25oz
Model

スペシャル限定ジーンズ企画 「西国無双モデル」
サムライを代表する人気モデルS5000VXをベースに、生涯不敗と謳われ、秀吉と家康を魅了した柳川
城主・立花宗茂に焦点をあてた「西国無双モデル」です。風神と称された実父に加え雷神の娘と共に乱
世を渡った生涯など、ゆかりの深い“風神雷神”にちなんだ仕様を総柄スレーキや縫製カラー等に採用
しました。金松ノ木ボタンやコインポケットに付属する白ピスネームなど限定モデルにしか見られないディ
テールも魅力の一本。25ozデニム特有の迫力ある色落ちとアタリ感を堪能できるデニムです。

■S5000VX25oz-TM
西国無双モデル

color インディゴ
size 28～36・38・40

(レングス36inch)

spec
▲

▲

▲

▲

25ozスペシャルセルビッチデニム 風神雷神柄スレーキ 鉄製金松ノ木ボタン
銅製銭型リベット 専用革パッチ・フラッシャー シリアルナンバー入り SAMURAI織ネーム
やや細身ストレート ノンウォッシュ 日本製

▲

▲▲

▲▲▲

P02

25oz

price ￥ 33,800（税込￥37,180）
delivery 5月予定

P01

■S520XX18oz-SB

スペシャル限定：インディゴ×ブラック荒影モデル

color インディゴ×ブラック delivery 3月予定
size 28～36・38・40 （レングス34inch）
price ￥31,800（税込￥34,980）

「スペシャル限定：インディゴ×ブラック荒影モデル」
陰に潜む忍をイメージして、派手やかで荒々しい表面に対し、潜む影を意味して
裏が黒のデニムを新たに作成しました。忍び装束をイメージして、太ももがやや
ゆったりしてテーパードのきいたS520XX21ozのシルエットを採用しています。

スペシャル限定ジーンズ企画「荒影モデル」です。
経糸は特スラブのインディゴ糸、緯糸には硫化染料で染めた黒の
糸を使用しています。ポケットスレ-キには、今シーズンで作成した手
裏剣を採用、下部は二重にして、より強固な仕様にしており、バック
ポケット内側は手裏剣生地に隠しカモメの刺繍が施され、着用とと
もにその姿が現れます。そのほか、隠し仕様のSAMURAI織りネー
ムや、黒塗装の日の出ボタンなど、「忍」をイメージした限定モデル
となっています。

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲▲

18ozスラブ荒影セルビッチデニム
手裏剣プリントデニムスレーキ
手裏剣千鳥生地
黒塗装日の出ボタン
銅製銭型モデルリベット
専用革パッチ・フラッシャー
SAMURAI織ネーム
リラックステーパード
日本製

■S5000VX17oz-22TR
スペシャル限定：寅年モデル

color インディゴ
delivery 6月予定
size 26～36・38・40 （レングス約36inch）
price ￥22,000（税込￥24,200）

寅

<スペシャル限定ジーンズ企画＞
“干支シリーズ・寅年モデル”

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。3作目「寅年」の本モデルは、2022年とかけて「特別
価格￥22000（税抜）」、ベースはサムライを代表する人気ストレー
ト「零モデルS5000VX（旧型）」、デニムは17oz武士道特ザラセ
ルビッチ仕様です。旧型と同じ赤ピスネーム仕様、更に、寅年をイ
メージした「黄黒」仕様を随所に取り入れており、黄色塗装の鉄製
松ノ木ボタン、虎柄の袋布、黄色糸黒糸を基調とした縫製仕様な
ど、見どころのあるモデルとなっております。

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲▲

17oz武士道セルビッチデニム
オリジナル虎柄スレーキ
黄色塗装鉄製松ノ木ボタン
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
赤ピスネーム
やや細身ストレート
ノンウォッシュ / 日本製

P.02
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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、綿花の栽培現場では有
害な化学肥料、除草剤などの大量使用による土壌汚染や生産農家
への健康被害などの問題が深刻化しており、このことを解決でき
るオーガニックコットンが今、世界的に注目されている。
我々は、たとえ微力でも次の世代のために地球環境に配慮した
何かができないかという思いから「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。

他の品種に比べて
繊維が短いのが特徴︒

〝和綿〟

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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■S710SC-KI

サムライコットンキナリシリーズ

color ナチュラル
delivery 2月予定
（レングス36inch）
28～36・38・40
size
price ￥27,800（税込￥30,580）
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

■SA051J-2022
MADE IN JAPAN

サムライコットンジーンズ

color インディゴ
delivery 4月予定
size 28～36・38・40 （レングス約36inch）
price ￥70,000（税込￥77,000）
自家製綿サムライコットンモデル「SA051J」の登場です。デニムは
零モデルでお馴染み17oz特ザラ武士道セルビッチをベースに、緯
糸をサムライコットンで紡績した糸による「17oz侍魂セルビッチ」
です。ザラ感を持ちながらもサムライコットンのしなやかな風合いを
楽しめます。シルエットはやや細身シルエットで、デザイン・仕様は
初代サムライコットンジーンズS000JPCをベースとしています。

spec
▲▲▲▲▲▲▲

侍魂17ozセルビッチデニム
サムライコットンスレーキ
純銀鍍金鉄製サムライコットンボタン
専用革パッチ・フラッシャー
サムライコットンネーム
やや細身のストレート
ノンウォッシュ / 日本製

