2021
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COLLECTIONS

25oz
Model

スペシャル限定ジーンズ企画 「25oz 牛若丸モデル」
人気モデルS710XX19ozII をベースに、25ozスペシャルセルビッチデニムを使用した「牛若丸モデル」。
“優れた軍才と容貌を持ちながら非業の死を遂げた”牛若丸義経にちなんだ仕様を随所に取り入れました。五条
大橋の欄干をイメージした赤色トリプルステッチ、燕の如く舞う姿・夜空に浮かぶ満月をそれぞれキナリステッチと
金日の出ボタンにて表現しました。また牛若丸義経とゆかりの深い“源平”を表す、紅白仕様のバックポケットの
飾りステッチ・ペンキステッチなど限定の名に相応しいモデルとなっております。

■S710XX25oz-UW
25oz 牛若丸モデル

color インディゴ
size 28～36・38・40

(レングス36inch)

25oz

price ￥ 33,800（税込￥37,180）
delivery 12月予定

spec
▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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25ozスペシャル
セルビッチデニム
牛若丸家紋柄スレーキ
鉄製金日の出ボタン
銅製銭型リベット
専用革パッチ・フラッシャー
シリアルナンバー入り
SAMURAI織ネーム
スリムストレート
ノンウォッシュ
日本製

P01

■S5000KA-II

スペシャル限定：柿渋染め将軍家康モデル

color 柿渋
delivery 7月予定
size 28～36・38・40 （レングス約36inch）
price ￥60,000（税込￥66,000）

「スペシャル限定：柿渋染め将軍家康モデル」
スペシャルモデルでお馴染みの金ボタン仕様で、家紋柄スレーキを
使用しています。ベースモデルはS5000VXII、穿きやすいやや細身
のストレートシルエットです。

生地は天然の柿渋を枷染めした糸による17ozスラブセルビッチデ
ニムです。柿渋は青柿を絞って発酵させ熟成して生まれた天然染
料で、太陽光に当たる事によって発色し、その色合いを深めます。染
める回数や量、天日での乾燥の時間、そして染める生地の風合い
によって、思わぬ色や表情が出現します。スラブ糸ならではの強烈
なムラ感とヘヴィーな質感を、この天然染料で枷染めすることによ
り、想像以上の表情のある風合いを楽しめます。箪笥の中にずっと
寝かして置いておく状態と、日の当たる状態にあるのとでは、まった
く表情を変え、いつもとは一味も二味も違った、育てる楽しみ、究極
のデニム道を味わえます。

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲▲

17oz柿渋染めスペシャルセルビッチデニム
家紋柄スレーキ
本金鍍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
シリアルナンバー入り
SAMURAI織ネーム
やや細身のストレート
ノンウォッシュ

■S140SXJ-GRK

スペシャル限定：新撰組五稜郭モデル

color インディゴ
delivery 11月予定
size 28～36・38・40 （レングス約36inch）
price ￥31,800（税込￥34,980）

「スペシャル限定 : 新撰組五稜郭モデル」
2021春夏企画でもご紹介した「幕末に生きた荒々し
き者たち」をテーマとしたモデルシリーズです。

今回は幕末の重要な戦いであったとされる五稜郭の戦いをモチー
フにしており、シリーズ共通である「刃」モデルのミックスデザインを
採用、大戦モデル仕様としています。
新時代の幕開けを意味する純金鍍金の日の出ボタンや諸行無常
のスレーキ、現在も桜の名所として知られる五稜郭の桜、五稜郭の
下に眠る新撰組・鬼の副長を表す太鼓のボタンを配しています。デ
ニムは、シリーズ共通の18ozの特スラブデニムを採用しており、そ
の特徴的なザラザラ・ボコボコ感も、ヘビィーオンスになると通常の
ものより迫力ある表情になり、洗いこむとより増していきます。セル
ビッチは、新撰組の羽織にも採用されていたといわれる「白」と「浅
葱」に、誠を貫くという意味合いを込めて「赤」をいれた3色として
います。シルエットは新たに作成した股上深めのリラックステーパー
ドです。

spec

P.02

▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲

18ozスラブ誠セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
純金鍍金鉄製日の出ボタン
純銀鍍金鉄製倭桜ボタン・鉄製太鼓ボタン
銅製刃モデルリベット

専用革パッチ・フラッシャー
シリアルナンバー入り
SAMURAI織ネーム
リラックステーパード
ノンウォッシュ/日本製
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スペシャル限定ジーンズ企画 「丑年モデル」
スペシャル限定ジーンズ企画「干支シリーズ：丑年モデル」です。2020年の子年モデルから始まった年に一
度12年に亘るロングラン企画です。2作目「丑年」の本モデルは、2021年とかけて「特別価格￥21,000（税
抜）」（＊サイズ42.44.46は\3,000UP）、ベースはサムライを代表するレギュラーストレート「S0510XX
（旧型）」、デニムは15oz刀耳セルビッチ仕様です。更に、鉄製太鼓ボタン、赤ピスネームの旧510モデル的
な仕様に加え、丑年（牛）をイメージした「白黒」仕様を随所に取り入れており、牛柄の袋布、白糸黒糸を基調
とした縫製など、見どころのあるモデルとなっております。

■S510XX15oz-21US color
size
スペシャル限定：丑年モデル

delivery 6月予定
インディゴ
28～36・38・40・42・44・46 (レングス36inch)
price ￥21,000（税込￥23,100） ＜42.44.46＞は￥24,000（税込￥26,400）

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

男気15oz刀耳セルビッチデニム
牛柄スレーキ
鉄製太鼓ボタン
銅製銭型リベット
専用革パッチ・フラッシャー
シリアルナンバー入り
赤ピスネーム
レギュラーストレート
ノンウォッシュ
日本製

■SJST21-110

delivery 7月予定
price ￥7,000（税込￥7,700） 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

color
・ホワイト
・ブラック
・ネイビー
・ピンク
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日本のアパレルブランドは多数存在するが、その大部分・・・
いや、ほぼすべてのブランドは一般的には海外から輸入した綿を
使用してデニムを作っている。ところが、実は綿の栽培時に大量
の農薬や殺虫剤を必要とすることによる生産農家への健康被害の
問題は、今や世界的課題でもありオーガニックコットンが話題と
なる理由の一つでもある。
我々は、たとえ微力でも何かできることはないのかというその
思いから「完全に自分たちの手で作りあげるメイド・イン・ジャ
パンのジーンズは作れないのか？」と考え、プロジェクトはス
タートした。

