2022
AUTUMN & WINTER
COLLECTIONS

■S511XX25oz-YY

スペシャル限定：25oz麒麟児モデル

color インディゴ
delivery 12月予定
size 28～36・38・40 （レングス34inch）
price ￥33,800（税込￥37,180）

スペシャル限定：25oz 麒麟児モデル
テーパード感際立つ足に沿うシルエットとヘビーオンスデニムとの組み合わ
せは穿き応えも十分、かつ細身シルエットならではの際立ったアタリ感が体
感できる1本です。

25oz MODEL
スリムテーパードS0511XXⅡをベースとし、
25ozスペシャルセルビッチデニムを使用した
「麒麟児モデル」。“山陰の麒麟児・山中鹿之
介幸盛”をモチーフにした鹿革パッチに加え、
オリジナルイエローをメインとした縫製カラー
やヒップポケットの立体刺繍など、スペシャル
な仕様も満載の限定デニムです。

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

25ozスペシャルセルビッチデニム
インディゴロープヘビーネル生地
諸行無常スレーキ
鉄製金黒松ノ木ボタン
銅製銭型リベット
専用革パッチ・フラッシャー
シリアルナンバー入り
SAMURAI織ネーム
スリムテーパード
ノンウォッシュ / 日本製

■S555VX25oz
25oz零大戦Ｇジャン

color インディゴ delivery 11月予定
size 36・38・40・42・44・46
price ￥37,800（税込￥41,580）

25oz 大戦モデルGジャン
ベースは定番零大戦GジャンS0555VXですが、同様にポケットフラップ無しで、腰にはシンチベルトが
付くデザインです。バックルは初登場の鉄製SOLIDE、ポケット内には諸行無常スレーキを当てていま
す。大戦モデル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。や
やタイトですが、ビンテージ感のある無骨なシルエットになっています。シーズンで展開している25ozス
ペシャルジーンズとの相性は間違いありません。

25oz
MODEL

spec
▲▲▲▲▲▲▲

25oz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
SOLIDE鉄製バックル
専用革パッチ
ワンウォッシュ済/日本製

P.02
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SAMURAI Vintage Model
サムライビンテージモデルです。
ビンテージジーンズとして最も完成度が高いといわれる、40年代終盤から50年
代初頭にかけてのジーンズをイメージして制作致しました。ベースモデルはサムラ
イを代表する品番S0510XXですが、本モデルならではの、こだわりの仕様を詰
め込んでいます。
シルエットはS0510XXIIをベースに修正を加えた新型のレギュラーストレートです。
股上、腰回りにややゆとりがあり、裾にかけてゆるやかにテーパードしていくストレートです。
デニムは、テキサスコットンを使用した経緯6番のムラ糸による人気定番デニム「男気
15oz刀耳セルビッチ」を採用しました。荒々しいムラ感とメリハリのある縦落ちに定評があります。
袋布はキナリ色の耳付きスレーキを採用しています。
縫製についても、当時のジーンズの雰囲気を表現すべく、
ALL綿糸はもちろんの事、糸色・番手・運針・ステッチ幅など、
全て新しい仕様としました。ポケットの飾りステッチはイエロー
綿糸で、現行のカモメ形になります。

■S510HX

S0510XXビンテージモデル

color インディゴ
delivery 8月予定
size 28～36・38・40・42・44・46 （レングス36inch）
price ￥24,800（税込￥27,280）

フラッシャーは初期のイメージを
ベースに配色を抑えた新デザイン。
革ラベルはサムライ
ジーンズ初期の
デザインを復刻
させました。

\27,800（税込\30,580）42.44.46inch

このモデルをきっかけに新たに制作したNEWデザインのSAMURAI JAPAN鉄製ボタン。
（足も鉄製で凹凸のあるツープロングタイプ）

NEWリベットは新デザイン(SAMURAI CO LTD)、鍍金も一新し、隠しリベットは
真鍮製ですが、ツープロングタイプでボリュームのある形状の新型になります。

色落ちイメージ

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

P02

男気15oz刀耳セルビッチデニム
耳付きキナリスレーキ
鉄製SAMURAI JAPANボタン
銅製SAMURAI COリベット
真鍮製SAMURAI CO隠しリベット
専用革パッチ・フラッシャー
赤ピスネーム片面
初回シリアルナンバー入り
レギュラーストレート
ノンウォッシュ
ピスネームはレーヨン製で、特別なモデル
日本製
のみに使用していた赤の片面タブ仕様。

P01

■S710NBKII

710ブラックブラックモデル

color ブラック
size 28～36・38・40 （レングス36inch）
price ￥24,800（税込￥27,280）
delivery 11月予定

人気の細身ストレート710XXのブラックブラックモデルです。オリジナル
「17ozブラックブラックセルビッチ」は色落ちのしにくい染料にて製作し
ており、よりブラック感を楽しめるものとなっています。セルビッチ部分は
サムライらしいシルバー「刀耳」仕様です。また、縫製・革パッチ・ネーム
等も「黒」に徹底的にこだわった他とは一線を画す究極の17ozブラック
ジーンズです。ワンウォッシュ済です。

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲▲

■S5000ZX

零17ozジッパーモデル

color インディゴ
size 28～36・38・40 （レングス36inch）
price ￥24,800（税込￥27,280）
delivery 8月予定

17ozブラックブラックセルビッチデニム
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
黒ピスネーム
シリアルナンバー入り
細身ストレート
ワンウォッシュ済 / 日本製

