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gunte gloves

ちょっと大事にしたくなる軍手、gunte gloves（グンテグローブス）

キャンプ、アウトドア、ハイキング、ガーデニング、農作業、

そして作業を愛するすべての人へ

もちろん寒い日にはタウンユースとしても！
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gunte gloves

綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
手首 :

style No. GT-001-L

quality

style name gunte gloves

price 1,600 円＋税

綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
手首 :

style No. GT-001-S

quality

style name gunte gloves

price 1,400 円＋税

Black Cream Red Navy Brown

大正 7年から続く軍手工場さんで、このスタイルのために編み立ててもらいました。

編み目の密度にこだわった、こだわり軍手です。

編み目の密度が高まると ....

1.　生地にコシとネバリが出るので、型崩れせず手にしなやかにフィットします。

2.　引っ張りや摩擦に対する強度が格段にアップします。

3.　編み目の隙間が小さくさるので、ほこりが入りにくくなり手の汚れを押さえることができます。

4.　洗濯による収縮や傷みが少なくなるので繰り返しご使用いただけます。

　　（洗濯すると生地が少し硬くなる場合がありますが、純綿の特徴ですので、

　　　よく乾燥させ十分にもみほぐしてお使いください。）

-軍手部分 -

ノンホルマリン加工の肌に優しいミニパイルを使用しています。

折り返せば手首の保護やリストバンドの機能に、伸ばせばタオルのように額の汗を拭うのに便利です。

-パイル部分 -　　　 プリントご相談ください。

L size
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S size

15cm

12cm

10cm

7cm

( 数値は多少前後します。）

19cm

15cm

12cm

9cm

( 数値は多少前後します。）



gunte gloves mix

DM mix Navy mix

L size

Blue mix Black mix UL mix Multi
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綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
手首 :

style No. GT-002-L

quality

style name gunte gloves mix-L

price 1,800 円＋税

19cm

15cm

12cm

9cm

( 数値は多少前後します。）

BG mix NF mix YP mix CT mix TQ mix SC mix

Camouflage



Navy mixBlue mixMulti Black mix

gunte gloves mix M size
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綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
手首 :

style No. GT-002-M

quality

style name gunte gloves mix-M

price 1,800 円＋税

18cm

15cm

11cm

8.5cm

( 数値は多少前後します。）

BG mix NF mix YP mix CT mix YB mix UL mix

SC mixCamouflage



DM mixBG mix NF mix YP mix CT mix Navy mix

Yellow mix C.Gray mix

小学校低学年から中学年くらいまでのお子様に、手の小さい女性の方に

Blue mix Black mix Multi
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gunte gloves mix S size

綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
手首 :

style No. GT-002-S

quality

style name gunte gloves mix-S

price 1,600 円＋税

15cm

12cm

10cm

7cm

( 数値は多少前後します。）

UL mix

SC mix

SOLD OUT

SOLD OUT

Camouflage



綿                        83%

ナイロン           14%

ポリウレタン    3%

綿                     100%本体 :
パイル :

style No. GT-003

quality

style name gunte gloves wonderful

col# Dark Gray, Light Gray

price 4,800 円＋税

- 手の平部分 -

綿糸を製造する工程で削り落とされるリサイクル綿を使用し紡がれた糸で編み立ててあります。

長短異なる繊維の綿を絶妙なバランスでブレンドされているため、ご使用とお洗濯を繰り返すたびにやわらかさが増していきます。

短い繊維が編地に自然なムラ感のある風合いを生んでいます。

しっかり目の詰まった編み方をしてありますので外部からの塵やごみなどが入りにくくなっています。

-タッチパネル対応 -

より屋外での活動や作業をアクティブにこなしていただけるよう、親指と人差し指に

タッチパネルが操作できる、耐久性に優れたメタックスという導電糸を編み込んでいます。

耐摩擦性と操作性は実証があり、洗濯による品質低下になりにくい特性があります。

-パイル部分 -

長い月日をかけ研究開発を進めたパイルが出来上がりました。

カラフルなミックス色に、ちょうどいいフィット感。

そのままクシュッとするのはスタンダードな付け方。

折り返して編地の違いと色のミックス感で表情を変えてみたり、

中に入れ込んでパイルのふわふわ感で癒されたり、

3通りの風合いをお楽しみいただけます。

Dark Gray Light Gray

スタンダード 折り返して 中に入れ込んで

L size
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18cm

15cm

11.5cm

9cm

( 数値は多少前後します。）

gunte
gloves
wonderful !!