P.04
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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・栗色
size S・M・L・XL・XXL

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。また、「黒豆色」「栗色」は、天
然染料を京草木染の手法で、黒グレー系、ベージュ系の色に製品染めしています。
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 4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

■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 4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
貝ボタン
日本製

■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 4月予定

spec
▲
▲▲▲

P12

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
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■SJ42DP17oz
17ozデニムトラウザーズ

SJ42DP
★ Japanese-made indigo denim 100%
★ Shrinks to a snug fit
★ Reinforced at points of strain
★ Made in Osaka,Japan

color インディゴ
delivery 5月予定
size 28～36・38・40
price ￥23,000（税込￥25,300）

17ozデニムトラウザーズ
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。

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

■SJ48CP

へビィーチノワイドトラウザーズ

color カーキ
delivery 2月予定
size 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
price ￥24,800（税込￥27,280）

へビィ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ィ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
▲▲▲▲▲▲▲▲

P06

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
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■S310SPII

ジーンズショートパンツ

color インディゴ・カーキ
size 28～36・38・40
price ￥19,800（税込￥21,780）
delivery 4月予定
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。
生地は零シリーズの17oz武士道セルビッチデ
ニム・SJ42CPでお馴染みの15ozセルビッチ
ヘビィーチノを使用しています。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、スレーキは家紋ジャガードを使いまし
た。SAMURAI織ネーム、影武者ステッチ仕様
です。ややタイトなウエスト感になります。

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲▲

17oz武士道セルビッチ
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
ワンウォッシュ済
日本製

■S002SP

倭モデルショートパンツ

color インディゴ
size 28～36・38・40
price ￥20,000（税込￥22,000）
delivery 3月予定
倭モデルショートパンツです。生地は倭モデルの15oz
倭魂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、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と比べて股下はやや短くなっています。や
やタイトなウエスト感になります。

spec
▲▲▲▲▲▲▲▲

15oz倭魂セルビッチデニム
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
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＜藍絣＞オリジナル市松柄絣 spec〈共通〉 藍枷染め市松絣生地 / ワンウォッシュ済 / 日本製
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。

■SJSP22-IK

←

＊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。

藍格子
← 藍シマ

藍シマ

藍市松絣イージーショーツ

color 藍シマ・藍格子
size XS(28)・S(30)・M(32)・L（34）
XL(36)・XXL(38)・XXXL(40)

price ￥16,000（税込￥17,600）
delivery 3月予定
藍絣生地のイージーショートパンツです。
ウエスト部の後ろ半身にはゴムを入れ、ジッ
パー仕様を採用しているので楽に着用ができ
るようになっています。膝上のショート丈で、腰
回りには余裕を持たせた綺麗なシルエットに
なっています。

藍格子

spec
▲
▲▲▲▲▲

インディゴコットン
ダンガリー
ナット釦
ウエストゴム
ウエストコード
サムライ上段ネーム
ジッパーフライ

■SOS22-S03
藍シマ

藍市松絣オープンカラーシャツ

color 藍シマ・藍格子 delivery 4月予定
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥20,800（税込￥22,800）
シンプルなワンポケットのオープンカラーシャツです。
ボタンは猫目デザインの鋳物製です。

spec
▲

猫目キャストボタン / 日の丸ネーム

藍格子
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■SJSP22-DO

インディゴドビーオックスのイージーショートパンツです。
生地は、経に16/-の糸を4本・10/-の糸を3本引き揃えて、打ち込みを入れて織られたヘビィー
インディゴドビーオックスイージーショーツ
ドビーオックスです。経糸緯糸ともにインディゴロープ染色の糸を使用しているため、着用により
color インディゴ
delivery 3月予定 徐々に退色していきます。ウエスト部の後ろ半身にはゴムを入れ、ジッパー仕様を採用しているの
で楽に着用ができるような仕様になっています。膝上のショート丈で、腰回りには余裕を持たせた
size XS(28)・S(30)・M(32)・L（34）
綺麗なシルエットです。
XL(36)・XXL(38)・XXXL(40)

price ￥16,000（税込￥17,600）
spec
▲▲▲▲▲▲▲▲▲

オリジナルヘビィードビーオックス
インディゴコットンダンガリー
ナット釦
ウエストゴム
ウエストコード
ジッパーフライ
サムライ上段ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

裂き織りトラッカーズジャケット
裂き織り生地とインディゴドビーオックスによるトラッカージャケットです。
裂き織りは繊維製品が貴重だった江戸時代に起源があるといわれており、現代まで引き継がれている伝統的な
手織り生地です。傷んだり不要になった布を裂き、緯糸に再利用して生地を織ったことからそう呼ばれます。サム
ライジーンズでは、製品がつくれないほど半端に余ったオリジナル生地などをかき集め、それを裂いて緯糸に使用
しています。また、経糸は丈夫で太いタコ糸を採用、武骨な印象を与えてくれています。裂いた糸による手織りの
生地は一点一点異なり、柄の出方にはバラつきが出ますが、温かみのある表情に仕上がっています。今回は、さら
にサムライジーンズらしく、上から手染めでインディゴに染めあげております。身頃は、インディゴロープ染色の糸
によるオリジナルヘビィードビーオックスを採用、長年の着用による経年変化が楽しみな一着になっています。シル
エットは、ややゆとりを持たせたボックスシルエットにしています。
＊裂き織り生地の性質上、