人気の零モデルストレートS5000VXIIをベースとしたジッパーフライモ
デルです。生地は荒々しい色落ち感に定評のある零17ozデニム仕様で
す。ファスナーはスコービル社のグリッパージッパーを採用しました。
S5000VXIIをベースとしていますが、ポケットの飾りステッチはイエロー
で縫製しており、定番モデルとは違った主張を持っています。ワンウォッ
シュ済での納品となります。

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲▲

P.02

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
スコービルファスナー
専用革パッチ・フラッシャー
SAMURAI織りネーム
ワンウォッシュ済
日本製

P03

■SJ42BP

ヘビーバックサテントラウザーズ

color オリーブ
delivery 9月予定
size 28～36・38・40
price ￥24,800（税込￥27,280）

オリジナルヘビーバックサテントラウザーズ
オリジナルヘビーバックサテン生地によるトラウザーです。生地はベイカーパンツ
SJ52BPでお馴染みの太番手の糸をオリーブ色に染め上げ、しっかりと打ち込
みを入れたセルビッチバックサテンです。セルビッチはシルバーラメの刀耳仕様
です。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、へビーな生地との相性を
考えてタックボタン仕様とし、黒松の木ボタンを採用しています。他、ギャラン
ティーチケットや上段ネームはチノパンツならではの仕様です。

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲

■SJ48CP

へビーチノワイドトラウザーズ

color カーキ
delivery 7月予定
size 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
price ￥24,800（税込￥27,280）

15ozヘビーバックサテンセルビッチ
家紋柄スレーキ
鉄製黒松ノ木ボタン
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

へビーチノワイドトラウザーズ
人気のオリジナルの硫化染めセルビッチチノによるへビーチノワイドトラウザーズです。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。シルエットはややワイドなストレート
で、股上もやや深めに設定しています。裏には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、日の出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。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。
＊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
▲▲▲▲▲▲▲▲

P04

15oz刀耳硫化染めセルビッチへビーチノ
家紋柄スレーキ
鉄製日の出ボタン
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

P.07

■SJ310DX17oz インディゴ（17oz）
■SJ310DX-HC ヒッコリー（HC）
17ozデニム/17ozヒッコリー ワークパンツ

color インディゴ・ヒッコリー 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

サムライジーンズペインターワークパンツです。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17ozヒッコリーセルビッチデニムを使用してお
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）
17ozヒッコリーセルビッチデニム（HC）
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
サムライ上段ネーム
ワンウォッシュ済/日本製

■SJOVAL-D15oz インディゴ（15oz）
■SJOVAL-HC ヒッコリー（HC）
15ozデニム/17ozヒッコリー オーバーオール

color インディゴ・ヒッコリー delivery 9月予定
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥39,800（税込￥43,780）

オーバーオール

デニムとヒッコリー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17ozヒッコリーセルビッチデニムを使
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）
17ozヒッコリーセルビッチデニム（HC）
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
サムライ上段ネーム
ワンウォッシュ済/日本製

P.08
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■S710SC-KI

サムライコットンキナリシリーズ

color ナチュラル
delivery 7月予定
size 28～36・38・40 （レングス36inch）
price ￥27,800（税込￥30,580）
＊2022春夏の初回版に続き、2度目の生産分になります。

藍＋モデルに使用しているサムライコットン混の糸によるキナリセル
ビッチデニムモデルです。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
の糸を、本来の色の雰囲気を残す為、染めや晒しも無い、自然なキナ
リ色に仕上げており、その糸を力織機でじっくりと織り上げる事で、ザ
ラつきがありながら、他には無いヘビィー且つムラのある表情・質感
を持ったキナリデニムに仕上がっています。
セルビッチは綿畑のイメージで、ナチュラルなブラウン系に染めた糸
を使っています。ベースモデルは人気の細身ストレートS710XXで
す。細すぎないので、幅広い着こなしに対応します。縫製も生地同系
色でシンプルにまとめました。

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲▲

18ozサムライコットンキナリセルビッチデニム
サムライコットンスレーキ
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織りネーム
細身ストレート
ワンウォッシュ済
日本製

P.06
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サムライコットン

和綿零天竺・零裏毛 ＜共通＞ spec 10/-サムライコットン零天竺 ヘビーオンス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
color ナチュラル・黒豆色・栗色（新色） size S・M・L・XL・XXL

和綿サムライコットンを使用し、零17ozデニムの5番糸と同じ紡績工程で制作した、10番のデニム用のムラ糸を、天竺・裏毛に編み立てた生地
によるカットソー企画です。
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。また、「黒豆色」「栗色」は、天
然染料をミックスした京草木染の手法でそれぞれ黒グレー系、こげ茶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年代のビ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。＊栗色が新しい色になりました。2022SSはベージュ系の色でしたが、2022AWより「濃い茶色（こげ茶
色）」に変わります。

