耳セルビッチによる定番
セカンドタイプデニムジャケットです。両
胸にポケット、腰にアジャスターが付く
デザイン。ポケット内には諸行無常ス
レーキを当てています。さらに
鉄製日の出ボタン、銅製銭
型リベットのお馴染みの仕
様。ファーストタイプよりも
身幅を絞り、若干着丈を
長くする事でスタイリッ
シュなイメージに仕上げ
ています。ワンウォッシュ
済です。ややタイトなサ
イズ感になります。

Model:Type II

男気15oz刀耳セルビッチによる定番男気15oz刀耳セルビッチによる定番
セカンドタイプデニムジャケットです。両セカンドタイプデニムジャケットです。両
胸にポケット、腰にアジャスターが付く
デザイン。ポケット内には諸行無常ス
レーキを当てています。さらに
鉄製日の出ボタン、銅製銭
型リベットのお馴染みの仕
様。ファーストタイプよりも
身幅を絞り、若干着丈を
長くする事でスタイリッ
シュなイメージに仕上げ
ています。ワンウォッシュ
済です。ややタイトなサ

Model:Type II

セカンドタイプデニムジャケットです。両セカンドタイプデニムジャケットです。両
胸にポケット、腰にアジャスターが付く
デザイン。ポケット内には諸行無常ス
レーキを当てています。さらに
鉄製日の出ボタン、銅製銭
型リベットのお馴染みの仕
様。ファーストタイプよりも
身幅を絞り、若干着丈を

17oz武士道セルビッチによる定番大戦タイ
プデニムジャケットです。ポケットフラップ無
しで、腰にはシンチベルトが付くデザイン。
バックルは別注の鉄製、ポケット内には諸行
無常スレーキを当てています。大戦時
ならではの簡素な仕様を再現しつ
つもサムライらしいディテールに仕
上げています。ヴィンテージ
感溢れる無骨なシル
エットです。ワンウォッ
シュ済です。ややタイ
トなサイズ感になり
ます。

---World warwar ii-ii-ii-ii----ii----ii----ii---
無常スレーキを当てています。大戦時
ならではの簡素な仕様を再現しつ
つもサムライらしいディテールに仕
上げています。ヴィンテージ
感溢れる無骨なシル
エットです。ワンウォッ
シュ済です。ややタイ
トなサイズ感になり

---
World warwar iiii-ii--ii----ii----ii----ii---ならではの簡素な仕様を再現しつ

つもサムライらしいディテールに仕
上げています。ヴィンテージ
感溢れる無骨なシル
エットです。ワンウォッ
シュ済です。ややタイ
トなサイズ感になり

color          
size 

    カーキ     
28～36・38・40 

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
鉄製松ノ木ボタン
サムライギャランティーチケット

サムライ上段ネーム
やや細身シルエット
ワンウォッシュ済
日本製

▲

  
　▲

 　　▲
▲

▲

　　▲

▲

  
　▲

 　　▲
▲

▲

　　▲
▲

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
専用革パッチ
ワンウォッシュ済
日本製

spec
17oz武士道
セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製松ノ木ボタン
銅製銭型リベット
専用革パッチ
鉄製バックル
ワンウォッシュ済

22,800+税

5月予定

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

delivery  2月予定

color インディゴ          
size   36・38・40
            42・44・46
price  ￥29,800＋税   

delivery  2月予定

P05

spec

ジーンズショートパンツ
S310SP17oz
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インディ
ゴ・ブラックデニムを使用しています。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、スレーキは家紋柄スレーキを使いまし
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。ややタイトなウ
エスト感になります。今回は奇数サイズもご用意
しました。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

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・ブラック          
size   28～36・38・40
price  ￥19,000＋税   

delivery  4月予定

倭モデルショートパンツ
S002SP19
倭モデルショートパンツ初登場です。生
地は倭モデルの15oz倭魂セルビッチ
デニムと15ozキナリへリンボンセルビッ
チデニムを使用しています。倭モデルを
基本としていますが、縫製等はシンプル
な仕様にしており、今回は夏らしい爽や
かなキナリのへリンボンデニムも使い
ショートパンツならではのテイストも加え
ました。また、S310SPと比べて股下を
少し短くしています。ややタイトなウエス
ト感になります。

▲

  ▲

　
 　　▲

▲
▲

▲

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

  ▲

　▲

 　　

倭鳳凰ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color インディゴ・キナリ          
size   28・30・32・34
　　　　　　36・38・40
price  ￥20,000＋税   

delivery  3月予定

spec

オープンカラーシャツ
SOS19-S01
インディゴハチス生地によるオープンカ
ラーシャツです。タテヨコ共にインディゴ
ロープ染色糸を使っており、着込むこと
により経年変化を楽しめます。ハチス織
りは生地の凹凸があるので肌に面では
なく点で接します。その為、清涼感があ
り涼しく着て頂けます。シルエットはやや
タイト目で、シンプルなワンポケットの
シャツです。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

インディゴハチスドビー生地
猫目キャストボタン
サムライ上段ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color 

size 
  
price   

delivery  

濃インディゴ
淡インディゴ     

XS・S・M・L
XL・XXL
￥19,000＋税   

3月予定

spec



P03

SJ42CP
へビィーチノトラウザーズ

人気のオリジナルの硫化染めセルビッチチノによる定番へビィーチノパンツです。
チノでは通常無い太い6番糸を硫化染料でカーキ色に染め上げ、それを旧式の
力織機でしっかりと打ち込みを入れて織り上げた珠玉のセルビッチチノ生地で
す。硫化染料で染めている為、経年での色落ち・アタリ感も楽しめるものとなって
います。シルエットは細身で股上が浅くスッキリと穿いて頂ける形となっています。
裏には刃モデルでお馴染みの家紋柄スレーキを使い、へビィーな生地との相性
を考えてタックボタン仕様とし、松ノ木ボタンを採用しています。他、ギャランティー
チケットや上段ネームはチノパンツならではの仕様です。

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

spec

Model:Type II

セカンドタイプGジャン
S0552xx

17oz大戦タイプGジャン
S0555Vx

---
---

Model: 
World war ii

男気15oz刀耳セルビッチによる定番
セカンドタイプデニムジャケットです。両
胸にポケット、腰にアジャスターが付く
デザイン。ポケット内には諸行無常ス
レーキを当てています。さらに
鉄製日の出ボタン、銅製銭
型リベットのお馴染みの仕
様。ファーストタイプよりも
身幅を絞り、若干着丈を
長くする事でスタイリッ
シュなイメージに仕上げ
ています。ワンウォッシュ
済です。ややタイトなサ
イズ感になります。

17oz武士道セルビッチによる定番大戦タイ
プデニムジャケットです。ポケットフラップ無
しで、腰にはシンチベルトが付くデザイン。
バックルは別注の鉄製、ポケット内には諸行
無常スレーキを当てています。大戦時
ならではの簡素な仕様を再現しつ
つもサムライらしいディテールに仕
上げています。ヴィンテージ
感溢れる無骨なシル
エットです。ワンウォッ
シュ済です。ややタイ
トなサイズ感になり
ます。

color          
size 

    カーキ     
28～36・38・40 

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
鉄製松ノ木ボタン
サムライギャランティーチケット

サムライ上段ネーム
やや細身シルエット
ワンウォッシュ済
日本製

▲

  
　▲

 　　▲
▲

▲

　　▲

▲

  
　▲

 　　▲
▲

▲

　　▲
▲

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
専用革パッチ
ワンウォッシュ済
日本製

spec
17oz武士道
セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
鉄製松ノ木ボタン
銅製銭型リベット
専用革パッチ
鉄製バックル
ワンウォッシュ済