■S5552SR22

裂き織りトラッカーズジャケット

一点ごとに柄のバラつきが
見られます。また手織りの
生地ですので、手洗いを
推奨します。

color インディゴ
size 36・38・40・42・44
price ￥42,000（税込￥46,200）
delivery 7月予定

spec
▲▲▲▲▲▲

オリジナルヘビィードビーオックス
インディゴ染め裂き織り
黒塗装メタルボタン
バックルバック
日の丸ネーム
ワンウォッシュ済 / 日本製

＊インディゴ染め生地の為、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。また、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。

P09
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/ 日の丸ネーム
＜藍刺し子＞オリジナル藍染め刺し子ストライプ生地 spec〈共通〉 枷染め藍浅葱刺し子ストライプ生地
ワンウォッシュ済 / 日本製

枷染めで浅葱色に染めた糸を使ったオリジナルの藍染め刺し子ストライプ生地を使用しています。特殊なオリジナル柄の刺し子生地は、染織工場の
協力のもと再現することができた無二の生地です。淡い藍の色（浅葱色）を採用することで清涼感ある生地にも仕上がっており、経年による色の変化
も楽しむことができます。
＊藍の枷染め（手染め）の糸による生地の為、色の濃淡
浅葱
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。
藍刺し子ストライプワークシャツ
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
color 浅葱・白
染する可能性があります。また、強く擦られた場合に
size XS・S・M・L・XL・XXL
も同様に他の衣料に移染する可能性がありますので
price ￥24,800（税込￥27,280）
ご注意下さい。
3月予定

■SSS22-SSK
delivery

藍浅葱刺し子生地による長袖ワークシャ
ツです。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、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。ボタンは
ナット製です。

spec

白

▲▲

ナットボタン
ギャランティーチケット

浅葱

白

■SOS22-S01

藍刺し子ストライプオープンカラーシャツ

color 浅葱・白
delivery 4月予定
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥20,800（税込￥22,800）
シンプルなワンポケットのオープンカラーシャツです。
ボタンは猫目デザインの鋳物製です。

spec
▲

P10

猫目キャストボタン

P.07

＜藍絣＞オリジナル枷染め藍絣ストライプチェック

枷染め藍絣ストライプチェック生地 / 日の丸ネーム

spec〈共通〉 ワンウォッシュ済 / 日本製

生地は藍の枷染めの糸を使ったオリジナルの絣生地です。ドビー織機によって所々経糸を飛ばして細かい柄を織りあげ、洗いをかけたときの縮みを利
用してシボ感を強く出した独特のシャリ感をもつ特殊生地です。濃い藍をベースに等間隔に浅葱糸をいれたストライプ（藍シマ）と、更に横にキナリ糸
をいれたチェック（藍格子）の2色展開となります。経年によって、清涼感ある生地は柔らかくなっていき、また、藍染め特有の色の変化も楽しむことが
できます。（藍の枷染め・手染めにつき左頁の注意事項参照。）
藍シマ
藍格子

■SSS22-KSR

藍絣ストライプチェックワークシャツ

color 藍シマ・藍格子
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥24,800（税込￥27,280）
delivery 3月予定
藍絣ストライプチェック生地による長袖
ワークシャツです。
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、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。ボタンはナット
製です。

spec
▲▲

ナットボタン
ギャランティーチケット

藍シマ

藍格子

■SOS22-S02

藍絣ストライプチェックオープンカラーシャツ

color 藍シマ・藍格子 delivery 4月予定
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥20,800（税込￥22,800）
シンプルなワンポケットのオープンカラーシャツです。
ボタンは猫目デザインの鋳物製です。

spec
▲

P10

猫目キャストボタン

P.11

■SSS22-SHR

インディゴ手裏剣ワークシャツ

手裏剣柄プリントデニムを使用した長袖ワークシャツです。8ozインディゴ×ブラックデニム（濃イン
ディゴ）と、8ozライトインディゴ×ホワイトデニム（淡インディゴ）にオリジナルの手裏剣ストライプ柄を
プリントした生地を使用しています。着込む事でインディゴ特有の変化も楽しめます。シャツはヴィン
テージワークの要素をふんだんに取り入れたデザインで、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。ボタンはメタル製です。

▲

color 濃インディゴ・淡インディゴ
size XS・S・M・L・XL・XXL
注)この製品は濃紺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
price ￥23,800（税込￥26,180）
あります。また、強く擦られた場合にも同様に他の衣料に移染する可能性がありますのでご注意下さい。
注)細かいプリント柄になりますので、お洗濯などで若干のプリント剥がれが起こる場合がございます。
delivery 2月予定
spec
濃インディゴ
淡インディゴ

▲
▲▲▲▲▲

8ozインディゴ×ブラックデニム
（濃インディゴ）
8ozライトインディゴ×ホワイトデニム
（淡インディゴ）
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

■SSA22-UW

牛若丸家紋柄ハワイアンシャツ

color ネイビー×ホワイト
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥22,000（税込￥24,200）
delivery 5月予定
spec