カフスアレンジ
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（高性能抗菌防臭繊維使用）

1,900 円 ＋税

綿
アクリル
ポリエステル
ポリウレタン

style No. GS-001

quality

style name Pile gunsox long

Free ( 長さ 65cm)

price

size

color
Ocean,Amazon,Sunset
Wasabi,Silence,Lobster

好きなコトバや風景などから発想し色をミックス。

裏地がパイルで気持ちよさこの上ない Pile gunsox。

足指タイプなので行動がよりアクティブになり汗の吸収がしっかりされ、さらに抗菌防臭機能

のある糸を使用しています。

長靴を履くときに、ズボンをインしておけば着脱が便利なところからこの長さになりましたが、

ブーツなどからくしゅくしゅした部分を見せるのもおすすめです。

Ocean AMAZON SilenceLobster

Pile gunsox

Denim Sarracenia Sprout

Long
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（天然有機系デオドラント加工）

（天然有機系デオドラント加工）

1,500 円 ＋税

綿
ポリエステル
ポリウレタン

style No. GS-002

quality

style name Pile gunsox middle

Free ( 長さ 40cm)

price

size

color
Grassland,AMAZON,
azuresky,Denim,Mojito

Grassland,AMAZON,
azuresky,Denim,Mojito

1,200 円 ＋税

綿
ポリエステル
ポリウレタン

style No. GS-003

quality

style name Pile gunsox short

Free ( 長さ 28cm)

price

size

color

AMAZON

AMAZON azuresky
Grassland

Grassland

Denim Mojito

azuresky Denim Mojito

Pile gunsox
大好評につき、もっと長い季節でご愛用いただける長さの                                       を作りました！素材も綿素材になりました。Pile gunsox

Middle

Short



ガーデニング、農作業、お料理　etc....

毎日の作業がもっと楽しくなるように

いろいろな柄の生地で

アームカバーを作りました

日本製の生地を使い、

私たちが縫製をしています。

ARM COVER
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col# Brown

(col#:Red×Blue） (col#:Blue×Yellow）
￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Check L
style No. UN-005N

RD×BL,　BL×YE
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Forest L
style No. UN-003N

Brown
: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

col# Brown ￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Forest S
style No. UN-009N

Brown
: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Check S
style No. UN-011N

RD×BL,　BL×YE
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

(col#:Red×Blue） (col#:Blue×Yellow）

￥3,200+ 税

Arm cover Camouflage L
Khaki olive

style name
col#
quality

price

style No. UN-014N 

: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

style name
col#
quality

price

Arm cover Camouflage S
style No. UN-013N

Khaki olive

￥2,800+ 税

: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

col# Khaki olive

col# Khaki olive
（しっかりめの生地を使用しています）

（しっかりめの生地を使用しています）
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(col#:Pink×Green） (col#:Red×Yellow）

(col#:Red） (col#:Blue）

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Cloud L
style No. UN-004N

PK×GN,　RD×YE
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Stripe L
style No. UN-006N

Red,　Blue
: 綿　85％

  麻　15%

: 綿　70％

  麻　30％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

（ストライプ）

本体

（ソリッド）

ゴム部分

ゴム

style name
col#
quality

price

Arm cover Hokuo L
style No. UN-015N

Gray,Navy

Gray Navy

: 綿       85%

: 麻       15%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Cloud S
style No. UN-010N

PK×GN,　RD×YE
: 麻       55%

: 綿       45%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Stripe S
style No. UN-012N

Red,　Blue
: 綿　85％

  麻　15%

: 綿　70％

  麻　30％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

（ストライプ）

本体

（ソリッド）

ゴム部分

ゴム

(col#:Pink×Green） (col#:Red×Yellow）

(col#:Red） (col#:Blue）

style name
col#
quality

price

Arm cover Hokuo S
style No. UN-019N

Gray,Navy

Gray Navy

: 綿       85%

: 麻       15%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税
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Navy Yellow

style name
col#
quality

price

Arm cover Bird L
style No. UN-017N

Navy,Yellow
: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Flower PT L
style No. UN-023N

Red
: 綿       80%

: 麻       20%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Flower PT S
style No. UN-024N

Red
: 綿       80%

: 麻      20%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Neko L
style No. UN-025N

Blue
: 綿       80%

: 麻      20%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Neko S
style No. UN-026N