■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 7月予定

■SJST-SC02
サムライコットン10/-零天竺ヘンリーネックTシャツ
price ￥14,300（税込￥15,730）
delivery 7月予定
▲

spec

貝ボタン

■SJST-SC03
サムライコットン10/-零天竺ポケットTシャツ
price ￥13,800（税込￥15,180）
delivery 7月予定

■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

P12
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サムライコットン

和綿零天竺・零裏毛

color ナチュラル・黒豆色・栗色（新色） size S・M・L・XL・XXL
＜共通＞

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

■SWS-SC01

サムライコットン10番ヘビー零裏毛スウェット

price ￥23,800（税込￥26,180）
delivery 10月予定

■SWS-SC02
サムライコットン10番ヘビー零裏毛後付けパーカー
price ￥29,800（税込￥32,780）
delivery 10月予定

■SWS-SC03
サムライコットン10番ヘビー零裏毛スウェットパンツ
price ￥27,800（税込￥30,580）
delivery 10月予定

P08
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■S0552XX-EB
刺繍入りセカンドＧジャン

color インディゴ
size 36・38・40・42・44・46
price ￥37,800（税込￥41,580）
delivery 10月予定
spec

定番S0552XXセカンドGジャンのスペシャル刺繍版です。生地は、男気15oz刀耳セルビッチデニム
です。両胸にポケット、腰にアジャスターが付くデザインで、ポケット内には諸行無常スレーキを当ててお
り、鉄製日の出ボタン、銅製銭型リベットのお馴染みの仕様です。
刺繍は「Samurai Jeans All worldly things are transitory（サムライジーンズ諸行無常）」の言葉
をチェーン刺繍で背中に大きく入れています。ややタイトなシルエットになります。

▲▲▲▲▲▲

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
ワンウォッシュ済/日本製

■SJL2A22

L-2タイプデニムジャケット

color インディゴ
size S・M・L・XL・XXL
price ￥44,800（税込￥49,280）
delivery 10月予定
spec

デニムによるL-2タイプのジャケットです。エアフォースブルーのL-2Aをイメージして、全体をインディ
ゴ・ネイビー系の濃紺色でまとめました。表地のデニムは、荒々しい縦落ちで人気の高い男気15oz
刀耳セルビッチ、裏地にはネイビー色のツイルを使用しています。ボタンはサムライスナップの黒塗装
版、ファスナーはユニバーサルのビンテージ仕様、別注のリブパーツはネイビー色で編み立てました。
中綿はありませんが、男気15ozデニム仕様のハードな着心地で、且つ色落ち・アタリも楽しめるジャ
ケットになっています。シルエットはスッキリとさせており、細身のパンツとも相性が良いです。

▲▲▲▲▲▲▲

男気15oz刀耳セルビッチデニム
裏ネイビー綿ツイル
黒塗装サムライスナップボタン
ユニバーサルファスナー
別注リブ
日の丸ネーム
ワンウォッシュ済/日本製

P10
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■SJ19B-DC ブラウン（DC）
■SJ19B-HC ヒッコリー（HC）

ブラウンダック/ヒッコリー ワークジャケット

color ブラウン（DC）・ヒッコリー（HC）
size 36・38・40・42・44
price ￥34,800（税込￥38,280）
delivery 9月予定
spec

ブラウンダックとヒッコリー生地による91-Bタイプワークジャケットです。
オリジナル生地の15oz硫化染めヘビーダックセルビッチと、ムラ糸の17ozヒッコリーセルビッチデニ
ムを使用しており、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
ナーはビンテージ仕様、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います。

▲▲▲▲▲▲▲

15oz硫化染めセルビッチヘビーダック（DC）
17ozヒッコリーセルビッチデニム（HC）
鉄製黒松ノ木ボタン
日の丸ネーム
SAMURAI織りネーム
ファスナー
ワンウォッシュ済/日本製

■SJCJ22

デニムコーチジャケット

color インディゴ・ブラック
size S・M・L・XL・XXL
price ￥34,800（税込￥38,280）
delivery 9月予定
spec

17ozのインディゴとブラックデニムによるコーチジャケットです。
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、17ozブラックブラックデニムを使用し
ており、タフな生地感と経年変化を楽しめます。一重ですが、ヘビーデニム仕様なので非常に着応えを
感じるハードなコーチジャケットに仕上がっています。オリジナルのスナップボタン、裾には紐が付き、袖
口にはゴムが入るコーチジャケットの基本的な仕様となっています。内ポケットも付けています。シル
エットはスッキリとした形となっています。

▲▲▲▲▲▲▲

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
サムライスナップボタン
日の丸ネーム
スピンドル
ワンウォッシュ済
日本製

P10
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＜藍染め太オックス生地＞ spec 〈共通〉 藍染め太オックス生地 / ワンウォッシュ済 / 日本製
藍、浅葱、水浅葱の3色の糸で構成されており、染めと織りを一貫して行う、染織工場だからこそ生み出すことができた生地です。ローテンションで織る
ことで生地に柔らかさを持たせ、組織上、肌触りには凸凹感があり、気持ちよく着用することができます。
＊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。