今の日本では、
不可能に近い

と い わ れ る「原 材 料 か ら す べ て
に お い て １ ０ ０ ％ 日 本 製」と い
う高品質の衣料づくりを目指し
ている。
使 い 捨 て の こ の 時 代 に こ そ、
日本人としての誇りを取り戻す
べ く、原 綿 の 栽 培 か ら、紡 績、
染 め、縫 製 な ど す べ て の 工 程 を
見 直 し、ま た 時 に は、失 わ れ た
技 術 を 復 活 さ せ る こ と で、古 来
の伝統と技術を継承していく。
「１００％日本製」という誇り
を、子 か ら 孫 へ、そ し て 攻 勢 に
伝 え 残 し て い く た め、我 々 は 一
切の妥協を許すことなく自ら戦
い続けたい。

〝和綿〟

他の品種に比べて
繊維が短いのが特徴︒

収穫した綿は、種とごみを取る
作業を経て、国内の紡績工場に運
ばれる。ただ、和綿は紡績機械か
らこぼれ落ちるほどに繊維が特に
短いため、特別な技術を持つ紡績
工場でのみ糸にすることができ
る。その貴重な糸を、枷染めと呼
ばれる手法にて、天然藍で染める。
もちろん、これも手作業。多難を
乗り越えて出来上がった糸を岡山
の織布工場へ持ち込み、昔ながら
の力織機で織って生地が完成し
た。

織りあがった生地は、

通常のデニムでは考えられないほ
ど毛羽立ち、柔らかく穿き心地が
いい。そして何より、数多くの方
の愛情と思いを受け、温かい印象
をうける。そんな純国産ジーンズ
を、
《糊 落 と し》か ら 唯 一 無 二 の
ジーンズに育ててゆく悦びを、体
現していただきたい。
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サムライコットン

零天竺・零裏毛
サムライコットンカットソー

＜共通＞

color ナチュラル・黒豆色
size S・M・L・XL・XXL

サムライコットンを使用し、零17ozと同じ紡績工程で制作したデニム用の10番のムラ糸を天竺・裏毛に編み立てた生地によるカットソー企画。
零デニムの糸特有の強撚で硬くムラの強い風合い、落ち綿・綿カスを残したサムライコットン本来の質感や味も強く出た特別な独自の糸です。そ
の糸をじっくりと編み立てて生地にする事で、他には無いヘビィー且つムラのある表情・質感に仕上がっており、ザラつきやムラ感がありながら、
柔らかさや温かみも感じる生地になっています。フライス（リブ）も同じ糸を使って編み立てています。
ナチュラル色はサムライコットン糸本来の色の雰囲気を残す為、あえて晒さずに自然なキナリ色に仕上げています。黒豆色は、サムライコットンの
産地でもある丹波篠山の名産、「黒豆」からとった染料で京草木染の手法で黒グレー系の色に製品染めしています。
また製品の縫製については、脇や肩などを、弊社所有の60年代のヴィンテージユニオンスペシャル36200「4本針フラットシーマミシン」を使い、
総綿糸仕様で丁寧に仕上げています。

■SJST-SC01
サムライコットン10/-零天竺Tシャツ
price ￥12,800（税込￥14,080）
delivery 8月予定

spec
▲
▲▲▲

10/-サムライコットン零天竺
ヘビィーオンスTシャツ
3本針バインダーネック
フラットシーマ縫製
日本製

■SJSLT-SC01
サムライコットン10/-零天竺ロングスリーブTシャツ
price ￥14,800（税込￥16,280）
delivery 8月予定

spec
▲
▲▲▲

10/-サムライコットン零天竺
ヘビィーオンスTシャツ
3本針バインダーネック
フラットシーマ縫製
日本製

■SWS-SC01
サムライコットン10番ヘビィー零裏毛スウェット
price ￥23,800（税込￥26,180）
delivery 10月予定

spec
▲
▲▲

P12

10/-サムライコットン零裏毛
ヘビィーオンススウェット
フラットシーマ縫製
日本製

P.05

「藍+（あいぷらす）」
通常、枷の手染めに限られる「藍」を、インディゴ染料と天然藍とを特殊な手法で混ぜ合わせることで、ロープ染
色を可能にしたスペシャル18ozデニムです。糸は経にオリジナルの強撚の硬いムラ糸、緯には日本で栽培した
和綿「サムライコットン」を混ぜ合わせたせた特別な独自のムラ糸を使用しています。短繊維が特徴の和綿によ
るネップと強いザラ感により、荒々しい表情もありながら、同時に、色はインディゴだけでは出せない藍ならではの
豊かな美しい色合いになっています。ロープ染色のためインディゴデニム同様に激しいアタリ感が望めますが、サ
ムライ定番インディゴデニムと比べるとじっくりとした変化を楽しめます。また、セルビッチ部分も藍+の経糸を使
用しており、耳糸の色の変化も見逃せません。
＊藍+モデルの定番ストレート「S500AX」については2021AW定番商品のスワッチをご確認お願い致します。

■ SJ-BANNER-18AX
藍+デニムバナー

spec 18oz藍+サムライコットンセルビッチデニム
プリント入り/日本製

color インディゴ×藍
size 縦約33㎝×横約85㎝
price ￥8,000（税込￥8,800）
delivery 随時

■S511AX

新型：藍+モデルスリムテーパード

color インディゴ×藍 delivery 9月予定
size 28～36・38・40 （レングス34inch）
price ￥32,800（税込￥36,080）

spec
▲▲▲▲

▲▲▲▲▲

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

SAMURAI織ネーム
スリムテーパード
ノンウォッシュ
日本製

■S101AX
藍+Gジャン

color インディゴ×藍 delivery 9月予定
size 36・38・40・42・44
price ￥32,800（税込￥36,080）
spec
▲▲▲▲▲▲▲▲

P.06

18oz藍+サムライコットンセルビッチデニム
藍+プリントスレーキ（ポケット内）
シルバー塗装サムライ太鼓ボタン
銅製銭型リベット
専用革パッチ
ややタイトシルエット
ワンウォッシュ
日本製

P01

■S512BC19oz

19ozブーツカットモデル

19ozブーツカットモデル

color インディゴ
delivery 10月予定
size 28～36・38・40 （レングス36inch）
price ￥24,800（税込￥27,280）