Blue
: 綿       80%

: 麻       20%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

Navy Yellow

style name
col#
quality

price

Arm cover Bird S
style No. UN-021N

Navy,Yellow
: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム

￥2,800+ 税
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style name
col#
quality

price

Arm cover Tefu L
style No. UN-029N

Yellow
: 綿       85%

: 麻       15%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

style name
col#
quality

price

Arm cover Tefu S
style No. UN-030N

Yellow
: 綿       85%

: 麻      15%

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥2,800+ 税

￥3,200+ 税

Arm cover Lemon L
Gray,Yellow

Gray Yellow

Gray Yellow

style name
col#
quality

price

style No. UN-031N 

: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

￥3,200+ 税

Arm cover The Trees L
Green

style name
col#
quality

price

style No. UN-027N 

: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

style name
col#
quality

price

Arm cover Lemon S
style No. UN-032N

Gray,Yellow

￥2,800+ 税

: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム

style name
col#
quality

price

Arm cover The Trees S
style No. UN-028N

Green

￥2,800+ 税

: 綿　100％

: 綿　100%

:( 芯）天然ゴム

 （側）ポリエステル

本体

ゴム部分

ゴム
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size,仕様

ひじの上までカバーできます。

掛けておけるループ付きです。

二の腕までカバーできます。

（SHORT TYPE)
(LONG TYPE)

約 7cm

約 7cm

約 50cm約 32cm

約 10cm
約 10cm

手首よりも柔らかい二の腕のために

スムース生地でソフトな付け心地です。

約 17.0cm
約 17.0cm
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vege bag
unsmオリジナルデザイントート。

野菜を持ち帰るときに便利でデザイン性のあるバッグ

がコンセプトです。

本体は国産のパラフィン加工 8号帆布を使用。

べジバッグという名前だけれど、インナーバッグ

を取り外して表のバッグを普段使いにも。

インナーバッグは取り

外してターポリンバッグ

として使えます。

汚れたら水手洗いが

できるので、少々土の

ついたものも入れられます。

収穫した野菜をその

まま入れて持ち帰れます。

gunte holder!
底の部分にもターポリンを使用しています。

汚れがついたら水で濡らした布等をかたく

しぼりふいてください。

荷物が少ないときなどは、

サイドのスナップボタンを内側に入れて

留めていただくこともできます。

＊水は運べません。
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19,800 円 ＋税

前回好評をいただきました Vege Bag に新色が登場です！

Cream

Blue

Camel

Black

KhakiOlive

（下げ札） （織ネームタグ）

富士金梅ブランド使用認可をいただいています。

ポリエステル
綿                     100%本体 :

一部 :
皮革一部 :

style No. BG-001M

quality

style name Vege Bag

H : 36  W : 51  D : 18

price

size

color
Cream, Blue, Camel, 
KhakiOlive, Black
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ポリエステル
綿                     100%本体 :

一部 :
皮革一部 :

style No. BG-002M

quality

style name Piccoro Bag

H : 25  W : 45  D : 17

price

size

color

12,000 円 ＋税

サイドをスナップボタンで内側に留める

ことができます。

するとこんな形に。

間口が狭くなるので安心感も。

内側にはファスナー付きポケットが

付いています。

A4ファイルが入ります。

Vege Bag のデザインを残しつつ、サイズを小さめにしもっと普段使いしやすくなりました。

インナーバッグはないけれどその分軽くて動きやすく、汚れやすい底部分と持ち手部分には引き続きターポリンを使用しています。

もちろん gunte holder も健在です。

サイズは A4ファイルが入る大きさ。

マチは 17cmと大きめなのでたくさん物が入ります。

（下げ札） （織ネームタグ）

富士金梅ブランド使用認可をいただいています。

Cream, Blue, Camel, 
KhakiOlive, Black

Cream BlackBlue

Camel

KhakiOlive
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unsmの Vege Bag と SKaB の生地とのコラボレーション企画
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ターポリン素材で取り外して

使用できるインナーバックも

付いています。

汚れたら水洗いができるのも

ポイントです。

持ち手部分にも gunte holder と

同じレザーを使用。

使い込むとあめ色に。

28,000 円 ＋税

ポリエステル
綿                     100%本体 :

一部 :
皮革一部 :

style No. BG-001MSB

quality

style name Vege Bag SKaB

H : 36  W : 51  D : 18

price

size

color Natural
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ポリエステル
綿                     100%本体 :

一部 :
皮革一部 :

style No. AR-001M

quality

style name Garden Apron

price 14,800 円 ＋税

garden apron
unsmのオリジナルのデザイン。

前後左右見る角度すべて違うデザインになっています。

本体に国産の 10 号帆布、皮革は中肉の上質な牛革を使用。経年変化を楽しめます。

作業効率が上がるツールポケットが沢山付いています。

Right side Left side

gunte holder!