2021AW限定デニム“牛若丸モデル”のポケット袋に使用される牛若丸家紋柄オープン
シャツです。牛や燕に加えて“源平”や奥州藤原氏の家紋をモチーフに独自のアレンジを加えた、オリ
ジナル生地です。綿100％の生地にプリントを施した生地は適度な肉厚感があり、
水洗い可能な扱いやすい生地です。
ボタンはウッド製、織りネームはサムライ織ネームと和柄シャツ用の花札デザインです。

▲▲▲▲▲▲

牛若丸家紋柄スレーキ
ウッドボタン
花札ネーム
SAMURAI織ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

P.12

P.13

侍百虎柄ハワイアンシャツ
百虎柄デザインのオリジナル生地によるハワイアンシャツです。ビンテージアロハでも名作といわれる百虎柄を
サムライなりの解釈で仕上げました。迫力のある虎を密に並べ、虎の毛並には部分的に三つ巴印とSAMURAI JEANSの文字を入れました。また、背景は70年代後半頃のタイガースのユニフォームからヒントを得たス
トライプのデザインを入れています。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。ボタンはウッド製、織りネームは和柄シャツ用の花札デザインです。

■SSA22-HT

侍百虎柄ハワイアンシャツ

color ブラック・ネイビー
size XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥22,000（税込￥24,200）
delivery 5月予定

spec
▲▲▲▲▲

侍百虎柄綿サテン生地
ウッドボタン
花札ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

P10

P.13

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

color ホワイト・ブラック・ネイビー・モスグリーン
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

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。

SJST-PCMII

SJST-M

ー無地ポケットＴシャツー

ー無地Ｔシャツー

SAMURAI織りネーム

price
￥7,000

price
￥5,500

（税込￥7,700）

（税込￥6,050）

delivery

delivery

4月予定

3月予定

SJST22-101
刺繍

price
￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
3月予定

SJST22-102
price
￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
3月予定

SJST22-103
price
￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
3月予定

P.14

P.13

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

color ホワイト・ブラック・ネイビー・モスグリーン
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

SJST22-104
price
￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
3月予定

SJST22-105
price
￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
3月予定

Recycled cotton 2PAC Tank top
ーリサイクルコットン2枚組タンクトップー

■SJ2PST-TT

P.14

color ホワイト・ブラック・ネイビー delivery 5月予定
size S・M・L・XL・XXL
price ￥7,000（税込￥7,700）
spec ＜共通＞19/-リサイクルコットン天竺・二本針バインダーネック・丸胴・日本製

P.15

リペンインレイ吊編Tシャツ

color アイボリー・スミクロ・オレンジレッド・ベージュ
size S・M・L・XL・XXL
spec ＜共通＞18/- リペンコットン吊編インレイ・二本針バインダーネック・日本製

熟成綿を吊編み機でインレイ編みしたTシャツです。圧縮されて塊となって運搬される綿を30～50日間、温度と湿度が管理された部屋でゆ
っくりと熟成させることで、本来持っているふっくらとした綿の繊維を復元することが可能になります。その綿を紡績した特殊糸を使用してお
り、和歌山の吊編み機にて編みたてています。
通常、1時間に1ｍしか編むことができないとされ、手間のかかる吊編み機ですが、この糸の特徴を活かしたままハイゲージでインレイ編みを
行う場合、1時間に48ｃｍほどしか編みたてることができません。非効率かつ量を作れない生地ではありますが、その代わりに得た、柔らかく
しっとりとした肌触り、かつ天竺よりも厚みもあって伸びにくい吊り編み生地が完成しました。
シルエットも考慮し、吊編み機での編立てですが、脇を割った仕様にしています。

SJST22-106
price
￥9,200

（税込￥10,120）
XXL：

￥10,700

（税込￥11,770）

delivery
4月予定

SJST22-107
price
￥9,200

（税込￥10,120）
XXL：

￥10,700

（税込￥11,770）

delivery
4月予定

SJST22-108
price
￥9,200

（税込￥10,120）
XXL：

￥10,700

（税込￥11,770）

delivery
4月予定

SJST22-RIM
無地クルーネック
price
￥8,200

（税込￥9,020）
XXL：

￥9,700

（税込￥10,670）

delivery
4月予定

P.16

P.15

人気の零モデルS5000VXIIをイメージしたデニムワークキャップです。生地は「17oz武士道セルビッチ」を使用しており、17オンス零ならではザラ感
の強いデニムで激しい色落ち・アタリ感が期待できます。縫製はS5000VXⅡと同等の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
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特有の表情を楽しめるアイテムです。

■SJ201WC-5000VX17oz

17ozデニムワークキャップ

17ozデニムワークキャップ

color インディゴ
size FREE
price ￥7,000（税込￥7,700）
delivery 5月予定
spec
▲▲▲▲▲▲

17oz武士道セルビッチデニム
鉄製松ノ木ボタン
サムライ上段ネーム
零17ozネーム
ワンウォッシュ済
日本製

新型アビエイターキャップです。生地は「15oz刀耳セルビッチデニム」を使用しています。インディゴデニム特有の経年変化を楽しんで頂けます。仕様
は男気15ozシリーズのジーンズと同等の縫製糸を使用しており、パネルは4枚、ブリムは少し長めで八本ステッチ、庇裏はチェーンステッチが入りま
す。シルエットはやや深めで使い込む程に特有の表情を楽しめるアイテムです。庇に芯材は入れていないので、折りたたんで持ち運ぶ事もでき、バイ
クを乗る際にヘルメットの下にも被れるように致しました。