久しぶりに登場のブーツカットモデルS512BCです。
旧S512XXBCをベースに、前作より全体的に余裕を持たせ、自然なフ
レアー感にしており、細身ですが、穿きやすいブーツカットになっていま
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。また、通常のパターンでは裁断時に不可能である為
にフレアーシルエットのジーンズではなかなか見受けられる事の無い、
セルビッチを裾から20㎝ほどあしらっています。新織りネーム、新影武
者ステッチ仕様です。ワンウォッシュ済での納品となります。

spec

（＊展示会受注期間内であれば生別注もお受けできます。）

▲▲▲▲

▲▲▲▲

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
SAMURAI織ネーム
細身のブーツカット
ワンウォッシュ済/日本製

BLACK CHINO 杢ブラックチノ

SJ48CP

★ Fabric is made of twilled 100% cotton
★ Heavy 15oz.per sq.yard
★ Shrinks to a snug fit
★ Reinforced at points of strain
★ Made in Osaka , Japan

セルビッチブラックチノトラウザーズです。経糸は、チノでは通常使われない6番糸を、チーズ染色において濃色の染めに不向きとされ
る硫化染料を用い、限界まで黒に染めてあげています。硫化染料で染めることによって荒々しい色落ちと、ハードな穿き心地を実現し
ています。緯糸にはあえて同色の色糸を用いず、ムラのある撚り杢6番相当の糸を打つことで、ブラックデニムのようなチノ生地になっ
ています。

color ブラック delivery 10月予定
size 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
price ￥24,800（税込￥27,280）
delivery 7月予定

▲▲▲▲▲▲

へビィーチノワイドトラウザーズ

▲

■SJ48CP

spec
15oz刀耳硫化染めセルビッチ
へビィー杢ブラックチノ
黒ヘリンボンスレーキ
鉄製太鼓ボタン
サムライギャランティーチケット
サムライ上段ネーム
やや太めのストレート
ワンウォッシュ済/日本製

硫化染料によるハードな生地に見合うよう、引き裂き強度に優れたヘリンボン生地
を袋布や裏地に用い、フロントもタック釦を採用しています。トラウザーならではの
仕様もさることながら、脇はセルビッチが見えるよう割ってあり、ジーンズメーカーが
作るトラウザーズらしい仕様となっています。シルエットはややワイドなストレートで
す。股上もやや深めに設定しています。
＊SJ42CPについては2021AW定番商品のスワッチをご確認下さい。

＊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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■SJ310DX17oz インディゴ（17oz）
■SJ310DX-DC ブラウン（DC）
17ozデニム/15ozブラウンダック ワークパンツ

color インディゴ・ブラウン delivery10月予定
size 28～36・38・40
price ￥24,800（税込￥27,280）

ペインターワークパンツ
サムライジーンズよりペインターワークパンツの登場です。
生地はザラ感と激しいアタリ感に定評のある零17ozデニムと、オリジナルの硫化染め
ヘビィーダックセルビッチを使用しており、タフな生地感と経年変化を楽しめます。脇に
ツールポケットが付きますが、全体的にシンプルにまとめています。松ノ木ボタン・銭型
リベット等のジーンズでもお馴染みの仕様に、帯にはネームを縫い付けています。縫製
は力強い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。5ポケットジー
ンズと比べゆったりはしていますが、太すぎない穿きやすいシルエットとなっています。

spec
▲▲▲▲

▲▲▲▲

17oz武士道セルビッチデニム（17oz）
15oz硫化染セルビッチヘビィーダック（DC）
諸行無常スレーキ
鉄製松ノ木ボタン

銅製銭型リベット
日の丸ネーム
上段ネーム
ワンウォッシュ済/日本製

■SJOVAL-D15oz インディゴ（15oz）
■SJOVAL-DC ブラウン（DC）
15ozデニム/15ozブラウンダック オーバーオール

color インディゴ・ブラウン delivery 8月予定
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥39,800（税込￥43,780）

オーパーオール
デニムとダック生地によるオーバーオールです。
生地は縦落ち感に定評のある男気15ozとオリジ
ナルの硫化染めヘビィーダックセルビッチを使用
しており、タフな生地感と経年変化を楽しめます。
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。胸ポケットと背中にはネームを
縫い付けています。縫製は巻縫いトリプルステッ
チなど力強いステッチワークも際立っています。

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲

男気15oz刀耳セルビッチデニム（15oz）
15oz硫化染セルビッチヘビィーダック（DC）
諸行無常スレーキ
鉄製松ノ木ボタン/スナップボタン
吊カン・送り金
日の丸ネーム
上段ネーム
ワンウォッシュ済/日本製

P.08

P.07

■S5512PX19oz
19ozポケット付きＧジャン

color インディゴ delivery 10月予定
size 36・38・40・42・44
price ￥32,800（税込￥36,080）

19oz ポケット付きGジャン
19oz刀耳セルビッチによるポケット付きG
ジャンです。胸ワンポケットで腰にもポケッ
トが付きます。胸は片ポケですが、シンチ
ベルトは無く、腰帯のアジャスター仕様に
なっています。腰の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。シルエットは定番Gジャンをベー
スに全体的に気持ちほど余裕を持たせて
います。これまで展開の無かった19oz仕
様のGジャンなので、S710XX19ozや
S511XX19oz等との相性は間違いあり
ません。ワンウォッシュ済です。

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
ワンウォッシュ済/日本製
デニムとバックサテン生地による91-Bタイプワークジャケットになります。生地はザラ感と激しいアタリ
感に定評のある零17ozデニムと、オリジナルのヘビィーバックサテンセルビッチを使用しており、タフな
生地感と経年変化を楽しめます。シルエットはスッキリとした形になっており、ヘビィーな生地と相俟っ
て非常に着応えを感じるハードなジャケットに仕上がっています。また、ファスナーはWALDESのヴィン
インディゴ（D17oz） テージ仕様、ボタンは松ノ木の黒バージョン、胸ポケットと襟下にはネームを縫い付けています。縫製は
力強い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。

Work jacket
■SJ19B-D17oz
■SJ19B-BS オリーブ（DC）

17ozデニム/15ozバックサテン ワークジャケット

color インディゴ・オリーブ
size 36・38・40・42・44
price ￥34,800（税込￥38,280）
delivery 9月予定
spec
▲▲▲▲▲▲▲

17oz武士道セルビッチデニム（D17oz）
15oz刀耳ヘビィーバックサテンセルビッチ（BS）
鉄製黒松ノ木ボタン
日の丸ネーム
SAMURAI織ネーム
WALDESファスナー
ワンウォッシュ済/日本製