22,800+税

5月予定

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

delivery  2月予定

color インディゴ          
size   36・38・40
            42・44・46
price  ￥29,800＋税   

delivery  2月予定

P05

spec

ジーンズショートパンツ
S310SP17oz
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インディ
ゴ・ブラックデニムを使用しています。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、スレーキは家紋柄スレーキを使いまし
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。ややタイトなウ
エスト感になります。今回は奇数サイズもご用意
しました。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

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・ブラック          
size   28～36・38・40
price  ￥19,000＋税   

delivery  4月予定

倭モデルショートパンツ
S002SP19
倭モデルショートパンツ初登場です。生
地は倭モデルの15oz倭魂セルビッチ
デニムと15ozキナリへリンボンセルビッ
チデニムを使用しています。倭モデルを
基本としていますが、縫製等はシンプル
な仕様にしており、今回は夏らしい爽や
かなキナリのへリンボンデニムも使い
ショートパンツならではのテイストも加え
ました。また、S310SPと比べて股下を
少し短くしています。ややタイトなウエス
ト感になります。

▲

  ▲

　
 　　▲

▲
▲

▲

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

  ▲

　▲

 　　

倭鳳凰ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color インディゴ・キナリ          
size   28・30・32・34
　　　　　　36・38・40
price  ￥20,000＋税   

delivery  3月予定

spec

オープンカラーシャツ
SOS19-S01
インディゴハチス生地によるオープンカ
ラーシャツです。タテヨコ共にインディゴ
ロープ染色糸を使っており、着込むこと
により経年変化を楽しめます。ハチス織
りは生地の凹凸があるので肌に面では
なく点で接します。その為、清涼感があ
り涼しく着て頂けます。シルエットはやや
タイト目で、シンプルなワンポケットの
シャツです。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

インディゴハチスドビー生地
猫目キャストボタン
サムライ上段ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color 

size 
  
price   

delivery  

濃インディゴ
淡インディゴ     

XS・S・M・L
XL・XXL
￥19,000＋税   

3月予定

spec

17oz武士道ブラックセルビッチ

インディゴ・ブラック          
28～36・38・40

   

専用革パッチ・フラッシャー

     

＋税   
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spec

Hawaiian shirt

デニムウエスタンシャツ
swd-l01

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

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

spec

柳生柄ハワイアンシャツ
SSA19-YG
柳生柄デザインのオリジナル生地によるオープンシャツです。柳生十
兵衛（柳生新陰流）の逸話をイメージしたデザインで、市松柄を
ベースにしました。扱いやすさを考慮した綿100％のサテンは光沢
がありながらも、しっかりとした生地感で着応えもございます。

color ネイビー          
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥22,000＋税   

delivery  4月予定 大阪柄ハワイアンシャツ
SSA19-OSK
大阪柄デザインのオリジナル生地によるオープンシャツです。大阪なら
ではのモチーフをボップに描いたデザインです。デザインとの相性、扱
いやすさを考えた綿85%麻15%の生地は適度にシャリ感があり、清
涼感もあるので爽やかな着心地になっています。

シルエットはややタイト目です。ボタンはナット製、織りネームはサムライピス
ネームと和柄シャツ用の花札デザインです。

▲

オリジナル[柳生柄/大阪柄】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 ホワイト         
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥22,000＋税   

delivery  4月予定

P06

定番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カ
モメステッチを意識したデザインです。

ヨークやポケットはお馴染みサムライ
カモメステッチを意識したデザイン。

ヨークやポケットはお馴染み
サムライカモメステッチを
意識したデザイン。

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

デニムウエスタンシャツ
swd-l01

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

swd-l02

デニムウエスタンシャツ
swd-l01

specspec ▲
▲

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

spec

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

カモ
メ

飛翔

Denim 
Western Shirt 

(cm)
着丈 身幅 肩幅 袖丈

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

Size Ch
art SWD-L01・SWD-L02 共通 

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

delivery  3月予定

P07

サムライジーンズヘビ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ヴ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、ヘヴ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シャツとなっています。

＝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。

インディゴヘンリーネックＴ
sjit-101m

Indigo t-shirts

spec▲

  

▲

　▲

 　　▲

8/-ヘヴィーウエイト
インディゴ天竺
太番手綿糸縫製
ワンウォッシュ
日本製

　

▲

  ▲

　▲

 　　

前立て手裏剣
ウォバッシュ仕様 
貝ボタン

インディゴ七分袖Ｔ
sjit-104m

▲

  3本針バインダーネック

インディゴVガゼットT
sjit-103m

▲

  両Vガゼット

インディゴポロＴ
sjit-102m

▲

  ▲

　▲

 　　

前立て手裏剣
ウォバッシュ仕様 
貝ボタン

インディゴポロＴ
sjit-105m

▲

  ▲

　　　
3本針バインダーネック
SAMURAIピスネーム

color インディゴ 
size   XS・S・M・L・XL・XXL・ＸXXL
price  ￥14,000＋税
(XXXLは￥15,000+税)    
delivery  4月予定

- インディゴ Ｔシャツ -
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spec

Hawaiian shirt

デニムウエスタンシャツ
swd-l01

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

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

spec

柳生柄ハワイアンシャツ
SSA19-YG
柳生柄デザインのオリジナル生地によるオープンシャツです。柳生十
兵衛（柳生新陰流）の逸話をイメージしたデザインで、市松柄を
ベースにしました。扱いやすさを考慮した綿100％のサテンは光沢
がありながらも、しっかりとした生地感で着応えもございます。

color ネイビー          
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥22,000＋税   

delivery  4月予定 大阪柄ハワイアンシャツ
SSA19-OSK
大阪柄デザインのオリジナル生地によるオープンシャツです。大阪なら
ではのモチーフをボップに描いたデザインです。デザインとの相性、扱
いやすさを考えた綿85%麻15%の生地は適度にシャリ感があり、清
涼感もあるので爽やかな着心地になっています。

シルエットはややタイト目です。ボタンはナット製、織りネームはサムライピス
ネームと和柄シャツ用の花札デザインです。

▲

オリジナル[柳生柄/大阪柄】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 ホワイト         
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥22,000＋税   

delivery  4月予定

P06

定番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カ
モメステッチを意識したデザインです。

ヨークやポケットはお馴染みサムライ
カモメステッチを意識したデザイン。

ヨークやポケットはお馴染み
サムライカモメステッチを
意識したデザイン。

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

カモ
メ

飛翔

Denim 
Western Shirt 

(cm)
着丈 身幅 肩幅 袖丈

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

Size Ch
art SWD-L01・SWD-L02 共通 

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

delivery  3月予定

P07

サムライジーンズヘビ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ヴ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、ヘヴ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シャツとなっています。

＝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。

インディゴヘンリーネックＴ
sjit-101m

Indigo t-shirts

spec▲

  

▲

　▲

 　　▲

8/-ヘヴィーウエイト
インディゴ天竺
太番手綿糸縫製
ワンウォッシュ
日本製

　

▲

  ▲

　▲

 　　

前立て手裏剣
ウォバッシュ仕様 
貝ボタン

インディゴ七分袖Ｔ
sjit-104m

▲

  3本針バインダーネック

インディゴVガゼットT
sjit-103m

▲

  両Vガゼット

インディゴポロＴ
sjit-102m

▲

  ▲

　▲

 　　