■SJ201BA22-15oz

15ozデニムアビエイターキャップ

15ozデニムアビエイターキャップ

color インディゴ
size ONE SIZE
（約58cm～約60cm）
￥6,500（税込￥7,150）

price
delivery
spec

6月予定

▲▲▲▲▲

男気15oz刀耳セルビッチデニム
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

（濃インディゴ）と、8ozライトインディゴ×ホワイトデニム（淡インディゴ）にオリジナルの手裏剣ストライプ柄をプリントした生地を使用しています。
被り心地は若干浅めで後ろにはサイズ調整用ゴムを入れています。庇は柔らかい芯材を入れていますので額やこめかみ周りが痛くならないようにして
います。芯材は形状記憶素材の為、原型のラウンドを崩しにくいです。庇裏とビンカワ部分にはそれぞれ別カラーの切り替え仕様にしており、2色の経
年変化による色落ちを楽しんで頂ける商品となっています。

■SJ202WC-SHR

インディゴ手裏剣ワークキャップ

color 濃インディゴ・淡インディゴ
size FREE
price ￥7,000（税込￥7,700）
delivery 4月予定
spec
▲
▲
▲▲▲▲

8ozインディゴ×ブラックデニム
（濃インディゴ）
8ozライトインディゴ×ホワイトデニム
（淡インディゴ）
日の丸ネーム
ギャランティーチケット
SAMURAI織ネーム
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。注)細かいプリント柄になりますので、お洗濯などで若干のプリント剥がれが起こる場合がございます。

P.16
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ランダムデニム

ベースボールキャップ＆ハンチング

color インディゴ
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
サムライ織ネーム / ワンウォッシュ済 / 日本製

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ランダムに使用しています。
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。
※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。

■SJ101BC-RD

ランダムデニムースボールキャップ

新型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です。

color インディゴ
size FREE
price ￥7,000（税込￥7,700）
delivery 4月予定

■SJ301HN-RD

15ozデニ

ランダムデニムハンチング

size

M（約56㎝～58㎝）
L（約58㎝～60㎝）
XL（約60㎝～62㎝）
￥8,500（税込￥9,350）

price
delivery
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ランダムデニムシリーズ第3弾ハンチングキャップです。6枚接ぎのSAMURAI定番のハンチングをベースとして
います。サイズはM～XLまで3サイズ展開、シルエットは浅すぎず深すぎないシルエットです。

4月予定

P.17

Bridle leather belt
■A107HS

UKブライドルレザーベルト

color ネイビー・ナチュラル・レッド
30・32・34・36・38・40
size
￥23,800（税込￥26,180）
price
delivery 2月予定
spec

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

▲▲▲

UKブライドルレザー
真鍮製尾錠
日本製

Wallet
■SJMW22-01

ヘビィーレザー×デニムインレイミドルウォレット
color ナチュラル・ブラック
size W10cm×H17cm×D3cm
price ￥48,000（税込￥52,800）
delivery 5月予定

17oz武士道セルビッチデニムと国産姫路レザーを使用したミドルウォレットです。デニム特有の色
落ちやアタリ感が味わえるインレイ部分には5番の蠟引き糸でサムライ新カモメステッチを施し、アク
セントとしました。ウォレット全体で使い込むほどに深い風合いと独自の経年変化を味わえるアイテ
ムです。内部はカード入れ、コインポケット、札入れ等、収納力があり、ミドルウォレットらしくバックポ
ケットにも収まりやすいサイズに仕上がっております。※革本来の細かなキズ、スレや色ムラ、厚みなど
に多少ばらつきがある場合がございますが、これは天然革を使用している証ですのでご留意ください。

spec
▲▲▲▲

17oz武士道セルビッチ
国産姫路レザー
SAMURAIピスネーム
日本製
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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。

■SJ56LOW-D25oz

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）

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。

delivery 6月予定

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ローソックスです。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。
■SJKS22-01/02/03
【02】マンダリンブルー×イエロー
color 【01】ブルーグレー×エンジ
【02】マンダリンブルー×イエロー
【03】 ベージュ×ブラック
size フリー【男女兼用25～28cm】
price ￥1,980（税込￥2,178）
delivery 5月予定

【03】 ベージュ×ブラック

spec
▲▲▲▲▲

綿56％
アクリル24％
ポリエステル18％
ポリウレタン2％
日本製
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【01】ブルーグレー×エンジ