P08
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■SJBJ21

17oz B-3タイプデニムジャケット

17oz B-3タイプデニムジャケット

color インディゴ delivery 11月予定
size S・M・L・XL・XXL
price ￥58,000（税込￥63,800）
spec

デニムによるB-3タイプのジャケットです。表地のデニムは、サムライを代表する特ザラデニムである
17oz武士道セルビッチを、裏地は丸洗いが可能となるよう軽くて保温性もあるポリエステルボアを採
用しております。レイヤードやオーバージャケットとしての役割を果たせるよう、通常のサムライのジャ
ケットのサイズ感やシルエットに比べ、やや大きめとしています。また、本来シープスキンによって作られ
るものですがサムライらしくデニムを使う事で色落ち・アタリの変化も楽しめるものとなっています。

▲▲▲▲▲▲

17oz武士道セルビッチデニム
インディゴテープ
ポリエステルボア
SCOVILLファスナー
SAMURAI織ネーム
日本製

vest

インディゴ染料と天然藍によりロープ染色を施した18oz藍+デニム生地、太番手の糸をオリーブに染めあげた15oz刀耳ヘヴィー
バックサテン生地によるデニムベスト。藍+デニム生地は和綿によるネップとザラ感に加えて藍ならではの豊かな風合い、バックサテ
ン生地は肉厚もありながら、オリーブカラーのアタリ感・色落ちが堪能頂けます。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になっています。フロントと腰部分のアジャスターによりシルエットの調整が可能です。

■SJVT21-AX インディゴ（18oz藍）
■SJVT21-BS オリーブ（BS）
18oz藍＋デニム/15ozバックサテン ベスト

color インディゴ・オリーブ delivery 9月予定
size S・M・L・XL・XXL
price インディゴ ￥20,000（税込￥22,000）
オリーブ ￥18,000（税込￥19,800）

spec

P.10

▲

▲▲▲▲▲

18oz藍+サムライコットンセルビッチデニム（AX）
15oz刀耳ヘヴィーバックサテンセルビッチ（BS）
サムライスナップボタン サムライ上段ネーム
サムライギャランティーチケット
ワンウォッシュ済/日本製

P.09

ロープインディゴ ヘビィーネル ワークシャツ
オリジナルロープインディゴヘビィーネル生地によるワークシャツです。生地は実際にデニムに使われる濃紺インディゴのロープ染色糸と、同系脱落反
応染による色糸を合わせたヘビィーネルチェックになります。着込めば着込むほどにインディゴが剥げて糸の中白部分が出てきますので、シャツですが
デニムのような色落ち・経年変化が楽しめます。また、色糸についても特殊な染めになりますので全体的な変化が楽しみな生地となっています。シャツ
はガチャポケのヴィンテージワークをイメージしたデザインで、全体的にスッキリとしたシルエットになっています。アクセントとしてネイビーのスレーキを
要所に用いています。ボタンはナットをインディゴ染めした別注仕様、縫製はトリプルステッチ巻縫い中心の堅牢な仕様となっています。

■SIN21-01

ロープインディゴヘビィーネルワークシャツ

color

インディゴ／オレンジ
インディゴ／パープルブルー
XS・S・M・L・XL・XXL

size
price ￥24,000（税込￥26,400）
delivery 9月予定

spec
▲▲▲▲▲▲▲

インディゴロープヘビィーネル生地
別布ネイビースレーキ
インディゴ染めナットボタン
日の丸ネーム
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 ロ)ープ染色によるインディゴ糸を使用している為、汗や雨
などで生地が湿った場合に色落ちし、移染します。
また、強く擦られた場合にも同様に他の衣料に移染しま
すのでご注意下さい。

P08

after

Before
after

Before

P.11

ネル ワークシャツ

ワンウォッシュ済

▲

サムライギャランティーチケット

▲

サムライオーバーオールズネーム

▲

ナットボタン

▲

▲

spec（共通）

ガチャポケのヴィンテージワークをイメージしたデザインで、全体的にスッキリとしたシルエットになっています。
ボタンはナット製、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。
日本製

■SNL21-01
ネルワークシャツ

color グレー・レッド
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥20,800（税込￥22,880）
delivery 9月予定
生地は3色の異なる色の糸を1本の
糸に撚り合わせて配色した３つ杢
チェックで、ツイードのような表情でソ
フトな着心地の良い素材です。中肉
の生地なので長いシーズンお使い頂
けます。

■SNL21-02
ネルワークシャツ

color ブラック・マスタード
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥20,800（税込￥22,880）
delivery 9月予定
生地は8番単糸を使用したネルチェッ
クで、ややボリュームがあり、ソフトで
着心地の良い素材です。中肉の生地
なので長いシーズンお使い頂けます。
起毛加工を施しています。

P.12
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■SSS21-IK

藍市松絣ワークシャツ

color 藍シマ・藍格子
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥25,800（税込￥28,380）
delivery 8月予定
spec

藍絣生地によるワークシャツです。生地は、藍の枷染めの糸を使ったオリジナルの市松柄絣です。流
通している絣生地ではまず見ることができない特殊な柄は、染織工場の協力のもと制作することがで
きた唯一無二の生地です。ベースは市松柄のような組織ですが、濃い藍、淡い藍（浅葱色）、白のそ
れぞれの糸を使い分け、縦のみに白糸を入れた「藍シマ」と、縦横に白糸を入れた「藍格子」の2色
展開となります。経年による色の変化も楽しむことができます。ヴィンテージワークの要素をふんだん
に取り入れたデザインで、シルエットはややタイト目です。長年の着用を考慮して縫製はトリプルステッ
チ巻縫い中心の堅牢な仕様です。

藍シマ

藍格子

▲▲▲▲▲▲▲

藍枷染め市松絣生地
別布ネイビースレーキ
日の丸ネーム
メタルボタン
ギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

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

■SJBD21-SK
藍刺し子隠しBDシャツ

color 濃藍・淡藍
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥27,800（税込￥30,580）
delivery 8月予定
spec
▲▲▲▲▲▲

藍枷染め吉原つなぎ柄太刺し子生地
別布ネイビースレーキ
日の丸ネーム
貝猫目ボタン
ワンウォッシュ済
日本製

P.10

刺し子生地による隠しボタンダウンシャツです。ボタンダウンですがワークシャツのディテールを上手く
取り入れたシンプルで着回しの効くシャツです。生地は、藍の枷染めの糸を使って作成した、人間関
係を豊かにする、良縁を意味する、吉原つなぎ柄をイメージしたオリジナルの太刺し子です。流通して
いる刺し子生地ではまず見ることができない特殊な柄は、染織工場の協力のもと制作することができ
た唯一無二の生地です。縦横濃い藍糸の「濃藍」と、横に淡い藍（浅葱）を使った「淡藍」の2色展開
となります。経年による色の変化も楽しむことができます。ラウンドした前立が特徴的なクラシカルな
デザインですが、部分的に太い番手を使いワークシャツらしい縫製仕様にもなっております。ボタンは
2ツ穴の猫目貝ボタンを使用しています。シルエットはややゆったりしています。