前立て手裏剣
ウォバッシュ仕様 
貝ボタン

インディゴポロＴ
sjit-105m

▲

  ▲

　　　
3本針バインダーネック
SAMURAIピスネーム

color インディゴ 
size   XS・S・M・L・XL・XXL・ＸXXL
price  ￥14,000＋税
(XXXLは￥15,000+税)    
delivery  4月予定

- インディゴ Ｔシャツ -



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。

SJST19-102

SJST19-101

SJST19-103

SJST19-104

SJST19-105

heavy weight T-shirt
ーオリジナルへヴィーウエイトTシャツー

ー無地ポケットTシャツー

サムライピスネーム付

ーポロシャツー

ー刺繍ポロシャツー

ー刺繍ポケットＴシャツー

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

color ホワイト・ブラック・モスグリーン・ピンク          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 

price  
￥6,500＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥8,500＋税 

price  
￥8,800＋税 

price  
￥7,300＋税 

P08

delivery 
4月予定

delivery 
3月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

Ｔシャツ    : 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 : 14/-台丸ヘビィーオンスTシャツ / 丸胴 / 日本製 

SJST19-107

SJST19-106

SJST19-108

SJST-M　 SJST-PM

heavy weight T-shirt

MIDIUM weight 2pac T-shirt

14/-台丸ヘヴィーオンス天竺
三本針バインダーネック
丸胴

・

日本製

price  
￥5,500＋税 

price  
￥7,000＋税 

spec 14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
丸胴

・

日本製spec

SJ2PST-CREW

ー無地Ｔシャツー ー無地ポロシャツー

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
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

color ホワイト・ブラック・モスグリーン・ピンク          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 

color ホワイト  
size    S・M・L・XL・XXL 

price  
￥7,000＋税 

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 5月予定

delivery 
4月予定

delivery 
3月予定

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  ￥7,000＋税　(2枚） 

19番の糸を丸胴にて編み立てたサムライオリジナル仕様の2パックTシャツは、
程よい厚みで、昨今の暑い夏でも、シャツの下に着用できるよう作成されていま
す。ハードな着用に耐えうるよう、襟のフライス付けは耐久性に大変優れた3本
針1本落としを採用し、型紙も、レイヤーの邪魔にならないサイズ感としています。

▲

  ▲

　▲

 　　▲

spec
19/-ミディアムウエイト丸胴天竺
COTTON 100%
三本針バインダーネック
日本製

-無地クルーネック2パックTシャツ-

P09



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。

SJST19-102

SJST19-101

SJST19-103

SJST19-104

SJST19-105

heavy weight T-shirt
ーオリジナルへヴィーウエイトTシャツー

ー無地ポケットTシャツー

サムライピスネーム付

ーポロシャツー

ー刺繍ポロシャツー

ー刺繍ポケットＴシャツー

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

color ホワイト・ブラック・モスグリーン・ピンク          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 

price  
￥6,500＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥8,500＋税 

price  
￥8,800＋税 

price  
￥7,300＋税 

P08

delivery 
4月予定

delivery 
3月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

Ｔシャツ    : 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 : 14/-台丸ヘビィーオンスTシャツ / 丸胴 / 日本製 

SJST19-107

SJST19-106

SJST19-108

SJST-M　 SJST-PM

heavy weight T-shirt

MIDIUM weight 2pac T-shirt

14/-台丸ヘヴィーオンス天竺
三本針バインダーネック
丸胴

・

日本製

price  
￥5,500＋税 

price  
￥7,000＋税 

spec 14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
丸胴

・

日本製spec

SJ2PST-CREW

ー無地Ｔシャツー ー無地ポロシャツー

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
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

color ホワイト・ブラック・モスグリーン・ピンク          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 

color ホワイト  
size    S・M・L・XL・XXL 

price  
￥7,000＋税 

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 5月予定

delivery 
4月予定

delivery 
3月予定

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  ￥7,000＋税　(2枚） 

19番の糸を丸胴にて編み立てたサムライオリジナル仕様の2パックTシャツは、
程よい厚みで、昨今の暑い夏でも、シャツの下に着用できるよう作成されていま
す。ハードな着用に耐えうるよう、襟のフライス付けは耐久性に大変優れた3本
針1本落としを採用し、型紙も、レイヤーの邪魔にならないサイズ感としています。

▲

  ▲

　▲

 　　▲

spec
19/-ミディアムウエイト丸胴天竺
COTTON 100%
三本針バインダーネック
日本製

-無地クルーネック2パックTシャツ-

P09



綿はその流通過程で圧縮され、塊となって運搬されます。通常、その塊は歯で掻くことによって元の状態へと解され、紡績の工程へと
送られていきます。 このシリーズで使用しているリペンコットンは、この紡績前の段階で綿が好む、つまりは綿が生育された環境に近
い温度・湿度に管理された熟成室で一定期間寝かし、熟成（リペン）させることで自己修復を図った綿です。  硬くなった綿はその間
に緊張がほぐれ、傷つくことなく摘み取られた時のクリンプ（縮れ）を回復し、本来の柔らかさを取り戻します。その後、紡績され吊編機
によって編まれたこの生地は、通常よりもふっくらとして柔らかく、さらには頑丈でしっとりとした気持ちよい肌触りのTシャツとなります。

SJST19-110

SJST19-109

SJST19-111

SJST19-112

SJST19-RPM SJST19-RPH

ripen cotton T-shirt
ーリペンコットン吊編Tシャツー

ーパイピングヘンリーー

ークルーネック無地ー

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

▲

  ▲

　▲

 　　▲

color アイボリー・スミクロ・リペンブルー・グレープ          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥8,800＋税 

price  
￥6,800＋税 

ーパイピングヘンリー無地ー

price  
￥7,800＋税 

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

18/- リペンコットン吊編天竺 / 二本針バインダーネック （ヘンリーネック：パイピング）/ 丸胴 / 日本製spec

P10 P11

クルーネック復興支援Tシャツ
sjst19-Hih

▲

  ▲

　▲

 　　▲

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

color ピンク・モスグリーン
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥7,000＋税   

delivery  3月予定

P06

復旧・復興支援Tシャツ　　　　　

近年、これまでに経験したことのない大雨による河川の氾濫や土砂災害、大型台風による恐ろしい突風、

突然の大規模な地震など、甚大な自然災害が後を絶ちません。多くの方の尽力により復旧が進んでいる

ものの、マスコミの報道量も減り被災地に対する関心が薄れていく状況にあります。しかしながら、被災し

た人もまちも日常を取り戻すまでには道のりは長く、数知れない苦難が続き、心の傷は容易には癒えるこ

とはないでしょう。

関西の私たちも災害が起こるたびに、身体が震え阪神淡路大震災の記憶が蘇ります。いつ、どこで災害

が発生するかわからない地球上で、災害での苦しみを自分ごととしてとらえ、心を寄せあい人と人が支え

あい伴走することが、今、求められています。

そこでサムライジーンズでは「復旧・復興支援Ｔシャツ」を継続して販売することで、被災された方々へ、心

を寄せ、皆様の思いを届けたいと思います。

災害発生直後の緊急救援から、次の段階の支援が求められる時期へと状況がどんどん変化する中で、

被災地の「今」を知り、さまざまな関係機関との連携、情報共有を図りながら、現地にて被災者支援活動

を継続している「特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡＤ）

http://jvoad.jp」に、このＴシャツの収益金を寄付いたします。

多くの皆さまのご賛同、ご協力のほど、スタッフ一同心よりお願い申し上げます。



綿はその流通過程で圧縮され、塊となって運搬されます。通常、その塊は歯で掻くことによって元の状態へと解され、紡績の工程へと
送られていきます。 このシリーズで使用しているリペンコットンは、この紡績前の段階で綿が好む、つまりは綿が生育された環境に近
い温度・湿度に管理された熟成室で一定期間寝かし、熟成（リペン）させることで自己修復を図った綿です。  硬くなった綿はその間
に緊張がほぐれ、傷つくことなく摘み取られた時のクリンプ（縮れ）を回復し、本来の柔らかさを取り戻します。その後、紡績され吊編機
によって編まれたこの生地は、通常よりもふっくらとして柔らかく、さらには頑丈でしっとりとした気持ちよい肌触りのTシャツとなります。