P.19

■SJRTB22

■SJDSS22-D16oz/CN 芸者モデルでお馴染みの16ozお色気
セルビッチデニムと、15oz刀耳硫化染
デニム・ヘヴィーチノサコッシュ

color インディゴ・カーキ
size 縦約18㎝×横約25㎝
【紐140㎝】

price ￥8,800（税込￥9,680）
delivery 4月予定
spec

▲▲

▲▲▲▲▲▲▲

▲

デニムパンツを解体・再構築して作成し
た手持ちミニトートバック。
リメイクミニトートバッグ
使用される生地やボタンなどのパーツ・
color インディゴ
縫製カラーはランダムに使用しており、
size H約18㎝×W上部約25㎝ 1点1点異なった色落ちやアタリといった
W底部16㎝×D底部約9㎝ 経年変化を堪能できるアイテム。財布や
price ￥11,000（税込￥12,100）携帯電話など、身の回りの小物を入れ
delivery 5月予定
たお出かけに使いやすいサイズです。
※ランダムに生地を使用しているアイテ
ムの特性上、使われるデニムにより製品
spec
にバラツキが生じます。
サムライオリジナル
セルビッチデニム
SAMURAI日の丸ネーム
SAMURAI織ネーム / 日本製

16ozお色気セルビッチデニム
15oz刀耳硫化染めセルビッチヘヴィーチノ
諸行無常スレーキ
日の丸ネーム
サムライスナップボタン
YKKファスナー
日本製

めセルビッチヘヴィーチノを使用した新
型サコッシュです。本体にファスナーが付
属し、表側にスナップボタンが付き2段階
で収納可能です。肩掛け部分は調整機
能を施しているため、短く長く調整可能
で幅広いスタイルに対応しています。
スマートフォン・鍵・小物等が入る仕様と
なっています。

CN
D16oz

■SJDP22-18oz

18ozスラブ誠セルビッチデニム小型ポーチ

P.10

【紐135㎝】

price ￥6,800（税込￥7,480）
delivery 3月予定
spec
▲▲▲▲▲

18ozスラブ誠セルビッチデニムを使用し
たデニムポーチです。デニムは共通の
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、洗いこむ事により増して
いきます。
また、2021SSの新選組誠モデル・池田
屋事件モデルのバックポケットデザインに
使用した浅葱とキナリのステッチ糸をデザ
インも取り入れており、経年変化により色
落ちを楽しめる仕様になっています。
肩掛け部分は調整機能を施しているた
め、短く長く調整可能で幅広いスタイルに
対応しています。iPhone・鍵・小物等が入
る仕様となっています。サイクリングやアウ
トドアにもご使用頂けるアイテムです。

color インディゴ
size 横約17㎝×縦約13㎝

18ozスラブ誠セルビッチデニム
SAMURAI織ネーム
YKKファスナー
諸行無常スレーキ
日本製
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裂き織りポーチ
裂き織り生地と17ozブラックブラックセルビッチデニムによるポーチです。
裂き織りは繊維製品が貴重だった江戸時代に起源があるといわれており、現代まで引き
継がれている伝統的な手織り生地です。傷んだり不要になった布を裂き、緯糸に再利用し
て生地を織ったことからそう呼ばれます。サムライジーンズでは、製品がつくれないほど半
端に余ったオリジナル生地などをかき集め、それを裂いて緯糸に使用しています。また、経
糸は丈夫で太いタコ糸を採用、武骨な印象を与えてくれています。裂いた糸による手織り
の生地は一点一点異なり、柄の出方にはバラつきが出ますが、温かみのある表情に仕上
がっています。今回は、さらにサムライジーンズらしく、上から手染めでインディゴに染めあ
げています。身頃には色落ちしにくい17ozブラックブラックセルビッチを使用。裂き織りとと
もに、長い時間をかけて徐々に変化していきます。

■SJDB22-SR
裂き織りポーチ

color ブラック
size 横約17㎝×縦約14㎝
price ￥22,000（税込￥24,200）
delivery 6月予定
spec
▲▲▲▲▲▲

17oz ブラックブラックセルビッチデニム
インディゴ染め裂き織り
刺し子
日の丸ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

＊ インディゴ染め生地の為、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。また、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。
＊ 裂き織り生地の性質上、一点ごとに柄のバラつきが見られます。また手織りの生
地ですので、手洗いを推奨します。

■SJPINS22-01/02
ピンバッチ

size 【01】フラッシャー型

〈縦約3.5㎝×横約2㎝〉

【02】丸型

〈直径約1.7㎝〉

▲▲▲▲▲

01：17oz新零モデルフラッシャーデザイン
02：サムライ太鼓ボタンデザイン
ステンレス製
エポキシ樹脂
日本製
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■SJ-BANNER-17VX 人気デニム「17oz武士道セルビッチデニ
ム」を使用したデニムバナーです。やや大
零モデルデニムバナー

color インディゴ
size 横約59㎝×縦約83㎝
price ￥12,800（税込￥14,080）
delivery 即納
spec
▲▲▲

price ￥1,700（税込￥1,870）
delivery 2月予定
spec

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17oz新零モデルのフラッ
シャー（01）とサムライ太鼓ロゴマーク
（02）の2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。

きめで飾って頂くには良いサイズ感になっ
ています。17oz零シリーズのフラッシャー
デザインをモチーフとしました。

17oz武士道セルビッチデニム
プリント入り
日本製

P.18

■SWC510DBN-CE
ダブルニーワークパンツ

T/Cツイル生地（E-65% C-35%）のよる新型ダブルニーワークパンツです。
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。
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を楽しめます。

color ブラック・ネイビー・ベージュ
SIZE 28・30・32・34・36・38・40
（レングス32inch）
price ￥16,000（税込￥17,600）
delivery 5月予定

spec
▲▲▲▲▲▲

T/Cツイル生地（E-65% C-35%）
Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・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