■SJVT22-RV01

REVERSIBLE

リバーシブル藍染太オックスベスト

color 藍
size S・M・L・XL・XXL
price ￥24,800（税込￥27,280）
delivery 10月予定
藍染め太オックス生地を採用したリ
バーシブル仕様のベストです。
裏地にはECOPEL社のリサイクルポリ
エステルからなるエコファーを採用して
いるので、丸洗い可能です。ミリタリー
に見られるリバーシブル仕様を採用す
ることで両面にて着用することができ、
デニムジャケットの下に着用することを
想定したサイズ感なので、レイヤードも
楽しむことができます。

spec
▲▲

エコポリエステルボア
水牛角ボタン

■SSS22-01

藍染太オックスワークシャツ

color 藍
delivery 8月予定
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥25,800（税込￥28,380）
ビ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部分的にトリプルス
テッチ巻縫いを採用し、堅牢な仕様です。

spec
▲▲▲▲

P12

別布ネイビースレーキ
日の丸ネーム
貝ボタン
ギャランティーチケット

P.11

＜藍染め韋柄生地＞ spec 〈共通〉 藍染め韋柄生地 / ワンウォッシュ済 / 日本製
藍に染められた糸を20/2の双糸にして配し、経糸にスラブ糸を織りこむことで、緯方向に柄を出した生地を採用しています。双糸の糸を用いることで
枷染め特有の藍の色ムラを軽減させることができ、織りあがった生地は柔らかくしなやかなものになります。また、ハイテンションで織られているため、
やや薄く柔らかさはありますが、しっかりとした生地感です。＊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。

■SJVT22-RV02

REVERSIBLE

リバーシブル藍染韋柄ベスト

color 藍
size S・M・L・XL・XXL
price ￥24,800（税込￥27,280）
delivery 10月予定
藍染め韋柄生地を採用したリバーシブ
ル仕様のベストです。
裏地にはECOPEL社のリサイクルポリ
エステルからなるエコファーを採用して
いるので、丸洗い可能です。ミリタリー
に見られるリバーシブル仕様を採用す
ることで両面にて着用することができ、
デニムジャケットの下に着用することを
想定したサイズ感なので、レイヤードも
楽しむことができます。

spec
▲▲

エコポリエステルボア
水牛角ボタン

■SSS22-02
藍染韋柄ワークシャツ

color 藍
delivery 8月予定
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥24,800（税込￥27,280）
ビ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部
分的にトリプルステッチ巻縫いを採用し、
堅牢な仕様です。

spec

▲▲▲▲

P12

別布ネイビースレーキ
日の丸ネーム
貝ボタン
ギャランティーチケット

P.13

ロープインディゴヘビーネル ワークシャツ
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、同系脱落の反応染による色糸を合わせたヘビ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。
シャツはビ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。
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。

ワンウォッシュ済

▲

▲

▲

▲

インディゴロープヘビーネル生地（01） /インディゴロープヘビーネル生地＜オンブレチェック＞（02）
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

▲

▲▲

spec（共通）

日本製

■SIN22-01

ロープインディゴヘビーネルワークシャツ

color

インディゴ/レッド
インディゴ/グリーン
XS・S・M・L・XL・XXL

size
price ￥26,800（税込￥29,480）
delivery 9月予定
フラップの無い左右対称のポケッ
トで、肘当てが付きます。

■SIN22-02

ロープインディゴヘビーネルワークシャツ

color インディゴ/ホワイト
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥27,800（税込￥30,580）
delivery 9月予定
オンブレチェックならではの柄の陰影
や色の濃淡がインディゴ糸の変化と
相俟って魅力的な経年変化を見せて
くれます。ポケットは丸みのある形にし
ています。

P.14
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■SKN22-01
雨絣ネルワークシャツ

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

藍染め雨絣ネルチェック生地によるワークシャツです。フランネルらしく2/1綾で構成され、定番色ともいえる濃紺と白
の配色ですが、サムライらしくアレンジを施した生地です。枷染めの「藍」「浅葱」の糸、キナリの3色の糸で織られてお
り、その糸を、雨が降っているように見えるよう計算して配しています。また、この、ドビー織機によるフランネルの組織と
刺し子が融合された生地は、太番手で作成されていますが、そこまでハイテンションで織ってはいないため柔らかく、さ
らには起毛もかけていないため、長いシーズンでお使い頂けます。シャツはビ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
ンは水牛の角の削り出しボタンを使用、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。＊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。

▲▲▲▲▲▲

藍枷染め雨絣ネルチェック生地
水牛の角ボタン
サムライオーバーオールズネーム
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)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。

■SJCBS22

セルビッチシャンブレーシャツ

color ネイビー・グリーン・レッド・ブラウン
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥22,800（税込￥25,080）
delivery 8月予定
spec

セルビッチシャンブレー生地によるワークシャツです。生地は5ozの耳付きのカラーシャンブレー生地
で、4色共に雰囲気のある色味になっています。シャツはビンテージにみられる左右非対称のポケット
で、袖は3枚仕立てにしています。裾マチと下前端に加え、袖裏にもセルビッチをあしらいました。縫製
はキナリ綿糸を使い、3本ステッチ巻縫いがメインの力強い仕様ですが、太番手細番手の使い方、2
本ステッチの幅や、運針の使い分けなど、各部にメリハリを持たせたこだわりの仕様としています。ま
た、脇から袖に入る3本ステッチは、環縫い表出しのユニークな仕様となっています。ボタンはそろば
んのような形状の2ツ穴樹脂ボタンを使用しています。

▲
▲▲▲▲▲

5ozセルビッチカラー
シャンブレー生地
日の丸ネーム
サムライギャランティーチケット
樹脂ボタン
ワンウォッシュ済
日本製
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heavy weight T-shirt
ーオリジナルへビーウエイトTシャツー

Size ＜半袖＞ XS・S・M・L・XL・XXL ＜長袖・八分袖＞ S・M・L・XL・XXL
spec ＜共通＞14/-台丸ヘビーオンス天竺・三本針バインダーネック・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ビーウエイト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。