SJST19-110

SJST19-109

SJST19-111

SJST19-112

SJST19-RPM SJST19-RPH

ripen cotton T-shirt
ーリペンコットン吊編Tシャツー

ーパイピングヘンリーー

ークルーネック無地ー

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

▲

  ▲

　▲

 　　▲

color アイボリー・スミクロ・リペンブルー・グレープ          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥8,800＋税 

price  
￥6,800＋税 

ーパイピングヘンリー無地ー

price  
￥7,800＋税 

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

18/- リペンコットン吊編天竺 / 二本針バインダーネック （ヘンリーネック：パイピング）/ 丸胴 / 日本製spec

P10 P11

クルーネック復興支援Tシャツ
sjst19-Hih

▲

  ▲

　▲

 　　▲

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

color ピンク・モスグリーン
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥7,000＋税   

delivery  3月予定

P06

復旧・復興支援Tシャツ　　　　　

近年、これまでに経験したことのない大雨による河川の氾濫や土砂災害、大型台風による恐ろしい突風、

突然の大規模な地震など、甚大な自然災害が後を絶ちません。多くの方の尽力により復旧が進んでいる

ものの、マスコミの報道量も減り被災地に対する関心が薄れていく状況にあります。しかしながら、被災し

た人もまちも日常を取り戻すまでには道のりは長く、数知れない苦難が続き、心の傷は容易には癒えるこ

とはないでしょう。

関西の私たちも災害が起こるたびに、身体が震え阪神淡路大震災の記憶が蘇ります。いつ、どこで災害

が発生するかわからない地球上で、災害での苦しみを自分ごととしてとらえ、心を寄せあい人と人が支え

あい伴走することが、今、求められています。

そこでサムライジーンズでは「復旧・復興支援Ｔシャツ」を継続して販売することで、被災された方々へ、心

を寄せ、皆様の思いを届けたいと思います。

災害発生直後の緊急救援から、次の段階の支援が求められる時期へと状況がどんどん変化する中で、

被災地の「今」を知り、さまざまな関係機関との連携、情報共有を図りながら、現地にて被災者支援活動

を継続している「特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡＤ）

http://jvoad.jp」に、このＴシャツの収益金を寄付いたします。

多くの皆さまのご賛同、ご協力のほど、スタッフ一同心よりお願い申し上げます。



P11

spec

Wネームスニーカー

雪駄
STA19-01/02

SPINGLE MOVE × SAMURAI JEANS Wネーム企画

生地は「17oz武士道セルビッチデニム」「17ozブラックブラックセルビッチデニム」を使用してお
り、デニムならではの変化が楽しめます。ブラックデニムについては限定ジーンズでも使用した色
落ちしにくい染料で、縫製糸も黒糸を用い、よりオリジナルのブラック感を楽しめます。インディゴ
デニムにはつま先とかかと部分にベロアのネイビー、ブラックブラックデニムにはベロアのブラッ
クの異素材でアクセントを入れています。オールシーズン幅広いスタイリングで履いて頂けます。
小さいサイズ展開も御座いますので今までにないサイズも選べます。

毎年ご好評頂いているサムライ雪駄の新作です。イ草による畳のインソールに、鼻緒には人気
のオリジナル手裏剣ウォバッシュ生地とマキビシ濃淡インディゴウォバッシュを用いました。アウ
トソールと踵は高級牛革を使用しており頑丈な造りと履く程に味が出ます。中板はシナの木を
使い強度を高めています。 足のフィット感を高める事を考慮して、あえて鼻緒をややずらした仕
様になっています。今回は踵に三角テクターを装備しています。ジーンズにも合う色目になって
いるので粋な普段履きとしてもお勧めです。

「バルカナイズ製法」は今では貴重な技術と言われており、クラシカルで手作業を要する非効率的な製法です
が、手法を変えずに手間暇をかけて丹念に作っています。グリップ性・柔軟性・クッション性の良いインソールが足
裏にフィットし、リラックスした履き心地で快適な歩行をサポートしてくれます。また、底とアッパーの結合が強く、型
崩れもしにくくなっています。日本人の足型を研究し究極の履き心地を一足一足職人の手で追及した一足です。
数量限定生産になります。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲
▲

　▲

 　　▲
▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲
▲

　

バルカナイズ製法
17oz武士道セルビッチデニム
17ozブラックブラックセルビッチデニム
サイドジッパー
スエードネイビー / スエードブラック
スピングルムーヴレザー焼印ネーム
サムライ上段ネーム
赤ピスネーム / 黒ピスネーム
日本製

color インディゴ、ブラック         
size   XS：4（22.5cm）　SS：5（23.5cm）　
                S：6（24.5cm）　M：7（25.5cm）　　　　　　
                L：8（26.5cm） LL：9（27.5cm） 
              XL：10（28.5ｃｍ）
price  ￥25,800＋税   

delivery  6月予定

spec
イ草畳インソール
手裏剣柄ウォバッシュ生地
マキビシ柄ウォバッシュ濃淡生地
牛革ソール
三角テクター
サムライジーンズロゴ焼印
日本製

color インディゴ
　　　　　　　01　手裏剣柄
　　　　　　　02　濃淡マキビシ柄      
size   2L（約26cm）3L（約27cm）

           4L（約28.5cm）

price  ￥18,000＋税   

delivery  5月予定

P12

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。

2002年広島県にてスタート以来、丹念なものづくりで多くのファンから支持されるメイドインジャパンブランド「 SPINGLE 
MOVE/スピングルムーヴ 」とのWネームハイカットスニーカーです。スピングルムーヴ定番人気モデル「SPM-366（ハイ
カットサイドジッパーモデル）」をベースに、サムライオリジナルデニムを使用したコラボレーションモデルです。

注）デニム生地は、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。

※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。予めご了承ください。

01　手裏剣柄 02　濃淡マキビシ柄

SJSPM19-HI

P13P12

大容量のオリジナルデニムバッグです。生地は16ozお色気セルビッチデニムを使用。
多様な用途にも活躍できる十分な収納力とディテールをもち、リュックはもちろん、手持
ちバックとしてご使用いただけます。使い込むほどに風合いを増すデニムバッグです。

インディゴ【IND】
フリー
￥6,500+税
納期 5月予定

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

 