仕様にも拘り、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
付けています。
今回は、膝部分をダブルニー仕様とし
ており、後身頃右にはツールポケットを
付けました。前身頃右のベルトループの
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ており、右前に
はウォッチポケットも付きます。また、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
底部に生地を二重にあてて強度を上
げています。トップボタン部分は傷を付
けないようにホック仕様としています。
シルエットは500WPと比べて渡りと股上
はやや大きく、穿きやすいレギュラースト
レートになっています。

■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㎝）

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。

L （約58cm～60cm）
XL（約60cm～62cm）
price ￥8,000（税込￥8,800）
delivery 6月予定

spec
▲▲▲▲

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
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〈HERRINGBONE DENIM〉
ーMONKEY PANTSー
左右の大きなマチ付きのカーゴポケットに加え、特徴的なバックの大きなヒップポケットが付きます。ガスフ
ラップ付きのボタンフライで、ウエスト部分には荷物の重みでパンツがずり落ちるのを防ぐために採用された
サスペンダー用の菊穴を前後に配し、裾裏には紐を通す為のハトメを付け、仕様にはこだわりました。シ
ルエットは裾にかけてテーパードがかかったルーズフィットタイプです。

■SWC440MP-HB
モンキーパンツ

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

28・30・32・34・36・38・40（レングス32inch）
￥21,000（税込￥23,100）
delivery 5月予定

spec
▲

13スターメタルボタン

P.24

〈HERRINGBONE DENIM〉
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。

【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/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

ーHAT＆WORKCAP＆HUNTING CASQUETTEー

■SWC401DH-HB

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

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。

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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TCウェザーによる切り替え半袖ワークシャツです。生地は、TCウェザー（E-65%／C-35%）
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。2ポ
ケット上に2つファスナーが付属し収納力を備えた仕様になります。右胸にはSWC（Samurai WORK CLOTHES）ロゴ
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。

■SWCWS22-CE

TCウェザーロゴ刺繍半袖ワークシャツ

color ネイビー・ミドルグリーン
SIZE S・M・L・XL・XXL
price ￥17,800（税込￥19,580）
delivery 4月予定

spec
▲▲▲▲▲▲▲

T/Cウェザー生地（E-65%／C-35%）
Samurai WORK CLOTHESラベル
ラバーボタン
YKKファスナー
SWCロゴ刺繍
ワンウォッシュ済
日本製

T-SHIRTS
【共通SPEC】 14/-台丸ヘヴィーオンス天竺/3本針バインダーネック/丸胴/Samurai WORK CLOTHESラベル・ネーム/日本製
color ホワイト・ブラック SIZE XS・S・M・L・XL・XXL

■SWCT-101

ポケットT

■SWCT-102

ネーム縫い付け

price ￥7,000（税込￥7,700）

price ￥7,000（税込￥7,700）

delivery 3月予定

delivery 3月予定

■SWCT-103

※横振り刺繍とは、針が左右に動く横振りミシンを
横振り刺繍
リフレクタープリント 使って図案を見ながら職人の手で直接生地に柄を

price ￥7,500（税込￥8,250）
delivery 4月予定
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起こす日本独自の技法で、手振り刺繍とも呼ばれます。
横振りミシンは、足元のペダルを踏み込む強さによって
刺繍の振り幅が変化します。全てが一点モノです。

■SWCKS22-01/02
SWCロゴ刺繡クルーソックス

color 【01】ホワイト×レッド
【02】ホワイト×ネイビー

SIZE 25㎝～28㎝ 【男女兼用】
price ￥2,200（税込￥2,420）
delivery 5月予定

spec
▲▲▲▲▲▲

綿56％
アクリル24％
ポリエステル18％
ポリウレタン2％
SWCロゴ刺繍【横約2.5㎝×縦約1.5㎝】
日本製

デザイン性・ファッション性の高い
SWCロゴ刺繍クルーソックスです。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。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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。

■SM410DBN-HC

ダブルニーワークパンツ・ヒッコリー

color インディゴヒッコリー
SIZE 28～36･38・40
price ￥25,000（税込￥27,500）

ダブルニーワークパンツ・ヒッコリー 人気の410ダブルニーワークパンツのヒッコリー版です。
生地はムラ糸による17ozのインディゴヒッコリーセルビッチデニムです。インディゴヒッコリーならではの特徴的な
経年での色落ち・アタリ感を楽しめます。

delivery 3月予定

spec
▲▲▲▲▲▲

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
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

仕様は、お馴染みの鉄製タイヤボ
タン、パーツ柄スレーキなど、サムラ
イ自動車倶楽部としてのデティール
になります。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です。

自動車倶楽部半袖ガススタシャツ
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。生地は堅牢なT/C 45/2ウェザーです。着
込めば着込む程に風合いが増し愛着が湧いてきます。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が
湧き、遊び心のあるものとなっています。今回は豪華仕様でオリジナルワッペンが両胸・両袖に付きます。右胸に
「MOTOR SMGS」、左胸に「sm-gs-co MOTORCLUB PRODUCTS」が付き、右袖に「NATIONAL MOTOR
SMGS GASOLINE」、左袖には「SM-GS-CO MOTOR OIL」が付きます。バックにはラバープリントでオリジナル
デザインが入ります。ボタンはお馴染みのラバー製で、安全性に優れ大事な愛車など傷付けにくい仕様になって
います。製品はワンウォッシュ済です。