SJST22-109

SJST22-110

color

color

ホワイト
ブラック

ホワイト
ブラック

price

price

（税込￥8,800）

（税込￥8,800）

￥8,000

￥8,000

delivery

delivery

7月予定

7月予定

SJSLT22-101

SJSLT22-102

color

color

price

price

ホワイト
ブラック

￥10,000

（税込￥11,000）

delivery
8月予定

ホワイト
ブラック

￥10,000

（税込￥11,000）

delivery
8月予定

SJSLT22-FLM

（八分フットボールシャツ 無地）

color

ホワイト・ブラック
ホワイトネイビー
ホワイトモスグリーン

price

￥10,000

（税込￥11,000）

delivery
8月予定

SJST-M

SJSLT-SLM

（半袖無地）

（長袖無地）

color

color

price

price

（税込￥7,150）

（税込￥9,900）

ホワイト
ブラック

￥6,500

delivery
7月予定

P.16

ホワイト
ブラック

￥9,000

delivery
8月予定

P.15

■SJ201WC-510XX15oz

15ozデニムワークキャップ

人気モデルS0510XXⅡをイメージしたデニムワークキャップです。
生地は「15oz男気セルビッチデニム」を使用しており15オンス特有のコシ感の
強い際立ったタテ落ちを堪能できます。縫製はS0510XXⅡ 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。FREE SIZE
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。

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

■SJ501NC22

ニットキャップ

インディゴロープ染色糸とカラー糸を引き揃えたコットン100％のニットキャッ
プです。縮率の異なる2種類の糸を引き揃えで編みたて、編み方を変えること
で、柄がはっきり表れます。また、フロント中央にサムライ上段ネームが付くシン
プルな仕様なので、男女問わず一年中愛用できるニットキャップです。
製品はワンウォッシュ済です。

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

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。

P.16

17ozブラックブラックセルビッチデニム
鉄製日の出ボタン
サムライ上段ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

■SJ501NC

ワッチニットキャップ

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
とピスネームがアクセントになっています。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。

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
▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲

8/-インディゴロープ染色糸
COTTON 100%
サムライ上段ネーム
ワンウォッシュ済 / 日本製

17oz ブラックブラックワークキャップ

color ブラック
size FREE
price ￥7,000（税込￥7,700）
delivery 11月予定
spec
▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲

15oz男気セルビッチデニム
鉄製日の出ボタン
サムライ上段ネーム
男気15ozネーム
ワンウォッシュ済
日本製

■SJ201WC-710NBK

限定デニムS710NBKIIをイメージしたデニムワークキャップです。
色落ちのしにくい染料にて製作したオリジナル「17ozブラックブラックセルビッチ
」を使用、縫製も「黒」1色に統一したブラック感が際立つキャップです。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生地の表情を楽しめるアイテムです。

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
サムライ上段ネーム
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。
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■SJ101BC-RD

デニムランダムベースボールキャップ

color インディゴ
size FREE
price ￥7,000（税込￥7,700）
delivery 10月予定
spec

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。

▲
▲▲▲▲

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

※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。

サムライオリジナル革パッチデザインラグマットです。
吸水・除塵性能に優れ、屋外・屋内いずれでも使える万能仕様の
玄関マットです。
革パッチデザインラグマット

color ベージュ×レッド
size 縦約45㎝×横約64㎝
price ￥12,800（税込￥14,080）
delivery 10月予定

spec
▲▲▲▲

■SJ-RUGMAT01

アクリルパイル
スクリーンプリント
無色合成ゴム裏面
日本製

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セカンドバッグです。外側にポケットがあり、小物等
を収納できるようになっています。PC入れにも使用できます。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。

■SJDSB22

15ozデニムセカンドバッグ

color インディゴ
size 縦約28㎝×横約37㎝
price ￥12,800（税込￥14,080）
delivery 9月予定
spec
▲▲▲▲▲▲▲

15oz男気セルビッチデニム
諸行無常スレーキ
サムライスナップボタン
サムライピスネーム
日の丸ネーム
YKKファスナー
ノンウォッシュ / 日本製

＊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。

P.18

P.17

日の丸ネーム

日本製

▲

スナップボタン

▲

サムライオリジナルセルビッチデニム

▲

spec ＜共通＞

▲

リメイクトートバッグ

サムライオリジナルのボトムスアイテムを解体・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
ルトループまでの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。

■SJRTB01 デニムパンツを解体・再構築して作成
リメイクトートバッグ

color インディゴ
delivery
size 縦約36㎝×横上部約52㎝

12月予定

底部32㎝・マチ底部約18㎝

price ￥18,000（税込￥19,800）

※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。

■SJRTB01-C

サムライオリジナルのボトムスアイテム
を解体・再構築して作成
リメイクトートバッグ・カラー版

color ブラウン/その他
delivery
size 縦約36㎝×横上部約52㎝

12月予定

底部32㎝・マチ底部約18㎝

price ￥18,000（税込￥19,800）

■SJDP22

レザー×デニムポーチ
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▲▲▲▲▲

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
チデニムと国産ホースハイドレ
ザーを使用したデニムポーチで
す。ボディ部分にはムラ糸を弱テ
ンションで織り上げた特ザラデニ
ム生地（インディゴ）、色落ちのし
にくい染料によるデニム生地（ブ
ラック）を使うことでサムライ特有
の色落ちを味わえるポーチです。
縁部分など随所に馬革を使用
し、アクセントとしました。ショル
ダーストラップは長さの調節が可
能、使い勝手のよいサイズも魅
力のアイテムです。

color インディゴ・ブラック
size 縦約27㎝×横約20㎝×マチ約5㎝
price ￥24,000（税込￥26,400）
delivery 8月予定
spec
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
国産ホースハイド
日の丸ネーム
日本製
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■SJKR22