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

16ozお色気セルビッチ
ブラウンコーデュロイ生地
SAMURAI上段ネーム
SAMURAI JEANS革ラベル
WALDESファスナー 

▲

日本製

color 
size
price
delivery 

インディゴ
縦55cm×横39cm（リジット）
￥38,000＋税   

6月予定

インディゴ
ＦＲＥＥ
￥19,000＋税   

5月予定

▲

US産ステアハイド  

▲

オリジナル真鍮製バックル　

▲

日本製 　

■ W001

color 

size
price
delivery 

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

1月予定

-ヘビィーカーブベルト-

■ W001-wp

color 

size
price
delivery 

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

6月予定

-ダブルピンヘビィーカーブベルト-

P04

■ DB19-3WAY -３WAYショルダーバッグ-

spec

25OZスペシャルセルビッチデニムを使用した色々な用途で使える万能型のデニムバッグ
です。体に触れる内側にはインディゴが付かないように配慮しています。財布、手帳、携帯な
ど、小物の収納に便利です。長く使うほどに、経年変化を楽しめます。

<ベルト「W001」の価格改定について>
お客様のご期待に添うべく、合理化を図り製品価格を据え置いて参りましたが、昨今
の諸資材、原料の相次ぐ値上げ、その他経費の高騰により、企業努力のみでは現状
の製品価格を維持するのは困難な事態となりました。誠に不本意ではございますが、
今回より価格の改定を実施させて頂く事となりました。申し訳ございませんが何卒ご
理解ご了承の程お願い申し上げます。
＊新価格「￥22,800＋税」
＊1月納期予定分より実施

▲

  ▲

　▲

 　　▲

25OZスペシャルセルビッチデニム
SAMURAI上段ネーム
WALDESファスナー
日本製

color
size
price
delivery

■ DB003-19 -25ozデニムショルダーバッグ-

spec

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

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

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

spec
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spec

Wネームスニーカー

雪駄
STA19-01/02

SPINGLE MOVE × SAMURAI JEANS Wネーム企画

生地は「17oz武士道セルビッチデニム」「17ozブラックブラックセルビッチデニム」を使用してお
り、デニムならではの変化が楽しめます。ブラックデニムについては限定ジーンズでも使用した色
落ちしにくい染料で、縫製糸も黒糸を用い、よりオリジナルのブラック感を楽しめます。インディゴ
デニムにはつま先とかかと部分にベロアのネイビー、ブラックブラックデニムにはベロアのブラッ
クの異素材でアクセントを入れています。オールシーズン幅広いスタイリングで履いて頂けます。
小さいサイズ展開も御座いますので今までにないサイズも選べます。

毎年ご好評頂いているサムライ雪駄の新作です。イ草による畳のインソールに、鼻緒には人気
のオリジナル手裏剣ウォバッシュ生地とマキビシ濃淡インディゴウォバッシュを用いました。アウ
トソールと踵は高級牛革を使用しており頑丈な造りと履く程に味が出ます。中板はシナの木を
使い強度を高めています。 足のフィット感を高める事を考慮して、あえて鼻緒をややずらした仕
様になっています。今回は踵に三角テクターを装備しています。ジーンズにも合う色目になって
いるので粋な普段履きとしてもお勧めです。

「バルカナイズ製法」は今では貴重な技術と言われており、クラシカルで手作業を要する非効率的な製法です
が、手法を変えずに手間暇をかけて丹念に作っています。グリップ性・柔軟性・クッション性の良いインソールが足
裏にフィットし、リラックスした履き心地で快適な歩行をサポートしてくれます。また、底とアッパーの結合が強く、型
崩れもしにくくなっています。日本人の足型を研究し究極の履き心地を一足一足職人の手で追及した一足です。
数量限定生産になります。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲
▲

　▲

 　　▲
▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲
▲

　

バルカナイズ製法
17oz武士道セルビッチデニム
17ozブラックブラックセルビッチデニム
サイドジッパー
スエードネイビー / スエードブラック
スピングルムーヴレザー焼印ネーム
サムライ上段ネーム
赤ピスネーム / 黒ピスネーム
日本製

color インディゴ、ブラック         
size   XS：4（22.5cm）　SS：5（23.5cm）　
                S：6（24.5cm）　M：7（25.5cm）　　　　　　
                L：8（26.5cm） LL：9（27.5cm） 
              XL：10（28.5ｃｍ）
price  ￥25,800＋税   

delivery  6月予定

spec
イ草畳インソール
手裏剣柄ウォバッシュ生地
マキビシ柄ウォバッシュ濃淡生地
牛革ソール
三角テクター
サムライジーンズロゴ焼印
日本製

color インディゴ
　　　　　　　01　手裏剣柄
　　　　　　　02　濃淡マキビシ柄      
size   2L（約26cm）3L（約27cm）

           4L（約28.5cm）

price  ￥18,000＋税   

delivery  5月予定

P12

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。

2002年広島県にてスタート以来、丹念なものづくりで多くのファンから支持されるメイドインジャパンブランド「 SPINGLE 
MOVE/スピングルムーヴ 」とのWネームハイカットスニーカーです。スピングルムーヴ定番人気モデル「SPM-366（ハイ
カットサイドジッパーモデル）」をベースに、サムライオリジナルデニムを使用したコラボレーションモデルです。

注）デニム生地は、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。

※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。予めご了承ください。

01　手裏剣柄 02　濃淡マキビシ柄

SJSPM19-HI
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大容量のオリジナルデニムバッグです。生地は16ozお色気セルビッチデニムを使用。
多様な用途にも活躍できる十分な収納力とディテールをもち、リュックはもちろん、手持
ちバックとしてご使用いただけます。使い込むほどに風合いを増すデニムバッグです。

インディゴ【IND】
フリー
￥6,500+税
納期 5月予定

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

 

▲
  ▲

　▲

 　　▲
▲

16ozお色気セルビッチ
ブラウンコーデュロイ生地
SAMURAI上段ネーム
SAMURAI JEANS革ラベル
WALDESファスナー 

▲

日本製

color 
size
price
delivery 

インディゴ
縦55cm×横39cm（リジット）
￥38,000＋税   

6月予定

インディゴ
ＦＲＥＥ
￥19,000＋税   

5月予定

▲

US産ステアハイド  

▲

オリジナル真鍮製バックル　

▲

日本製 　

■ W001

color 

size
price
delivery 

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

1月予定

-ヘビィーカーブベルト-

■ W001-wp

color 

size
price
delivery 

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

6月予定

-ダブルピンヘビィーカーブベルト-

P04

■ DB19-3WAY -３WAYショルダーバッグ-

spec

25OZスペシャルセルビッチデニムを使用した色々な用途で使える万能型のデニムバッグ
です。体に触れる内側にはインディゴが付かないように配慮しています。財布、手帳、携帯な
ど、小物の収納に便利です。長く使うほどに、経年変化を楽しめます。

<ベルト「W001」の価格改定について>
お客様のご期待に添うべく、合理化を図り製品価格を据え置いて参りましたが、昨今
の諸資材、原料の相次ぐ値上げ、その他経費の高騰により、企業努力のみでは現状
の製品価格を維持するのは困難な事態となりました。誠に不本意ではございますが、
今回より価格の改定を実施させて頂く事となりました。申し訳ございませんが何卒ご
理解ご了承の程お願い申し上げます。
＊新価格「￥22,800＋税」
＊1月納期予定分より実施