アシンメトリーなバックスタイル。

道具を分けて

しまっておける

ツールポケット

隠しポケット

スマートフォンが

入ります。

スコップの柄を固定

したり、タオルや

手ぬぐいホルダーとしても。



Hat Collection
Japan made

21



japanese hammp collection
バッグ、エプロンでも使用している国産の帆布（パラフィン加工）生地で帽子を作りました。

しっかりした風合いが特徴です。

生地にパラフィン加工が施されておりますので形をキープしやすくなっています。

クラウンを少しへこませてニュアンスを出したり、ツバ先を少し上げて表情を変えてみたり

アレンジしやすい帽子達です。

style No.  :  BHTZ-009

style name  :  Carpaccio Hat Hammp

size  :  59.0( サイズ調整付き）

composition  :  綿 100%

　　　　　　　8号帆布 ( パラフィン加工）

color  :  Navy, Camel,Black

あご紐着脱用ループ付き

price  :  9,800

style No.  :  BHTZ-014

style name  :  Neroli Hat Hammp

size  :  58.0( サイズ調整付き）

composition  :  綿 100%

　　　　　　　8号帆布 ( パラフィン加工）

color  :  Navy, Camel,Black

あご紐着脱用ループ付き

price  :  8,900

Camel

Camel
Black

BlackNavy

Navy

裏地はパイナップルの

プリント生地です

22
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style No.  :  BHTT-008

style name  :  Adventure Hat Hammp

size  :  58.5( サイズ調整付き）

composition  :  綿 100%

                           10 号帆布 ( パラフィン加工）

color  :  Natural,Navy, Beige,Black

price  :    8,900

style No.  :  BHTT-007

style name  :  Farmer’   Hat Hammp

size  :  58.5( サイズ調整付き）

composition  :  綿 100%

　　　　　　　10 号帆布 ( パラフィン加工）

color  :  Natural,Navy, Beige,Black

price  : 9,600

s

Beige

Beige

Navy

Navy

Black

Black

Natural

Natural

japanese hammp collection

23

+ 税

+税



24

Grage

Grage

Natural

NaturalBlack

（サイズ調整付き）

DHTP-008 Sen-nen Hat

L 100%
Grage,  Black,  Natural  16,800

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

（サイズ調整付き）

DHTP-010 Moon Hat

L 100%
Grage,   Natural  17,200

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

アシンメトリーなクラウン

麻 100％の細いブレードを使用し成形された天然ハットシリーズです。

ブレードハットの成形は、ブレードの幅が狭くなるほど技術を要します。

今回熟練の職人さんに技術を駆使して作って頂きました！

美しく高級感がありながらとっても軽い被り心地。

この夏のマストアイテムです。

1920 年代にイギリスで使われていた木型で使用し形成

とても雰囲気のあるクラシカルなハットになりました。

ツバの流れる風のような凹凸もアクセントになっています。

T

T



En Hat を少し低くして被りやすくしました。

アクセサリーもシンプルにプレートのみ。

En Hat はおしゃれす過ぎ！でもこの形は好きという方に♪

Black

Grage

（サイズ調整付き）

DHTP-013 En Hat Low

L 100%
Grage,  Black  16,800

style No. : 

57.5size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

25

Black

Grage

（サイズ調整付き）

DHTP-011 En Hat

L 100%
Grage,  Black  17,800

style No. : 

57.5size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

ちょっとせいたかのっぽの個性的なハットです。

センターに入ったラインが特徴的で一味違ったブレードハットも

コレクションに加えてみてはいかがでしょうか？
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FHTZ-010 Sarlacc Hat Hare
（サイズ調整付き）

L 100
 Navy, Natural

 Navy Natural

 8,900

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : DHTZ-006 Sarlacc Hat
（サイズ調整付き）