濃藍

淡藍

P.13

heavy weight T-shirt

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

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

SJST21-111

SJST21-110

price

￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
7月予定

SCT21-103
price

￥7,000（税込￥7,700）
delivery 7月予定

price

￥7,000

→ P.03

（税込￥7,700）

delivery
7月予定

■SJ301HN21-IK

市松柄絣ハンチング

藍絣生地による6枚接ぎハンチングキャップです。生地は、藍の枷染めの糸を
使ったオリジナルの市松柄絣です。流通している絣生地ではまず見ることがで
きない特殊な柄は、染織工場の協力のもと制作することができた唯一無二の
生地です。ベースは市松柄のような組織ですが、濃い藍、淡い藍（浅葱色）、白
のそれぞれの糸を使い分け、縦のみに白糸を入れた「藍シマ」と、縦横に白糸
を入れた「藍格子」の2色展開となります。経年による色の変化も楽しむことが
できます。シルエットは浅すぎず深すぎないシルエットです。

color 藍シマ・藍格子
size M（約56㎝～58㎝）

藍シマ

color 濃藍・淡藍
size M（約56㎝～58㎝）

藍格子

price
delivery 10月予定
藍枷染め吉原つなぎ柄太刺し子生地
spec
▲▲▲▲

▲▲▲▲

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

太刺し子ハンチング

濃藍

L(約58㎝～60㎝)
XL(約60㎝～62㎝)
￥9,000（税込￥9,900）

L(約58㎝～60㎝)
XL(約60㎝～62㎝)
￥9,000（税込￥9,900）

price
delivery 10月予定
藍枷染め市松絣生地
spec

■SJ301HN21-SK

刺し子生地による6枚接ぎハンチングキャップです。生地は藍の枷染めの糸を
使って、人間関係を豊かにする、良縁を意味する、吉原つなぎ柄をイメージしたオ
リジナルの太刺し子です。流通している刺し子生地ではまず見ることができない
特殊な柄は、染織工場の協力のもと制作することができた唯一無二の生地で
す。縦横濃い藍糸の「濃藍」と、横に淡い藍（浅葱）を使った「淡藍」の2色展開
となります。シルエットは浅すぎず深すぎないシルエットです。

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

淡藍

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

P.14
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■SJ201WC-710XX19oz

19ozデニムワークキャップ

■SJ201WC-310DX-DC

ブラウンダックワークキャップ

人気の極モデルS710XX19ozⅡをイメージしたデニムワークキャップです。生
地は「19oz刀耳セルビッチデニム」を使用しており、19オンス特有の迫力ある
色落ちとアタリ感を堪能できます。縫製はS710XX19ozⅡ と同等の綿糸を使
用しています。ブリムに七本ステッチ、庇裏はチェーンステッチが入ります。両サイ
ドにはホルダーが付き眼鏡を差し込め機能的で被りやすいです。フリーサイズ
ですがアジャスターが付き、鉄製日の出タックボタンでサイズ調整が可能です。
シルエットはやや深めで使い込む程にデニムの表情を楽しめるアイテムです。

ペインターパンツシリーズ310DXをイメージしたヘビィーダックワークキャップで
す。生地はオリジナルの「15oz硫化染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、硫化染め特有の色落ち・アタリ感も楽しめます。ブリムに
は七本ステッチ、庇裏はチェーンステッチが入ります。両サイドにはホルダーが付
き眼鏡を差し込め機能的で被りやすくなっています。FREE SIZEですがアジャス
ターが付き、鉄製松ノ木タックボタンでサイズ調整が可能です。シルエットはやや
深めで使い込む程に生地の表情を楽しめるアイテムです。

color インディゴ
size FREE
price ￥7,000（税込￥7,700）
delivery 11月予定
spec

color ブラウン
size FREE
price ￥7,000（税込￥7,700）
delivery 11月予定
spec

■SJ101BC-RD

▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲

19oz刀耳セルビッチデニム
鉄製日の出ボタン
サムライ上段ネーム
極19ozネーム
ワンウォッシュ済
日本製

デニムランダムベースボールキャップ

15oz硫化染セルビッチヘビィーダック
鉄製松ノ木ボタン
サムライ上段ネーム
サムライギャランティーチケット
ワンウォッシュ済
日本製

■SJ501NC

ワッチニットキャップ

ボトムスデニムアイテムにも使用されるSAMURAI JEANSオリジナルデニム
生地を贅沢にもランダムに使用した8枚接ぎベースボールキャップです。クラウ
ン8枚パネルを採用することで丸みを増した、よりクラシカルなシルエットとなっ
ています。デニム生地を使用したアジャスターベルトによりサイズ調整が可能な
事に加え、キャップ全体でオリジナル生地特有の経年変化を堪能できるアイテ
ムです。

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

※ランダムに生地を使用しているアイテムの特性上、使われるパネルにより
製品に多少のばらつきが生じる事がございます。

color インディゴ・ブラック
size FREE
price ￥6,000（税込￥6,600）
delivery 11月予定
spec

▲
▲▲▲▲

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

▲▲▲▲▲▲▲

color インディゴ
size FREE
price ￥7,000（税込￥7,700）
delivery 随時
spec

8/-インディゴロープ染色糸
8/-硫化ブラックロープ染色糸
サムライギャランティーチケット
サムライピスネーム
侍上段ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

注)この製品は濃色のインディゴ糸を使用している為、汗や雨などで生地が
湿った場合に色落ちし、移染する可能性があります。また、強く擦られた場合
にも同様に他の衣料に移染する可能性がありますのでご注意下さい。

P.14
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DENIM Western hat

■SJ401SWD

デニムウエスタンハット

color インディゴ・ブラック
size L(約56㎝～60㎝)
XL(約58㎝～64㎝)

price ￥10,000（税込￥11,000）

人気のデニムウエスタンシャツシリーズに使用される「10oz刀耳セルビッチデニム」を使った新型デニムウエスタ
ンハットです。生地は10番のムラ糸によるオリジナルのインディゴセルビッチデニムと、12ozブラックデニムです。リ
ボンには飾りのスクエアー型ボタンが付き、腰部分には飛翔ステッチが入ります。被って左内側のスレーキに隠し
カモメステッチ、右内側のスレーキに隠し飛翔ステッチの刺繍を施しており、表のデニムが色落ちする事でステッチ
型が浮き上がるスペシャル仕様になっています。デニムウエスタンL01・L02との相性は間違いありません。
風合いを考えて縫製は主に綿糸を用いており、運針にも拘りました。ブリムは少し長めで円刺しにはステッチが
入ります。高さもあり、ブリムの折り返しなど、好みの形作りが可能で自由に楽しんで頂けます。また、持ち運び
の際コンパクトに収納しやすいように芯材は入れていません。使い込む程にデニム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アイテムです。※別売で、セルビッチデニム紐をご用意しております。紐の生地耳
はランダムになります。※納期は少しお時間を頂く場合が御座います。予めご了承の程、どうぞよろしくお願い致します。