▲

  ▲

　▲
 　　▲

25OZスペシャルセルビッチデニム
SAMURAI上段ネーム
WALDESファスナー
日本製

color
size
price
delivery

■ DB003-19 -25ozデニムショルダーバッグ-

spec

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

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

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

ナチュラル・ブラック
-ダブルピンヘビィーカーブベルト-

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

に違和感なく

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

ナチュラル・ブラック

ナチュラル・ブラック

30・32・34・36・38
   

ナチュラル・ブラック
-ダブルピンヘビィーカーブベルト--ダブルピンヘビィーカーブベルト-

ナチュラル・ブラックナチュラル・ブラック
-ダブルピンヘビィーカーブベルト--ダブルピンヘビィーカーブベルト-

6月予定

spec

size
price
delivery 

今回より価格の改定を実施させて頂く事となりました。申し訳ございませんが何卒ご
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生地はワイルドかつシャープな縦落ち感が魅力の男気15ozデニムを使った
デニムミリタリーハットになります。やや長めのツバは雨除け・日除けの他に、芯材等を入
れずコンパクトに折りたたみ携帯できる仕様としました。また、円刺しにステッチが入り、
ツバの形・折り方など好みに合わせて変えられます。左右に配された通気用ハトメ・顎ヒ
モを備え、アウトドアシーン等でもご使用頂けます。使い込む程にデニム特有の表情を楽
しめるアイテムです。

※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。
※インディゴ生地によるリボンを使用している為、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。

インディゴ【IND】
フリー
￥6,500+税
納期 5月予定

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

 

▲
  ▲

　▲

 　　▲
▲

男気15ozセルビッチデニム
サムライ上段ネーム
通気用ハトメ
ワンウォッシュ済
日本製

color 
size
price
delivery 

インディゴ
ＦＲＥＥ
￥8,000＋税   

6月予定

01：ホワイト・ブラック
02：ホワイト・ブラック
フリー
￥14,000＋税   
5月予定

■ SJ401MH19 -デニムミリタリーハット-

spec

天然素材のケンマ草を使った中折れハットです。ケンマ草とは麻の一種の天然草の中
でも美しい光沢と高級感があり通気性に優れ、頭が蒸れにくく大変軽い仕上がりで長
時間着用してもストレスを感じません。シルエットは浅すぎず深すぎない被りやすいシル
エットです。シンプルになりがちなハットをリボン部分にクナイウォバッシュリボン、太い
ボーダーリボンで選べます。サイズ表記はフリーサイズですが、微調整が可能な調整機
能が付きますので、更にフィット感のある被り心地に調整出来ます。（1～1.5㎝）

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

ケンマ麻（天然草）
クナイウォバッシュリボン（01）
太いボーダーリボン（02）
侍上段ネーム
サイズ調整ベルト
日本製

color

size
price
delivery

■ SJ401HT19-KM01/02 -ケンマ草ハット-

spec

サムライオリジナルデニムによるパッチワーク・オリジナルインディゴセルビッ
チ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、これまでに発売しました「SJDRC
シリーズ（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。

■ SJDRC19 -ロールクッション-

デニムウエスタンシャツでお馴染みの10oz刀耳セルビッチと、アジャスターに15oz刀耳
硫化染めセルビッチへビィーチノ生地を使ったデニムキャップです。バックにはアジャス
ターベルトが付きますのでサイズ調整が可能です。サムライオリジナル生地特有の経年
変化を楽しめる飽きがこないシンプルなデニムキャップでシーズン問わず一年中愛用し
て頂けます。ノンウォッシュからの生のエイジングも楽しんで頂けます。

■ SJ201WC19 -デニムキャップ-

▲

  ▲

　
 　　▲

▲
▲

10oz刀耳セルビッチデニム
15oz刀耳硫化染めセルビッチ
へビィーチノセルビッチ
サムライギャランティーチケット
サムライ上段ネーム
ノンウォッシュ　　

▲

日本製

color 
size
price
delivery 

インディゴ
FREE
￥7,000＋税   

6月予定

spec

▲

  ▲

　▲

 　　▲

デニムパッチワーク
インディゴセルビッチネル生地
サムライネーム
日本製

color 
size
price
delivery 

インディゴ/グリーン
タテ約33ｃｍヨコ約50ｃｍ
￥9,000＋税   

6月予定

spec

ボーダーリボンで選べます。サイズ表記はフリーサイズですが、微調整が可能な調整機

01 02

サムライオリジナルデニムによるパッチワーク・オリジナルインディゴセルビッ
チ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、これまでに発売しました「SJDRC

デニムパッチワーク
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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

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。着用し始めの質感と、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。

新型TCワークショートパンツです。股下は穿きやすさと稼働率を広くする為に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し
て、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ています。右前にはウォッチポケットも付きます。前ポケットはコイン等を入れる場合など、劣
化が早いスレーキ袋底に生地を二重に当て強度を上げています。トップボタンは傷が付かないようにホック仕様としました。また、後中心でウエスト
を微調整できる仕様（ウエスト出し約1インチ）になっており、幅広く着用頂けるます。シルエットは太からず細からずの穿きやすい形です。

SAMURAI WORK CLOTHES TC シリーズ

SWC250TC19-IB color          
size 

  インディゴ・ブラック
28・30・32・34・36・38・40 

price    ￥
delivery

15,000+税

5月予定

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ラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ユニバーサルファスナー

▲

猫目鉛ボタン
ワンウォッシュ済

▲

日本製

spec

TCプルオーバーベスト
SWCVS19
新型TCプルオーバーベストです。
襟回りは広めにしており、左胸にはポ
ケットが付きます。プルオーバーでも着
脱しやすく、ジャケットのインナーやシャ
ツ等の重ね着など様々な着こなし方が
できます。生地の雰囲気・肉厚も程良く
長いシーズン着用頂けます。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

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ラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
猫目鉛ボタン
ワンウォッシュ済

▲

日本製

color インディゴ・ブラック          
size   S・M・L・XL
price  ￥13,000＋税   

delivery  4月予定

spec

SWCワークキャップ
SWC201WC-IB
T/C先染めキャンバス生地によるワー
クキャップです。6枚パネルをセンター取
りにし、庇部分とサイドにステッチが入り
ます。右側面には隠しポケットも付きま
す。また、内寸を微調整可能な仕様（内
寸出し約1インチ）になっており、幅広く
着用頂けます。生地の雰囲気・肉厚も
程良く長いシーズン着用頂けます。

▲

  ▲

　▲

 　　

▲
▲

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
Side　Pocket
ワンウォッシュ済

▲

日本製

color インディゴ・ブラック   
size   FREE
price  ￥7,000＋税   

delivery  6月予定

ワークショートパンツ



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

新型TC半袖ワークシャツです。生地は、TCウェ
ザー特有のシャリ感と、爽やかな雰囲気と着心
地も良く、吸水性・速乾性に優れた皺になりにく
い万能な素材です。右胸にワークテイストを感
じさせるオリジナルデザイン「SWC SAMURAI 
WORK CLOTHES」が入り、後ろ身頃には「SWC 
DURABLUE」が入ります。少しゆったりとした
シルエットで全てスナップボタンで脱着しやすく
なってます。生地の雰囲気・肉厚も程良く長い
シーズン着用頂けます。

SAMURAI WORK CLOTHES series
SWCWS19-CT

SWCT19-101 SWCT19-102

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

T/Cウェザー生地（E/65％ C/35％）
ハーフラバープリント
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
スナップボタン