L 100%
White,  Blue,  Navy

White

Blue

Navy

 8,300

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

フレンチリネンを使用し、軽くてさわやかな被り心地

クラウンは少し高めでおしゃれな雰囲気です

麻 100％の生地を 3種類組み合わせたさわやかなハット。

ツバも 7.5cmと広めなので強い日差しをさえぎってくれます。

カジュアルにもキレイ目スタイルにも合わせやすく、夏中お楽しみ

いただけます。



洗濯するとくたくたでやわらかい

質感に

L 100

 Beige

 Navy
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FHTZ-007 Chocowa Hat
（サイズ調整付き）

Navy,Beige  8,300

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

ツバの前を下げてみても！

アレンジできます

ちょこっとふわっとのせて被るハット。

形がおもしろい 4枚ハギのとんがりハット。

Navy

Black

KhakiOlive

DHTZ-001 Carpaccio Hat Air
（サイズ調整付き）

C 100%
Navy,  Black,  KhakiOlive  8,800

style No. : 

59.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

unsmの帆布シリーズで人気のあったこの形をハンチングとおそろいの

シアサッカー生地で作りました。

形も改良し、よりすっきりしています。

ちょっと個性的な形ですが、男女年齢問わず人気のハットです。



Black

Gray
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DHTB-007 Yokusalu Hat

 14,800

BHTB-006 Nafu Hat

C 100%（コンニャク糊加工糸）
Cashmere,   Indigo  13,800

style No. : 

Freesize : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

C 100%（コンニャク糊加工糸）

style No. : 

Freesize : 

composition : 

color :  price :  

style name : FCPB-001       Beak Cap Soil

C 100%（コンニャク糊加工糸）
Black,  Oregano  11,000

style No. : 

Freesize : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

コンニャク糊をコーティングした糸を使用しています。

この加工を施した糸は、ハリが出て耐久が上がり綿スラブの毛羽立ちが抑えられ独特の風合いが出るのが特徴です。

そんな糸を使い手編みで形成されています。

Cashmere
( メランジ）

Indigo
( メランジ）

Ash( メランジ）Black

Black

Black,  Moca,  Ash

Moca

やんわりとしたしずく型

形見本

ボリュームのあるドーム型

<NEW COLOR>

<NEW COLOR>



Charcoal

Gray

Navy
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FCPZ-008 Sunmile Cap
（サイズ調整付き）

C 100%
Charcoal,Gray,Navy  6,800

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

シアサッカの素材で太陽の下の笑顔をイメージしたキャップ

Let’    go  out!!s

 Natural

 Black

 KhakiOlive

DCPZ-005 Earth Tuck Cap
（サイズ調整付き）

本体：L 100%　バイザー、腰：C  100%
Natural,  Black,  KhakiOlive  6,800

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

このレザーはイタリアトスカーナにて上質な植物なめし

のオイルで加工されたオイルバケッタレザーといいます。

人と自然にやさしいレザーを使用しています。

ムラ染め風ヴィンテージ加工を施したキャンバス地とハンドワッシャー加工

の表面感のある麻 100％の生地でとても軽くて被り心地の良いタックワークキャップです。

こどもっぽくならず、渋く被れるデザインです。
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FCPZ-009 Round Cap Pele
（サイズ調整付き）

C 100%
Navy, Blue  6,800

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : DCPZ-014 Round Cap One
（サイズ調整付き）

C 80%  L19%  Pu1%
Navy, L.Blue  6,800

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

＜ご注意＞

この商品にはインディゴ染めの生地を使用しています。

あたりが出やすくいい雰囲気が出る反面、色落ちするデメリットもあります。

スベリや裏地がついていますので被る分には色移りの心配はありませんが表地

については摩擦などによる色移りにご注意ください。

毎シーズンご好評頂いております Round Cap の形に杢の綿麻素材を組み合わせました。

少し肉厚で一年中ご使用いただける商品です。

 Blue

 Navy

オイルバケッタレザーを仕様したベルト。

人と自然にやさしいレザーを使用しています。

オイルバケッタレザーを仕様したベルト。

人と自然にやさしいレザーを使用しています。



White

Navy

Natural
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Navy

Black

KhakiOlive

後ろ被りもおすすめです！

こちらも後ろ被りもおすすめです！

DHUZ-002 Tan-boo Hunting Air
（サイズ調整付き）

C 100%
8,300Navy,  Black,  KhakiOlive

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

素朴な風合いのある夏向きのシアサッカー素材で、さらっと被れるイヤーフラップ

つきハンチングです。

裏地はさりげなく Pop なダチョウ柄で、イヤーフラップのすき間からちょっとのぞく

雰囲気がアクセントになります。

FHUZ-006 Ciel Hunting
（サイズ調整付き）

L 100%
7,800White,  Navy,  Natural

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price : 

style name : 