別売 セルビッチデニム紐（ランダム）

￥1,500（税込￥1,650）

delivery
spec

右：隠し飛翔刺繍ステッチ

10月予定

▲

▲ ▲ ▲ ▲▲

10oz刀耳セルビッチデニム
12ozブラックデニム
スクエアー型ドットボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ済 日本製

左：隠しカモメ刺繍ステッチ
別売 セルビッチデニム紐（耳ランダム）

heavy curve belt
■W002

ヘビィーカーブベルト 40㎜巾

color ナチュラル・ブラック・ブラウン
size 30・32・34・36・38
price ￥22,800（税込￥25,080）
delivery 9月予定
真鍮製尾錠

▲

US産ブライドルレザー

▲

▲

spec

日本製

【革】
伝統ある馬具用革としても使われるなど、耐久性と強度に優
れた米国産ブライドルレザーを使用した40㎜巾カーブベル
ト。タンニンなめし後に十分にオイルを含ませており、使い込
む程にツヤを帯びた極上の経年変化が味わえます。
※天然の革を使用しておりますので、革が本来から持つ小
さな傷や皺・色ムラなどが あることがございます。また部位
によって厚みに多少のバラツキがございます。

【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60㎜スクエア型真鍮製バックルを装着。大阪の職
人の手により昔ながらの鋳物加工で造られたサムライオリジ
ナル尾錠です。
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■SJFPC21

17oz武士道セルビッチデニムと2色の
オリジナルインディゴセルビッチネル生
ペンケース
地を使用したペンケースです。口にファ
color インディゴ
スナーが付くシンプルな仕様になりま
オレンジ×グリーン
す。取手を付けていますので持ち運びの
size 縦約3㎝×横約7㎝
際に便利です。ペンを入れても余裕のあ
【取手：約5.5cm】
る幅と、底のマチも広めに作り文具の収
price ￥3,800（税込￥4,180） 能力は大変高いものとなっています。
7月予定

▲▲▲▲▲▲

17oz武士道セルビッチデニム
オリジナルインディゴセルビッチネル生地（2色）
SAMURAI織ネーム
サムライ上段ネーム
ユニバーサルファスナー
ノンウォッシュ

■SJRTB21

リメイクトートバッグ

ることがございます。また部位によって厚みに
多少のバラツキがございます。

color インディゴ
size H約36㎝×W上部約52㎝・底部32㎝
D底部約18㎝

price ￥18,000（税込￥19,800）
delivery 12月予定
spec
▲▲▲

デニムパンツを解体・再構築して
作成した手持ちトートバックで
す。フロントボタンフライや前後ポ
ケット、レザーパッチからベルト
ループまでデニムパンツが持つ
ディテールを余すことなく全て使
用したアイテムです。使用される
生地はパーツごとにランダムに
使用しており、1点1点異なった
色落ちやアタリといった経年変
化を堪能できるアイテムです。
大振りなサイズ感は普段使いや
レジャー等、様々なシーンでご使
用頂けます。

＊製品はノンウォッシュになりますの
で洗濯時に多少の縮みが発生致し
ます。

15oz刀耳セルビッチデニムデニムと国
産カウハイドレザーを使用したスマホ
レザー×デニムスマホケース
ケースです。新カモメ型にステッチングを
color ナチュラル・ブラック
施したインレイ部分はデニム生地を使う
size H約16.5㎝×W約8.0㎝ ことでサムライらしい色落ち・経年変化を
D約1.8㎝
味わえます。本体内側にはカードポケット
price ￥17,000（税込￥18,700）が付属します。取り付けはお手持ちのス
マホにカバーを取り付けた状態でマウン
delivery 8月予定
ト部分へ貼り付ける仕様となっておりま
spec
す。カメラ使用時はマウントを上へスライ
国産カウハイド
ドするだけで撮影可能です。
15oz刀耳セルビッチデニム
サムライスナップボタン
※天然の革を使用しておりますので、革が本
日本製
来から持つ小さな傷や皺・色ムラなどが あ

▲▲▲▲

delivery
spec

■SJSPC21-LD

サムライオリジナルセルビッチデニム
サムライネーム
日本製

※ランダムに生地を使用しているア
イテムの特性上、使われるデニムに
より製品にバラツキが生じます。

P.10
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■SJDBB21-15oz
デニムボストンバッグ

■SJNW21

price
delivery
spec

縦約33㎝×横約49㎝
マチ約18㎝
￥6,000（税込￥6,600）
12月予定

15oz男気セルビッチデニム
杢ブラウンツイードネルチェック生地
サムライスナップボタン
サムライ上段ネーム
日の丸ネーム
YKKファスナー
ノンウォッシュ
日本製

■SJMK01

▲

サムライオリジナル生地による前掛けで
す。デニムは19oz刀耳セルビッチ、紐とポ
デニム前掛け
ケットなどは15oz硫化染めダックセル
color インディゴ
ビッチを使用しています。大型のポケット
size 縦約69㎝（ノンウォッシュ時） と、物を差したり引っ掛けるなどに使える
price ￥18,000（税込￥19,800） ループの付いたシンプルなデザインです。
delivery 10月予定
膝にあたる裾部分は生地を折り返して二
重にしたダブルニー仕様となっており、機
spec
能性且つ強度もこだわった前掛けになっ
19oz刀耳セルビッチ
15oz硫化染セルビッチヘビィーダック ています。上部のベルトループは紐を通し
SAMURAI織ネーム
て頂けます。日常使いからアウトドア・キャ
日の丸ネーム
ンプ等、幅広いシーンでご活用頂けます。
インディゴ
ノンウォッシュ
H約36㎝×W上部約52㎝・底部32㎝
日本製
D底部約18㎝