▲

ワンウォッシュ済

▲

日本製

spec

SWCベースボールキャップ
SWC101BC-CT
新型ベースボールワークキャップです。
生地は、平織りの高密度ツイルで皺に
なりにくく速乾性にも優れた生地です。
シルエットは少し浅目で、額に絶妙に
フィットするバイザーとのバランスで被り
やすい仕様になっています。サイズは調
整可能のアジャスターが付きます。
フロントには小ぶりな新しいデザインの
「 S W C 」刺繍ロゴが入ります。シーズ
ン問わず飽きのこないシンプルで末永
く愛用して頂けるキャップです。製品は
ワンウォッシュ済です。

▲

  ▲

　▲

 　　

▲
▲

T/Cツイル生地（E-65%／C-35%）
SWC刺繍
Samurai WORK CLOTHES
専用ラベル・ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color ブラック、ネイビー
size   FREE
price  ￥7,000＋税   

delivery  6月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　

▲
▲

14/-台丸ヘヴィーオンス天竺
三本針バインダーネック
Samurai WORK CLOTHES
専用ラベル・ネーム
丸胴
日本製

color          
size 

ホワイト・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

15,000+税

4月予定SWCシャツ

T-Shirts color          
size 

ホワイト・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

7,000+税

3月予定

なってます。生地の雰囲気・肉厚も程良く長い

T/Cウェザー生地（E/65％ C/35％）

Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム▲

日本製



P02
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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半袖ワークシャツです。生地は、TCウェ
ザー特有のシャリ感と、爽やかな雰囲気と着心
地も良く、吸水性・速乾性に優れた皺になりにく
い万能な素材です。右胸にワークテイストを感
じさせるオリジナルデザイン「SWC SAMURAI 
WORK CLOTHES」が入り、後ろ身頃には「SWC 
DURABLUE」が入ります。少しゆったりとした
シルエットで全てスナップボタンで脱着しやすく
なってます。生地の雰囲気・肉厚も程良く長い
シーズン着用頂けます。

SAMURAI WORK CLOTHES series
SWCWS19-CT

SWCT19-101 SWCT19-102

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

T/Cウェザー生地（E/65％ C/35％）
ハーフラバープリント
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
スナップボタン

▲

ワンウォッシュ済

▲

日本製

spec

SWCベースボールキャップ
SWC101BC-CT
新型ベースボールワークキャップです。
生地は、平織りの高密度ツイルで皺に
なりにくく速乾性にも優れた生地です。
シルエットは少し浅目で、額に絶妙に
フィットするバイザーとのバランスで被り
やすい仕様になっています。サイズは調
整可能のアジャスターが付きます。
フロントには小ぶりな新しいデザインの
「 S W C 」刺繍ロゴが入ります。シーズ
ン問わず飽きのこないシンプルで末永
く愛用して頂けるキャップです。製品は
ワンウォッシュ済です。

▲

  ▲

　▲

 　　

▲
▲

T/Cツイル生地（E-65%／C-35%）
SWC刺繍
Samurai WORK CLOTHES
専用ラベル・ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color ブラック、ネイビー
size   FREE
price  ￥7,000＋税   

delivery  6月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　

▲
▲

14/-台丸ヘヴィーオンス天竺
三本針バインダーネック
Samurai WORK CLOTHES
専用ラベル・ネーム
丸胴
日本製

color          
size 

ホワイト・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

15,000+税

4月予定SWCシャツ

T-Shirts color          
size 

ホワイト・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

7,000+税

3月予定

P02 P03

SM310DX-HCII
自動車倶楽部ヒッコリーワークパンツ

17ozダブルニーワークパンツ

定番ヒッコリー310ペインターパンツです。生地はオリジナル17ozヒッコ
リーブルーカラーです。17ozのなかにも柔軟性があり、穿きこむごとにイ
ンディゴとキナリ糸が風合い豊かになります。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
エットは太からず細からずの穿きやすいストレートシルエットです。脇など
にツールポケットが付きワークパンツとしての機能性も考えられています。

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

SM410DBN

color          
size 

インディゴヒッコリー      
28～36・38・40 

18,800+税price    ￥

color          
size 

インディゴ        
28～36・38・40 

24,800+税

色落ちサンプル

price    ￥

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

▲

  ▲

　
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチ
パーツ柄スレーキ
鉄製タイヤボタン
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特ザラセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
自動車倶楽部日章ラベル
銅製サムライリベット

ワンウォッシュ済
日本製

　



P03P04

spec

ストライプペインターショートパンツ
SM155DX-ST
人気の310DXペインターパン
ツシリーズの短パンです。生地
は10oz程のインディゴストライ
プになります。しっかりとした生
地感でインディゴ糸の変化も楽
しみです。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。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

インディゴストライプ生地
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

　

▲

  ▲

　

color インディゴストライプ     
size   28・30・32・34
　　　　　　36・38・40
price  ￥18,000＋税   

delivery  3月予定

ピンストライプペインターショートパンツ
SM155DX-PS
人気の310DXペインターパン
ツシリーズの短パンです。生地
は10oz程のピンストライプにな
ります。しっかりとした生地感で
インディゴ糸の変化も楽しみで
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。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

インディゴピンストライプ生地
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

▲

  ▲

　

color インディゴピンストライプ        
size   28・30・32・34
　　　　　　36・38・40
price  ￥18,000＋税   

delivery  3月予定

color インディゴ  
size   XS・S・M・ L
　　　　　　XL・XXL
price  ￥16,000＋税   

delivery  3月予定

spec

自動車倶楽部半袖ガススタシャツ
SMGS19
ガソリンスタンドのユニフォームをイメー
ジした半袖ワークシャツです。今回生地
は、10oz刀耳セルビッチデニムを使用
し切り替え部分の襟・袖先部分も全て
デニムで統一致しました。また、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となってい
ます。デザインは今回もサムライガスス
タシャツ恒例の親しみの湧く遊び心の
あるものとなっています。プリントも細部
までこだわり、左胸と後ろ身後に入りま
す。製品はワンウォッシュ済となります。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

10oz刀耳セルビッチデニム生地
自動車倶楽部ネーム
ラバーボタン
プリント入り
ワンウォッシュ済
日本製

spec
10oz刀耳セルビッチデニム生地

        

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。

SCT19-102

SCT19-101　 

SJCT19-101

SMT19-101

SMT19-102

heavy weight T-shirt
ーオリジナルへヴィーウエイトTシャツー10oz刀耳セルビッチデニム

スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

color ホワイト・ブラック・モスグリーン・ピンク          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  3月予定

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

spec 14/-台丸ヘヴィーオンス天竺・三本針バインダーネック・丸胴・日本製

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定



P03P04

spec

ストライプペインターショートパンツ
SM155DX-ST
人気の310DXペインターパン
ツシリーズの短パンです。生地
は10oz程のインディゴストライ
プになります。しっかりとした生
地感でインディゴ糸の変化も楽
しみです。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。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

インディゴストライプ生地
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

　

▲

  ▲

　

color インディゴストライプ     
size   28・30・32・34
　　　　　　36・38・40
price  ￥18,000＋税   

delivery  3月予定

ピンストライプペインターショートパンツ
SM155DX-PS
人気の310DXペインターパン
ツシリーズの短パンです。生地
は10oz程のピンストライプにな
ります。しっかりとした生地感で
インディゴ糸の変化も楽しみで
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。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