■SMGS22

自動車倶楽部半袖ガススタシャツ

color ベージュ
SIZE XS・S・M・ L・ XL・XXL
price ￥20,000（税込￥22,000）
delivery 3月予定

spec
▲▲▲▲▲▲▲
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ポリエステル65％ 綿35％
自動車倶楽部ネーム
オリジナルワッペン
ラバーボタン
プリント入り
ワンウォッシュ済
日本製
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HEAVY WEIGHT T-SHIRT
ー オリジナルヘビィ-ウエイトTシャツ -

color ホワイト・ブラック・ネイビー・モスグリーン
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
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。

SCT22-101
price
￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
3月予定

SMT22-101
price
￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
3月予定

SMT22-102
price
￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
3月予定

MCT22-101
price
￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
3月予定
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HEAVY WEIGHT T-SHIRT
ー オリジナルヘビィ-ウエイトTシャツ -

color ホワイト・ブラック・ネイビー・モスグリーン
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

MCT22-102
price
￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
3月予定

SUT22-101
price
￥7,000

（税込￥7,700）

delivery
3月予定

リアルレーシング コラボ T-SHIRT
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。

■SMT22-104 リアルレーシングコラボTシャツ
color ホワイト・ブラック・ネイビー
SIZE XS・S・M・L・XL・XXL
price ￥7,000（税込￥7,700）
delivery 3月予定
spec
▲▲▲▲
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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

P.29

リペンインレイ吊編Tシャツ

color アイボリー・スミクロ・オレンジレッド・ベージュ
size S・M・L・XL・XXL

spec ＜共通＞18/- リペンコットン吊編インレイ・二本針バインダーネック・日本製
熟成綿を吊編み機でインレイ編みしたTシャツです。圧縮されて塊となって運搬される綿を30～50日間、温度と湿度が管理された部屋でゆ
っくりと熟成させることで、本来持っているふっくらとした綿の繊維を復元することが可能になります。その綿を紡績した特殊糸を使用しており、
和歌山の吊編み機にて編みたてています。
通常、1時間に1ｍしか編むことができないとされ、手間のかかる吊編み機ですが、この糸の特徴を活かしたままハイゲージでインレイ編みを行
う場合、1時間に48ｃｍほどしか編みたてることができません。非効率かつ量を作れない生地ではありますが、その代わりに得た、柔らかくしっと
りとした肌触り、かつ天竺よりも厚みもあって伸びにくい吊り編み生地が完成しました。

SCT22-102
price
￥9,200

（税込￥10,120）
XXL：

￥10,700

（税込￥11,770）

delivery
4月予定

SMT22-103
price
￥9,200

（税込￥10,120）
XXL：

￥10,700

（税込￥11,770）

delivery
4月予定

MCT22-103
刺繍

price
￥9,700

（税込￥10,670）
XXL：

￥11,200

（税込￥12,320）

delivery
4月予定
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〈17ozヒッコリー〉 ワークキャップ＆アビエイターキャップ
生地は「17ozヒッコリーセルビッチデニム」を使用しており、インディゴヒッコリーならではの特徴的な経年での色落ち・アタリ感を楽しめます。
＜共通＞

color インディゴヒッコリー SIZE FREE
spec 17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム・自動車倶楽部日章ラベル・SAMURAI CLUBネーム・ワンウォッシュ済・日本製

■SC201WC-410DBN-HC
17ozヒッコリーワークキャップ

price

￥7,000（税込￥7,700）
delivery 5月予定

spec
▲

鉄製タイヤボタン

人気の410ダブルニーワークパンツをイメージした
ワークキャップです。SM410DBN-HCと同等の糸
を使用し、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いです。フ
リーサイズですがアジャスターが付き、鉄製タイヤ
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インディゴヒッコリー特有の表
情を楽しめるアイテムです。

■SC201BA22-HC

17ozヒッコリーアビエイターキャップ

price

￥6,500（税込￥7,150）
delivery 6月予定
新型アビエイターキャップです。
SM410DBN-HCと同等の縫製糸を使用し、パネ
ルは4枚、ブリムは少し長めで八本ステッチ、庇裏
はチェーンステッチが入ります。シルエットはやや深
めで使い込む程にインディゴヒッコリー特有の表情
を楽しめるアイテムです。庇に芯材は入れていない
ので、折りたたんで持ち運ぶ事もでき、バイクを乗
る際にヘルメットの下にも被れるように致しました。

TCワークキャップ
T/C素材を使用した、新型ワークキャップです。通気性速乾性を考慮し、生地同色の穴かがりが付きます。フロント部分には、サムライ倶楽部のコンセプトを元
に「WITS‥知恵」「TECH‥技術」、サムライ倶楽部が始動した年「2006」のデザインを刺繍しています。

■SC101KB22
新型TCワークキャップ

color
SIZE
price

ブラック・ネイビー・ベージュ
FREE
￥8,000（税込￥8,800）
delivery 5月予定

spec
▲▲▲▲▲
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T/Cツイル(E-65% C-35％)
オリジナル刺繍
サムライクラブネーム
ワンウォッシュ済
日本製
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