▲▲▲▲▲▲

▲

▲▲▲▲▲

P.18

インディゴ

12月予定

2WAYのネックウォーマーです。フラップ
内に収納されたフードを取り出すことが
ネックウォーマー
可能な仕様で、合わせるジャケットによっ
color インディゴ・藍
て2通りのデザインを楽しむことができま
size M（内周約67㎝）
す。肌にあたる面には手触りのいいコッ
L（内周約75㎝）
トンの起毛フランネル生地を採用し、中
price ￥11,000（税込￥12,100） 綿を入れることで防寒性を高めていま
delivery 11月予定
す。フード先に庇がつくデザインや、首を
覆うように高く設定された体高など、ア
spec
ウトドアのシーンでも活用できるような
17oz武士道セルビッチデニム
仕様としています。
藍枷染め市松絣生地
黒塗装サムライスナップボタン
インディゴ
コットンフランネル 中綿
日の丸ネーム 日本製
藍

＊製品はノンウォッシュにな
りますので洗濯時に多少の
縮みが発生致します。

マチ約18㎝
￥21,000（税込￥23,100）

▲▲▲▲▲▲▲▲

サムライの定番の生地ではお馴
染みの15oz男気セルビッチデ
ニム生地を使用したデニムボス
トンバッグです。内側には杢ブラ
ウンツイードネル生地を使用して
います。外側・内側にファスナー
付きのポケットがあり、小物等を
収納できるようになっています。
ちょっとした旅行等にも使用でき
ます。もちろんインディゴ特有の
経年変化もお楽しみ頂けます。

color インディゴ
size 縦約33㎝×横約49㎝

＊製品はノンウォッシュに
なりますので洗濯時に
多少の縮みが発生致
します。

￥6,000（税込￥6,600）
12月予定

P.18

国産スニーカー

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

毎シーズン大変ご好評頂いていますスニーカーですが、今回は仕様をリニューアルしてサムライジーンズブランドから
登場です。インソール・ヒールパッチデザインが一新します。製法はご好評頂いております国産「バルカナイズ」。職人
による貴重な技術と言われる手作業を要する製法ですが、手法を変えずに手間暇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。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。

■SJ56LOW-D15oz
インディゴデニムスニーカー

color インディゴ
price ￥25,000（税込￥27,500）

また、ジーンズで人気の高い仕様「隠しステッチ」を取り入れており、武蔵（二本：外側）×小次郎（一本：内側）
をイメージした飾りステッチ、裏地に隠しステッチが入ります。ジーンズのように経年でのアタリ・色落ちを楽しめ
る仕様になっています。更に補強も兼ねてソールサイドと、テープ部分にもラインが入るスペシャル仕様です。
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アイテムです。製造は全て国内で行った純国産のス
ニーカーです。

delivery 6月予定

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲

男気15oz刀耳セルビッチデニム
バルカナイズ製法
隠し武蔵（二本：外側）×小次郎（一本：内側）ステッチ
新デザイン小次郎×武蔵インソール
新デザイン小次郎×武蔵ヒールパッチ
サムライ上段ネーム
SAMURAI織ネーム
サムライ赤ピスネーム/日本製

注）デニム生地は、汗や雨なの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ください。

エコバッグ
■SJEC21-01 Mサイズ
■SJEC21-02 Lサイズ

M

color キナリ・ネイビー
size 01：H37㎝×W25㎝×D10.5㎝
02：H40.5㎝×W33㎝×D15㎝

※多少の誤差はご容赦下さい。

price 01：￥2,400（税込￥2,640）
02：￥2,800（税込￥3,080）
delivery 随時

L

spec
▲▲

コットンキャンバス生地
日本製

適度な肉厚感のあるコットンキャンバス
生地にオリジナルプリントを施したエコ
トートバックです。様々な用途にご使用
頂けます。

P.18
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デニムへリンボーン・ブラックデニムへリンボーン生地
生地は約13ozインディゴヘリンボーンデニムと、硫化染料によるブラックヘリンボーンデニ
ムです。クラシックワークな佇まいのヘリンボーン生地は奥深い趣があり、インディゴヘリン
ボーンは色落ちする事によって左綾が際立ち、たて筋が目立つとストライプ調になり特
有のエイジングを楽しめます。ブラックヘリンボーンデニムは硫化染料によるロープ染色な
ので激しい色落ちが期待できます。

【共通SPEC】 13ozインディゴヘリンボーンデニム/13ozブラックヘリンボーンデニム
Samurai WORK CLOTHESラベル/Samurai WORK CLOTHESネーム/ワンウォッシュ済/日本製

■SWC605DP-HB
デッキパンツ

color インディゴヘリンボーン
ブラックヘリンボーン

SIZE
price

S・M・L・XL・XXL
￥32,000（税込￥35,200）
delivery 10月予定

spec
▲▲

ユニバーサルファスナー
尿素ボタン

デッキパンツらしくシルエットは少し
ゆったりとした穿きやすい形で、肩部
のストラップで調整ができ、裾のスト
ラップは裾を絞ることができます。通
年穿けるオールシーズン着こなし可
能で、幅広いスタイルに合わせたくな
る一本です。
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■SWC600C-HB
ワイドワークパンツ

color インディゴヘリンボ-ン
ブラックヘリンボ-ン

SIZE
price

28・30・32・34・36・38・40
￥20,000（税込￥22,000）
delivery 1１月予定

spec
▲▲

ユリアボタン
太身シルエット

ウエスト帯の両サイド部分にはアジャ
スターベルト・ボタンを設置しており、
ウエストサイズを微調整可能です。
股上が深めで今までになかった太目
で無骨なシルエットです。ヴィンテー
ジライクなワイドパンツですが、オール
シーズン着こなし可能で、幅広いス
タイルに合わせたくなる一本です。

ハット＆ハンチングキャスケット

■SWC401DH-HB

color インディゴヘリンボーン・ブラックヘリンボーン SIZE

4枚接ぎでアイレットが縦に2個付き
ます。ブリムの形を変化させて被るこ
ハット
とで色んなスタイルを楽しめます。持
price ￥7,500（税込￥8,250） ち 運 び に も 便 利 な ワ ー ク ハ ッ ト で
様々なシーンで活躍します。製品は
delivery 1２月予定
ワンウォッシュ済です。

■SWC301CT-HB
ハンチングキャスケット

price

￥8,500（税込￥9,350）

delivery 1２月予定

L （約58cm～60cm） XL（約60cm～62cm）
8枚接ぎの大き目のパネルにクラシカ
ルな天釦が付き、庇にドットボタンが
るので開閉により自由にシルエットを
変えて楽しめます。シーズン問わず
飽きのこないシンプルでエイジングを
楽しめるハンチングキャスケットです。
製品はワンウォッシュ済です。