インディゴピンストライプ生地
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

▲

  ▲

　

color インディゴピンストライプ        
size   28・30・32・34
　　　　　　36・38・40
price  ￥18,000＋税   

delivery  3月予定

color インディゴ  
size   XS・S・M・ L
　　　　　　XL・XXL
price  ￥16,000＋税   

delivery  3月予定

spec

自動車倶楽部半袖ガススタシャツ
SMGS19
ガソリンスタンドのユニフォームをイメー
ジした半袖ワークシャツです。今回生地
は、10oz刀耳セルビッチデニムを使用
し切り替え部分の襟・袖先部分も全て
デニムで統一致しました。また、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となってい
ます。デザインは今回もサムライガスス
タシャツ恒例の親しみの湧く遊び心の
あるものとなっています。プリントも細部
までこだわり、左胸と後ろ身後に入りま
す。製品はワンウォッシュ済となります。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

10oz刀耳セルビッチデニム生地
自動車倶楽部ネーム
ラバーボタン
プリント入り
ワンウォッシュ済
日本製

spec

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。

SCT19-102

SCT19-101　 

SJCT19-101

SMT19-101

SMT19-102

heavy weight T-shirt
ーオリジナルへヴィーウエイトTシャツー10oz刀耳セルビッチデニム

スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

color ホワイト・ブラック・モスグリーン・ピンク          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  3月予定

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

spec 14/-台丸ヘヴィーオンス天竺・三本針バインダーネック・丸胴・日本製

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定



MCT19-102

MCT19-101　 

SUT19-101

SCT19-103

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

color ホワイト・ブラック・モスグリーン・ピンク    size   XS・S・M・L・XL・XXL 
spec 14/-台丸ヘヴィーオンス天竺・三本針バインダーネック・丸胴・日本製

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,800＋税 

綿はその流通過程で圧縮され、塊となって運搬されます。通常、その塊は歯で掻くことによって元の状態へと解され、紡績の工程へと
送られていきます。 このシリーズで使用しているリペンコットンは、この紡績前の段階で綿が好む、つまりは綿が生育された環境に近
い温度・湿度に管理された熟成室で一定期間寝かし、熟成（リペン）させることで自己修復を図った綿です。  硬くなった綿はその間
に緊張がほぐれ、傷つくことなく摘み取られた時のクリンプ（縮れ）を回復し、本来の柔らかさを取り戻します。その後、紡績され吊編機
によって編まれたこの生地は、通常よりもふっくらとして柔らかく、さらには頑丈でしっとりとした気持ちよい肌触りのTシャツとなります。

ripen cotton T-shirt
ーリペンコットン吊編Tシャツー

color アイボリー・スミクロ・リペンブルー・グレープ          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  4月予定

spec 【クルーネック】18/- リペンコットン吊編天竺 / 二本針バインダーネック / 丸胴・日本製
【ヘンリーネック】18/- リペンコットン吊編天竺 / パイピング / 丸胴・日本製

delivery 
3月予定

delivery 
4月予定

delivery 
3月予定

delivery 
4月予定

ーポケットＴシャツー

SMT19-103

SCT19-104　 

MCT19-103

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

price  
￥8,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

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。

real racing        Tコラボ

spec

リアルレーシングコラボTシャツSMT19-104

▲

  ▲

　▲

 　　▲

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 ホワイト・ブラック      
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥7,000＋税   

delivery  3月予定

spec

リアルレーシングコラボ
パイピングヘンリーネックSMT19-105

▲

  ▲

　▲

 　　▲

18/- リペンコットン吊編天竺
パイピング
丸胴
日本製

color アイボリー・スミクロ・リペンブルー
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥8,800＋税   

delivery  4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定



MCT19-102

MCT19-101　 

SUT19-101

SCT19-103

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

color ホワイト・ブラック・モスグリーン・ピンク    size   XS・S・M・L・XL・XXL 
spec 14/-台丸ヘヴィーオンス天竺・三本針バインダーネック・丸胴・日本製

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,800＋税 

綿はその流通過程で圧縮され、塊となって運搬されます。通常、その塊は歯で掻くことによって元の状態へと解され、紡績の工程へと
送られていきます。 このシリーズで使用しているリペンコットンは、この紡績前の段階で綿が好む、つまりは綿が生育された環境に近
い温度・湿度に管理された熟成室で一定期間寝かし、熟成（リペン）させることで自己修復を図った綿です。  硬くなった綿はその間
に緊張がほぐれ、傷つくことなく摘み取られた時のクリンプ（縮れ）を回復し、本来の柔らかさを取り戻します。その後、紡績され吊編機
によって編まれたこの生地は、通常よりもふっくらとして柔らかく、さらには頑丈でしっとりとした気持ちよい肌触りのTシャツとなります。

ripen cotton T-shirt
ーリペンコットン吊編Tシャツー

color アイボリー・スミクロ・リペンブルー・グレープ          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  4月予定

spec 【クルーネック】18/- リペンコットン吊編天竺 / 二本針バインダーネック / 丸胴・日本製
【ヘンリーネック】18/- リペンコットン吊編天竺 / パイピング / 丸胴・日本製

delivery 
3月予定

delivery 
4月予定

delivery 
3月予定

delivery 
4月予定

ーポケットＴシャツー

SMT19-103

SCT19-104　 

MCT19-103

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

price  
￥8,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

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。

real racing        Tコラボ

spec

リアルレーシングコラボTシャツSMT19-104

▲

  ▲

　▲

 　　▲

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 ホワイト・ブラック      
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥7,000＋税   

delivery  3月予定

spec

リアルレーシングコラボ
パイピングヘンリーネックSMT19-105

▲

  ▲

　▲

 　　▲

18/- リペンコットン吊編天竺
パイピング
丸胴
日本製

color アイボリー・スミクロ・リペンブルー
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥8,800＋税   

delivery  4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定



P11

spec

国産キャンバススニーカー
SM92LOW19-

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

バルカナイズ製法
10号帆布 （パラフィン樹脂防水加工）
アイアンクロスデザイン
ヒールパッチ日章マーク
サムライ自動車倶楽部インソールデザイン
日本製

color レッド×ホワイト 
           オレンジ×ブラック     
size  6（24.0） 7(25.0)  8(26.0)  
　　　　　 9(27.0)  10(28.0)
price  ￥24,800＋税   

delivery  6月予定

P08

ご好評頂いておりますSM92シリーズ、初のキャンバス生地仕様です。製造を全て
国内で行った純国産のスニーカーです。
「バルカナイズ製法」は今では貴重な技術と言われており、クラシカルで手作業を
要する非効率的な製法ですが、手法を変えずに手間暇をかけて丹念に作っていま
す。グリップ性・柔軟性・クッション性の良いインソールが足裏にフィットし、リラックス
した履き心地で快適な歩行をサポートしてくれます。また、底とアッパーの結合が強
く、型崩れもしにくくなっています。
生地は堅牢な帆布（キャンバス）です。経糸、緯糸ともに太番手の糸で強い力で密
に織られている厚手の平織物です。パラフィン樹脂防水加工をすることにより、汚れ
にく、防水性を高める効果と使い込むことによる独特のエイジングも楽しむこともで
きます。ソールカラーもボディー色目と合わせ今までにないカラーリングです。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。
（※紐は一色のみ付属します。オレンジ「黒紐」・レッド「白紐」）
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。

i
i iii

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シーズンより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。

▲

  ▲

　
真鍮製レンチ型キーホルダー
日本製

color 

size
price
delivery 

ゴールド・シルバー・ブラック
ネイビー・レッド
FREE
￥4,600＋税   

1月予定

■ SMBLH101 -レンチ型キーホルダー-

spec
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