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身幅
着丈

SIZE サイズ XS S M L XL 2XL 3XL

着丈（cm） 57 63 68 72 75 80 83

身幅（cm） 42 47 52 55 60 65 70

T-SHIRT
STANDARD S/S

生 地 が 少し厚 めのしっかりとした 作りの T シャツです。
肌ざ わりのよいコ ーマ糸という素 材 を使 用しているもの 特 徴です。

T シャツ一 枚でもコ ーディネートの 主 役 に な れる定 番 的でいてクオリティの 高 い 一 枚です。

本体価格
XS〜XL：¥1,800-（税別）　
2XL：¥2,000-（税別）
3XL：¥2,200-（税別）

素材 コットン100%-/-ミックスグレー：コットン90%・ポリエステル10%

納期目安 2週間

COLOR
全31色のカラーバリエーションよりお選び頂けます。

#001 #487 #066#019 #576 #488 #082

#511 #539 #538#069 #085 #025 #029

#083 #021 #022#036 #309 #064 #498

#002#007 #165#005 #006 #052 #537

#497 #035#088 #072 #087 #086#079

#001-WHITE-
#019-NATURAL-
#487-LIGHT-YELLOW-
#576-BABY-PINK-
#066-PINK-
#488-LIGHT-BLUE-
#082-SAX-
#083-AQUA-BLUE-
#036-LIME-GREEN-
#021-YELLOW-
#309-BANANA-
#022-GOLD-
#064-ORANGE-
#498-CALIFORNIA-ORANGE-
#511-TROPICAL-PINK-

#069-RED
#539-VIOLERT-PIRPLE
#085-ROYAL-BLUE
#538-TURQUOISE-BLUE
#025-BRIGHT-GREEN
#029-GREEN
#497-IVY-GREEN
#088-SLATE
#035-CITY-GREEN
#072-BURGUNDY
#079-MATT-PURPLE
#087-INDIGO
#086-NAVY
#005-ASH
#006-MIX-GRAY

#052-DARK-BROWN
#537-SAND-KHAKI
#007-CHARCOAL
#165-SUMI
#002-BLACK

＊XXL は #001-/-#002-/-#069-/-#086-/-#085 のみの展開

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。
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COLOR -PILE　裏パイルは全41色より選べます。
#32-WHITE-
#1-OFF-WHITE-
#2-NATURAL-
#56-BLACK-
#61-NEON-YELLOW-
#18-GOLD-
#44-JAPANESE-GREEN-
#13-SALMON-
#19-TEXAS-ORANGE-
#60-SALMON-PINK-
#36-HOT-PINK-
#20-CRIMSON-
#69-RED-
#41-DK.-RED-

#22-BORDEAUX-
#47-CHOCOLATE-
#63-LT.-BLUE-
#87-BLUE-
#92-ROYAL-BLUE-
#40-INDIGO-BLUE-
#9-NAVY-
#23-CHARCOAL-BLUE-
#57-SNOW-BLUE-
#7-COBALT-GREEN-
#62-SPEARMINT-
#67-SEA-GREEN-
#21-TEAL-GREEN-
#77-LT.-PURPLE-

#66-PURPLE-
#88-DK.-PURPLE-
#11-STONE-
#50-STONE-GREY-
#38-SAND-
#14-CAFE-AU-LAIT-
#16-KHAKI-
#39-OLIVE-
#15-BROWN-
#750-DK.-CHARCOAL-GREY-
#7185-HEATHER-GREY-
#7186-SMOKE-GREY-
#7187-OATMEAL

#32 #2 #61#1 #56 #18 #44 #19 #36#60#13

#69#20 #41 #23#63 #92 #9#87 #40#22 #47

#62 #67#57 #7 #21 #77 #88#66 #11 #50 #38

#16#14 #39 #750#15 #7185 #7187#7186

-RAISED BACK　裏起毛は全18色より選べます。

#1 #750 #56#2 #9 #18 #19 #23 #11#41 #50

#1-OFF-WHITE-
#2-NATURAL-
#750-DK.-CHARCOAL-GREY-
#9-NAVY-
#56-BLACK-
#18-GOLD-
#19-TEXAS-ORANGE-

#41-DK.-RED-
#23-CHARCOAL-BLUE-
#11-STONE-
#50-STONE-GREY-
#38-SAND-
#14-CAFE-AU-LAIT-
#16-KHAKI-

#39-OLIVE-
#15-BROWN-
#7185-HEATHER-GREY
#7186-SMOKE-GREY

#14#38 #16 #39 #15 #7185 #7186

SWEAT WEAR
CREW NECK

首元 に ガゼットを取り付 けており、程よいヴィンテー ジ 感 を楽しめます。
こちらのスタイル はセットインスリーブとラグランスリーブから選 べ ます。

本体価格 ¥5,700-（税別）-　＊20枚以上の場合

素材 コットン100%

納期目安 1.5ヶ月

SLEEVE TYPE
セットインスリーブ、ラグランスリーブより
選べます。

セットインスリーブ ラグランスリーブ

身幅
着丈SIZE サイズ XS S M L XL 2XL

着丈（cm） 57 60 63 66 69 72

身幅（cm） 44 47 50 53 56 59

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。
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SWEAT WEAR
PULLOVER PARKA