P.21

ナイロン生地によるトラックジャケット
ナイロン生地によるトラックジャケットです。 生地は防風・撥水機能や透湿機能を備えた高機能ナイロンです。中肉厚ですが
、マットな表情でハリ感があり、カジュアルな印象を持った生地です。右胸にはSWC（Samurai WORK CLOTHES）ロゴプリント
が入り、少しゆったりとしたシルエットになります。生地の雰囲気も程良く長いシーズン着用頂けます。

■SWCJK21-NL
SWCトラックジャケット

color ホワイト×レッド
ホワイト×ブラック

SIZE S・M・L・XL・XXL
price ￥35,800（税込￥39,380）
delivery 10月予定

spec

▲

▲▲▲▲▲▲▲

（表）ナイロン100％
（裏）トリコットナイロン100％
中綿入り
Samurai WORK CLOTHESラベル
SWCロゴプリント
猫目ボタン
WALDESファスナー 日本製

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

T/Cツイル生地の長袖開襟シャツ

T/Cツイル生地の長袖開襟シャツです。T/Cは平織りの高密度ツイルで、皺になりにくく速乾
性にも優れており、エイジングを重ねて柔らかくなると、着始めとは違った質感・表情が楽しめる生地です。シンプルながらも存在感があり、TC生地特有のエイ
ジングが魅力的なワークシャツです。ボタンはリングスナップボタンを採用しており、脱着しやすくなっています。

■SWCWC21-CE
T/Cツイル長袖開襟シャツ

color ネイビー・グレージュ
SIZE S・M・L・XL・XXL
price ￥17,000（税込￥18,700）
delivery ９月予定

spec
▲▲▲▲▲▲
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T/Cツイル生地（E-65% C-35%）
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
リングスナップボタン
ワンウォッシュ済
日本製

キャンバスポーチ
8号帆布キャンバス生地を使用したオリジナルキャンバスポーチです。丈夫で水を通しにくく雨にも強い性能を持っており、丈夫かつ
使い勝手の良いポーチになっています。iPhoneや小物類等のものを多様に入れて頂けます。使い込むことで風合いの変化も楽し
むことができます。

■SWCVP21
キャンバスポーチ

color ブラック×イエロー
ホワイト×レッド

SIZE
price

縦18.5㎝×横25㎝
￥7,000（税込￥7,700）
delivery ８月予定

spec
▲▲▲▲▲

8号帆布【弱撥水加工】
SWCロゴプリント
Samurai WORK CLOTHESラベル
YKKファスナー
日本製

SAMURAI WORK CLOTHES
（サムライワーククローズ）
ワークウェアの機能性・耐久性を持ちながら、daily use（デイリーユース）にも対応するシルエットやデザインを取り入れ、
日常のワードローブとしてのスタイルを提案するライン「 SAMURAI WORK CLOTHES 」
素材は、ヘリンボーンデニム・TC ツイル・ナイロン生地など、機能性もあり且つ経年変化も楽しめる多種多様な生地を
使っており、デザインやパターンについてもワークウェアという枠にとどまらない自由な表現をしています。
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SAMURAI CLUB

( サムライクラブ )

「温故着新」故きを温ね新しきを着る。
飽くなき素材開発、徹底した品質管理の下、先人達の知恵や工夫に倣い、それらを上手く取り入れつつ、
さらにそこに現代の感性をミックスさせたハイクオリティ＆ハイブリッドウェアを提案しています。

■SCRC21-RV
リバーシブルジャケット

color レッド×ブラック
SIZE S・M・L・XL・XXL
price ￥34,800（税込￥38,280）
delivery 10月予定

spec

サムライ倶楽部リバーシブルジャケットです。生地は表裏で異素材を使用しており、レッド側は
T/C×COTTON生地を使用しています。T/C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て
おり、エイジングを重ねて柔らかくなると、着始めとは違った質感・表情が楽しめる生地です。ブラック側はナイ
ロン素材のオックスを使用しており、染色段階にてワッシャー加工・撥水、裏面にアクリルコーティングを施し、
風合いを和らげた生地です。レッド側には、オリジナルデザイン「 SamuraiRacing Team」のラバープリントが左
胸・後ろ身頃に入ります。
ブラック側には、豪華に左胸にオリジナルワッペン「 SMC SAMURAI MOTOR CLUB Speed improvement 」
が付き、左袖にも「 SMC 」ワッペンが付きます。後ろ身頃にはラバープリントで「 SMC SAMURAI MOTOR
CLUB Speed improvement 」が入ります。リブは別注で編み立てたオリジナルカラーです。サムライ倶楽部ら
しい遊び心と拘りを込めたリバーシブルジャケットです。

▲

▲▲▲▲▲▲▲
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レッド：T/Cツイル（身頃）（E-65% C-35%）
×COTTON 100%（両袖）
ブラック：ワッシャー加工オックスナイロン生地
オリジナルワッペン
プリント入り
WALDESリバーシブルファスナー
別注オリジナルリブ 日本製

リバーシブルジャケット

P.23

ジャージ ＜共通＞ spec

ポリエステルスムース / WALDESコイルファスナー / 日本製

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

■SCJS21-101
サムライ倶楽部ジャージ

color グレー・ブルー
SIZE S・M・L・XL・XXL
price ￥17,000（税込￥18,700）
delivery ９月予定

■SMJS21-101

サムライ自動車倶楽部ジャージ

color ホワイト・ネイビー
SIZE S・M・L・XL・XXL
price ￥17,000（税込￥18,700）
delivery ９月予定

トートバッグ

15oz硫化染めヘヴィーダックと15ozヘヴィーバックサテン生地による切り替えのトートバッグです。外側と内側には小物等
を収納するスペースがあります。小旅行などでも使用できます。ユーズドをリメイクしたようなヴィンテージ感のある仕様に
スがあります。小旅行などでも使用できます。ユーズドをリメイクしたようなヴィンテージ感のある仕様に
仕上げていますので、雰囲気も良く使い込むことで経年変化も楽しむことができます。

■SCTB21-DUCK
トートバッグ

color ブラウン×オリーブ
SIZE 縦約33cm×横約52cm
マチ約18cm

price

￥17,000（税込￥18,700）

delivery 1１月予定

spec
▲▲▲▲▲▲

15oz硫化染セルビッチヘヴィーダック
15oz刀耳ヘヴィーバックサテンセルビッチ
YKKファスナー
自動車倶楽部ネーム
ノンウォッシュ
日本製
この製品はノンウォッシュになりますので洗濯時に多少の縮みが発生致します。
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