レザーデニムキーリング

国産カウハイドレザーと17oz武士道セルビッチデニムを使用したキーリングです。異素材を表裏に使用する事でレ
ザーとデニム、お好みの面を表にしてお使い頂けます。シャックル部分のネジを外し、お持ちの鍵穴に通して使用しま
す。デニムとレザー、両方の経年変化を堪能できるアイテムです。

color ブラック・ナチュラル・レッド
size 縦約7.5㎝×横約3.0㎝
全長12.5㎝（金具含む）

price ￥6,000（税込￥6,600）
delivery
spec

8月予定

▲▲▲▲

国産カウハイド
17oz武士道セルビッチデニム
SAMURAI ピスネーム
日本製

※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。

サムライオリジナルロープインディゴヘビーネル生地によるクッション
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ーネルチェックに
なります。使い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、デニムのような色落ち・経年変化が楽しめます。ファス
ナーが付いた仕様で、中綿も付属します。取り外してお洗濯も可能
です。

■SJ-CUSHION22-03/04
クッション

color インディゴ/オレンジ（03）

インディゴ/パープルブルー（04）

size 縦横約44㎝
price ￥7,000（税込￥7,700）
delivery 7月予定
spec

■SJPINS22-03/04
ピンバッチ

〈縦約3.5㎝×横約2㎝〉
【04】丸型凸凹〈直径約1.7㎝〉
カラー：ゴールド・シルバー

price 【03】￥1,700（税込￥1,870）
【04】￥1,900（税込￥2,090）

delivery
spec

7月予定

▲▲▲

03：18oz藍+フラッシャーデザイン
04：太鼓凹凸ボタンデザイン
（ゴールド・シルバー）
ステンレス製
エポキシ樹脂
日本製

シルバー
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【03】フラッシャー型

size 【03】フラッシャー型

▲▲

▲▲▲▲

インディゴロープヘビィーネル生地
日の丸ネーム
YKKファスナー
中綿

※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
擦られた場合にも他の衣料に
移染しますのでご注意下さい。

デザイン性の高いステンレス製のピンバッチです。デザインは定番デニム
でお馴染みの18oz藍+モデルのフラッシャー（03）と、ゴールドとニッケ
ルシルバーの鍍金によるサムライ太鼓凹凸ロゴマーク（04）2色の3種に
なります。バッグ・デニムジャケット等に付けて頂き、ファッションとして楽し
んで頂くのはもちろんですが、コレクターズアイテムとしてもお勧めです。

【04】丸型凸凹

ゴールド

P.19

＜HERRINGBONE DENIM SERIES＞
生地は、緯糸にグレー糸を使用したインディゴ・ブラック・オートミールの 13ozSWCオリジナルヘリンボーンデニム3
色になります。緯にグレーに染めたネップ糸を織り込んでいるので、縦糸の色味と相俟って非常に雰囲気の良い
生地に仕上がっています。インディゴ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。

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
オートミールヘリンボーン

SIZE
price

S・M・L・XL・XXL
￥34,800（税込￥38,280）
delivery 10月予定

spec
▲▲

ユニバーサルファスナー
尿素ボタン

2020SSより展開しておりますデッキ
パンツの生地リニューアルバージョン
です。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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▲

▲

I I

■SWC605DP-HBII

▲▲

13oz緯グレーインディゴヘリンボーンデニム 13oz緯グレーブラックヘリンボーンデニム 13oz緯グレーオートミール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
▲

共通SPEC

▲▲

HERRINGBONE DENIM SERIES

＜HERRINGBONE DENIM SERIES＞
ヘリンボーンデニムによるスイングトップです。左胸にはSWC（Samurai WORK CLOTHES）刺
繍が入り、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。

■SWCCJ22-HB
スイングトップ

color インディゴヘリンボーン
ブラックヘリンボーン
オートミールヘリンボーン

SIZE S・M・L・XL・XXL
price ￥34,800（税込￥38,280）
delivery 10月予定

spec
▲▲▲

猫目ボタン
ユニバーサルファスナー
SWCロゴ刺繡

■SWCPS22-HB
ヘチマ長袖シャツ

ミリタリーカバーオール調の長袖シャツです。ヘチマ襟・プリズンポケットの仕様で、縫製は巻縫いの力強い仕様をメイン
としており、カン止・下糸は赤色糸を使用しました。ボタンは猫目のアルミ仕様です。生地にしっかりとした肉厚もあり、
シャツとしてもアウターとしても着て頂けます。

color インディゴヘリンボーン
ブラックヘリンボーン
オートミールヘリンボーン

SIZE
price

S・M・L・XL・XXL
￥22,800（税込￥25,080）
delivery 8月予定

spec
▲

アルミ猫目ボタン
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オックスワークパンツ
生地は平織りでややボリュームのある10/8オックスです。ワークパンツらしくしっかりとした生地感で、穿き始めの質感、エイジングを重ねて
柔らかくなってきた時と、どちらも違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエストが微調整可能なウエスト裏の折り返し縫製仕様
（ウエスト出し約1インチ）、股下には穿きやすさと稼働率を広くする為、ダイヤマチを付けました。前身頃右前のベルトループのみ巾を細
く、ウォレットチェーンや懐中時計のフックを付けやすくし、右前にはウォッチポケットも付きます。ポケットにコイン等を入れる場合など、劣
化の進行が早い前ポケット袋スレーキ底部には生地を二重にあてて強度を上げ、トップボタン部分は傷を付けないようにホック仕様で
す。SWC500WPと同じ、やや細身の穿きやすいシルエットです。