麻素材のキャスハンチング。

Ciel( シエル）はフランス語で空。　空のハンチングです。

後ろ被りでベレー風に被るのもよし。



Navy Gray

Natural
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DCQZ-004 INA Casquette Switch    
（サイズ調整付き）

C 62%, L 38% 　（裏地 : C 94%, L 6%)
 Navy, Natural

 Navy  裏地

Natural

 8,900

斜め前に倒して

ナチュラルでやさしい雰囲気

女性にもおすすめです

後ろ被りでベレーのように、全部を前に
倒しハンチングのようにアレンジいろいろ

前に倒しハンチングのように

後ろに倒すとボリューミーな雰囲気

style No. : 

59.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

フレンチリネンやハンドワッシャー加工の麻生地等、シンプルだけど

風合いと表面感のある素材を組み合わせたクラシックスタイルのキャスケット。

被り方のアレンジ具合で色々なスタイルに合わせられます。

FCAZ-003 Ina Casquette Floating

（サイズ調整付き）

C 100%( 一部 C81%  P19%)
8,900Navy, Gray, Natural

style No. : 

58.0size : 

composition : 

color :  price : 

style name : 

ボリュームのあるボディに綿のニット素材を 4種類組み合わせた

贅沢なキャスケット。

肉厚なので長い季節お楽しみいただけます。
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style No.  :  BCQS-015

style name  :  Knit Casquette Light

size  :  Free

composition  :  綿 70%　リネン 30%

color  :  L.Gray,Black,Navy,Green mix,

              Blue mix,Beige mix

price  :  7,300

ちょっとまだらに染められた綿麻の糸を使っているのでほどよいむら感が

出ています。

このキャスケットはとっても軽いのが特徴です。

屋外での作業やアウトドアシーンなど軽い被り心地でニットキャスケット

を楽しんでいただけます。

L.Gray

Navy

Black

Beige mixGreen mixBlue mix

超軽量ウレタンバイザーです。

上質な麻 100％なのでさらっとしていてやわらかい肌触りで被っていることも

忘れるほどの軽い被り心地です。

ランダムに切り替わっている編み模様が特徴です。

style No.  :  BWTB-005

style name  :  Single Watch

size  :  Free

composition  :  麻 100%

color  :  Navy, L.Gray, Beige

price  :  6,200

（左サイド）

（右サイド） （後ろ）

L.GrayBeige

Navy

+ 税

+税

↑二重に折り返してタイトに被っても！

L INEN



DBTZ-012 Lana Beret Switch    

C 62%, L 38% 　（裏地 : C 94%, L 6%)
 Navy, Natural

 Navy Natural

7,800

style No. : 

60.0size : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

斜めにたおしたり、裾を入れ込んでまるいかたちにしてみたり

リバーシブル仕様です。

Ina Casquette と同じ素材でパネルを組み合わせたボリュームがあるけど

形を作りやすいベレーです。

リバーシブル仕様で裏側は綿麻のWガーゼストライプです。

FWTN-011 Raffia Watch

天然草（ラフィア）
 Natural 6,800

style No. : 

Freesize : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

手編みラフィアのロールアップワッチ。

綿の裏地とスベリが付いています。

個性的だけどナチュラル、おもしろいアイテム
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GWTM-002 Ewok Watch  

C59%  A23%  P18%
Navy, Gray, Brown  4,800

style No. : 

Freesize : 

composition : 

color :  price :  

style name : GWTM-001 Fuku Watch

C100%
Navy, Gray, Natural  4,800

style No. : 

Freesize : 

composition : 

color :  price :  

style name : 

ふんわりとしたスウェット生地と、その裏面の鬼裏毛を折り返し

部分に組み合わせたワッチ。

左横の鬼裏毛ラインをポイントに。

綿 100％で気持ちいい素材。程よく厚みもあるので通年でご使用

いただける商品です。

 Navy

 Navy Natural

 Gray

 Gray
 Brown

アクリル混のパイル生地でふんわりくしゅっとしたニットワッチ

さらっとしているので長いシーズンお楽しみいただけます

いつでもどこでも被りやすいデザインです



株式会社 unsm( ウンズム）

〒151-0064

東京都渋谷区上原 2-43-7 モリグチハイツ 301

tel:03-5738-8319      fax:03-5738-8318