■SWC500WP-OF
綿オックスワークパンツ

color ネイビー・グリーン・グレー
SIZE 28・30・32・34・36・38・40
price ￥17,800（税込￥19,580）
delivery 11月予定

spec
▲▲▲▲▲▲▲

10/8オックス生地
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
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レーシングジャケット

MVSポリエステル生地によるレーシングジャケットです。生地は毛羽の極めて少ないMVS系を使っ
た中肉厚のストレッチポンチを使用しています。型崩れや皺になりにくい素材で、且つ熱に強く乾きやすい特徴です。従来のポリエステル/レ
ーヨン混紡糸よりも、ピリングの発生を軽減したクリアな表面感と肌触りの良いソフトな風合いが特徴です。左胸にはSWC（Samurai WORK
CLOTHES）ロゴ刺繍が入り、ややゆったりとしたシルエットになります。軽い着心地になりますのでスポーツ等などにもご活用頂けます。

■SWCJS22-101
レーシングジャケット

color 杢グレー
杢ブラック

SIZE S・M・L・XL・XXL
price ￥24,800（税込￥27,280）
delivery 9月予定

spec

▲

▲▲▲▲▲

MVSポリエステル T/Rポンチ
Samurai WORK CLOTHESラベル
SWC刺繍
フライス編立て生地
YKKファスナー 日本製

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

オンブレチェック柄長袖開襟シャツ

オンブレチェック柄の長袖開襟シャツです。生地はCOTTON 100％の二色使いのオンブレチェッ
クです。肉厚ながら柔らかい肌触りの生地は着心地も良く、またオンブレチェック生地特有のグラデーションが特徴的なシャツです。ボタンはリングスナップボタンを
採用しており、ワークシャツならではのディテールも魅力のアイテムです。

■SWCOB22

オンブレチェック柄長袖開襟シャツ

color ブルー・イエロー
SIZE S・M・L・XL・XXL
price ￥23,800（税込￥26,180）
delivery ９月予定

spec

▲

▲▲▲▲▲

オンブレチェック柄生地
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
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〈HERRINGBONE DENIM〉

HAT＆WORKCAP＆HUNTING CASQUETTE
生地は約13ozインディゴヘリンボーンデニム、硫化染料によるブラックヘリンボーンデニ
ム、TOP糸によるオートミールヘリンボーンデニムの3色展開です。インディゴは色落ちす
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。オートミールは複数の色に染め分けた綿を混ぜ合わせ、一本に撚った生地で深い
色のミックス感とは一味違う雰囲気があり、ナチュラルな表情を演出してくれます。

spec

■SWC401DH-HB

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/13oz TOP糸オートミールヘリンボーンデニム
Samurai WORK CLOTHESラベル・ネーム/ワンウォッシュ済/日本製

4枚接ぎでアイレットが縦に2個付きます。フルブリムの形を変化させて被ることで色んなスタイルを楽しめます。持ち
運びも便利なワークハットで様々なシーンで活躍します。製品はワンウォッシュ済みです。

SWCヘリンボ-ンハット

color インディゴヘリンボーン
ブラックヘリンボーン

SIZE

L （約58cm～60cm）
XL（約60cm～62cm）
price ￥7,500（税込￥8,250）
delivery 6月予定

■SWC201MK22-HB
ワークキャップ

color インディゴヘリンボーン
ブラックヘリンボーン
オートミールヘリンボーン

左右のフラップ付ポケットに加え、バックにもマチ付ポケットが付きま
す。サイズ展開もご用意していますが、後ろ部分に菊穴を開けてい
ますので紐を通してサイズ調整も可能です。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ワークキャップです。製品はワン
ウォッシュ済です。

SIZE

M （約56㎝～58㎝）
L （約58cm～60cm）
XL（約60cm～62cm）
price ￥7,000（税込￥7,700）
delivery 6月予定

■SWC301CT-HB

SWCハンチングキャスケット

color インディゴヘリンボーン
ブラックヘリンボーン
オートミールヘリンボーン

SIZE

L （約58cm～60cm）
XL（約60cm～62cm）
price ￥8,500（税込￥9,350）
delivery 6月予定
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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あ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。

ハンチングキャスケット T/Cツイル生地（E-65% C-35%）による
ハンチングキャスケットです。生地は皺になりにくく速乾性にも優れ静電気
をシャットアウトしてくれる万能なTCツイルです。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を楽しめます。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あ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。

■SWC301CT-CE

SWC TCハンチングキャスケット

color ブラック、ネイビー、ベージュ
SIZE M （約56㎝～58㎝）
L （約58cm～60cm）
XL（約60cm～62cm）
price ￥8,000（税込￥8,800）
delivery 6月予定

spec
▲▲
▲▲

■SWCMB22

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

ミニバッグ

メッセンジャーバッグ

color グリーン・グレー
SIZE 縦約15㎝/6㎝×横約11㎝

丈夫で厚みがあり生地表面に糸の凹凸があるのが特徴な、10/8オックス生地のミニバックです。裏
地にはサムライジーンズ22SSの侍百虎柄ハワイアンシャツの生地を使用し、全体的に落ち着いたトーンの中にインパ
クトを取り入れました。iPhoneや財布、その他小物等を入れることができ、お洒落のプラスワンアイテムとしてもご使用
頂けます。

マチ約3㎝/1㎝
￥8,000（税込￥8,800）
delivery 10月予定

price

spec
▲▲▲▲

10/8オックス生地
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。
人気の410ダブルニーワークパンツのへビーダック
■SM410DBN-DUCK ブラウンダックダブルニーワークパンツ
仕様です。生地はオリジナルの15oz硫化染めセルビッチヘビーダックです。しっかりとした肉厚もありながら、硫化染めによるブラ
ブラウンダックダブルニーワークパンツ

color ブラウン
SIZE 28～36･38・40
price ￥25,000（税込￥27,500）

ウンカラーの色落ちも楽しめます。セルビッチ部分は自動車倶楽部デニムでお馴染みのブルーラメ耳になります。ボタンはお馴
染み自動車倶楽部タイヤボタン、日章ネームラベル、ポケットはパーツ柄スレーキを採用しています。シルエットはやや細身の穿
きやすいストレートシルエットです。＊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。

delivery 11月予定

spec
▲▲▲▲▲▲

P.26

15oz硫化染めへビーダックセルビッチ生地
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
自動車倶楽部日章ラベル
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済 / 日本製

P.27

ジャージ

肌ストレスを軽減する凹凸面の少ないポリエステル100％のニットスムース生地を使用。肉厚でやわらかく、
吸湿・速乾性にも優れています。デザインは【八相縁起】の信楽狸をイメージしました。八相縁起とは、信楽狸の笠・目・笑
顔・徳利・通い帳・大きなお腹・金袋・尻尾に、8つの縁起（心掛け）を表したものです。

■SCJS22-101
サムライ倶楽部ジャージ

color ベージュ・パープル
SIZE S・M・L・XL・XXL
price ￥19,800（税込￥21,780）
delivery ９月予定

spec
▲▲▲

ポリエステルスムース
WALDESコイルファスナー
日本製

メッセンジャーバッグ

15oz硫化染めヘビーダックと17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチ生地による万能型のショル
ダーバッグです。小旅行などでも使用できます。内側にも小物スペースがございます。ショルダー部分は調整可能になりますのでお好き
な長さに調整して頂けます。 ※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。

■SCDB22-DC/HC
メッセンジャーバッグ

color ブラウン（DC） ・ ヒッコリー（HC）
SIZE 縦約27cm×横約45cm
マチ約24cm

price

￥24,000（税込￥26,400）

delivery 1１月予定

spec
▲▲▲▲▲▲▲

P.28

15oz硫化染めセルビッチヘビーダック
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
銅製サムライリベット
自動車倶楽部ネーム
ノンウォッシュ
日本製

P.27

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。

25ozスペシャルセルビッチデニムを使用した国産スニーカーです。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。
サイドには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
インディゴデニムスニーカー
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、テープ部分は赤ラインが入る統一
性のあるデザイン仕様になっています。ハトメ部分は、セルビッチと同様のシルバー色、全体のステッチを赤
color インディゴ
price ￥25,000（税込￥27,500） 糸仕様としています。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。
注）デニム生地は、汗や雨なので生地が湿った場
delivery 6月予定

■SJ56LOW-D25oz

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。

spec
▲▲▲
▲▲▲▲▲

25ozスペシャルセルビッチデニム
バルカナイズ製法
隠しステッチ
（二本：外側）×小次郎（一本：内側）
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織りネーム
サムライピスネーム / 日本製

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

ソックス

デザイン性・ファッション性の高いソックスです。優しい肌触りが特徴の綿を中心とした素材で、汗を
しっかり吸収してくれるので、1日中さらっと心地よい履き心地です。
▲

【05H】

日本製

spec

▲

■SWCKS22-01/02/03H

＊【03H】【04H】【05H】は
新色（サムライ本店別注カラー）です。 SWCロゴ刺繡クルーソックス

SWCロゴ刺繍

color
price ￥2,200（税込￥2,420）
【01】ホワイト×レッド
delivery 5月予定
【02】ホワイト×ネイビー
【03H】ホワイト×オレンジ/ブルー

price

【01】ブルーグレー×エンジ ￥1,980（税込￥2,178）
【02】マンダリンブルー×イエロー delivery
【03】 ベージュ×ブラック
5月予定
【04H】ブラック×レッド
【05H】グレー×レッド
【04H】

ポリウレタン2％

▲

color

ポリエステル18％

▲

ローソックス

アクリル24％

▲

■SJKS22-01/02/03/04H/05H

綿56％

▲

＜共通＞ size フリー【男女兼用25～28cm】 spec

【03H】

【02】

【01】

【01】

【02】

【03】

P.28

P.29