スウェットウェアの中でもとりわ けスポーティな 一 枚 。
カンガル ー ポケットが 特 徴 的です。こちらのスタイル はセットインスリーブとラグランスリーブより選 べます。

本体価格 ¥6,500-（税別）-　＊20枚以上の場合

素材 コットン100%

納期目安 1.5ヶ月

SLEEVE TYPE
セットインスリーブ、ラグランスリーブより
選べます。

セットインスリーブ ラグランスリーブ

身幅

着丈

SIZE サイズ XS S M L XL 2XL

着丈（cm） 57 60 63 66 69 72

身幅（cm） 44 47 50 53 56 59

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。

COLOR -PILE　裏パイルは全41色より選べます。
#32-WHITE-
#1-OFF-WHITE-
#2-NATURAL-
#56-BLACK-
#61-NEON-YELLOW-
#18-GOLD-
#44-JAPANESE-GREEN-
#13-SALMON-
#19-TEXAS-ORANGE-
#60-SALMON-PINK-
#36-HOT-PINK-
#20-CRIMSON-
#69-RED-
#41-DK.-RED-

#22-BORDEAUX-
#47-CHOCOLATE-
#63-LT.-BLUE-
#87-BLUE-
#92-ROYAL-BLUE-
#40-INDIGO-BLUE-
#9-NAVY-
#23-CHARCOAL-BLUE-
#57-SNOW-BLUE-
#7-COBALT-GREEN-
#62-SPEARMINT-
#67-SEA-GREEN-
#21-TEAL-GREEN-
#77-LT.-PURPLE-

#66-PURPLE-
#88-DK.-PURPLE-
#11-STONE-
#50-STONE-GREY-
#38-SAND-
#14-CAFE-AU-LAIT-
#16-KHAKI-
#39-OLIVE-
#15-BROWN-
#750-DK.-CHARCOAL-GREY-
#7185-HEATHER-GREY-
#7186-SMOKE-GREY-
#7187-OATMEAL

#32 #2 #61#1 #56 #18 #44 #19 #36#60#13

#69#20 #41 #23#63 #92 #9#87 #40#22 #47

#62 #67#57 #7 #21 #77 #88#66 #11 #50 #38

#16#14 #39 #750#15 #7185 #7187#7186

-RAISED BACK　裏起毛は全18色より選べます。

#1 #750 #56#2 #9 #18 #19 #23 #11#41 #50

#1-OFF-WHITE-
#2-NATURAL-
#750-DK.-CHARCOAL-GREY-
#9-NAVY-
#56-BLACK-
#18-GOLD-
#19-TEXAS-ORANGE-

#41-DK.-RED-
#23-CHARCOAL-BLUE-
#11-STONE-
#50-STONE-GREY-
#38-SAND-
#14-CAFE-AU-LAIT-
#16-KHAKI-

#39-OLIVE-
#15-BROWN-
#7185-HEATHER-GREY
#7186-SMOKE-GREY

#14#38 #16 #39 #15 #7185 #7186
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身幅
着丈

SIZE

SWEAT WEAR
FULL ZIP PARKA

フルジップ で着脱しやすく多 用 な 着 回しもでき、様 々なシーンで使 いやすい一 枚です。
こ ちらの スタイル は セットインスリーブとラグランスリーブより選 べ ます。

本体価格 ¥7,300-（税別）　-＊20枚以上の場合

素材 コットン100%

納期目安 1.5ヶ月

サイズ XS S M L XL 2XL

着丈（cm） 57 60 63 66 69 72

身幅（cm） 44 47 50 53 56 59

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。

SLEEVE TYPE
セットインスリーブ、ラグランスリーブより
選べます。

セットインスリーブ ラグランスリーブ

COLOR -PILE　裏パイルは全41色より選べます。
#32-WHITE-
#1-OFF-WHITE-
#2-NATURAL-
#56-BLACK-
#61-NEON-YELLOW-
#18-GOLD-
#44-JAPANESE-GREEN-
#13-SALMON-
#19-TEXAS-ORANGE-
#60-SALMON-PINK-
#36-HOT-PINK-
#20-CRIMSON-
#69-RED-
#41-DK.-RED-

#22-BORDEAUX-
#47-CHOCOLATE-
#63-LT.-BLUE-
#87-BLUE-
#92-ROYAL-BLUE-
#40-INDIGO-BLUE-
#9-NAVY-
#23-CHARCOAL-BLUE-
#57-SNOW-BLUE-
#7-COBALT-GREEN-
#62-SPEARMINT-
#67-SEA-GREEN-
#21-TEAL-GREEN-
#77-LT.-PURPLE-

#66-PURPLE-
#88-DK.-PURPLE-
#11-STONE-
#50-STONE-GREY-
#38-SAND-
#14-CAFE-AU-LAIT-
#16-KHAKI-
#39-OLIVE-
#15-BROWN-
#750-DK.-CHARCOAL-GREY-
#7185-HEATHER-GREY-
#7186-SMOKE-GREY-
#7187-OATMEAL

#32 #2 #61#1 #56 #18 #44 #19 #36#60#13

#69#20 #41 #23#63 #92 #9#87 #40#22 #47

#62 #67#57 #7 #21 #77 #88#66 #11 #50 #38

#16#14 #39 #750#15 #7185 #7187#7186

-RAISED BACK　裏起毛は全18色より選べます。

#1 #750 #56#2 #9 #18 #19 #23 #11#41 #50

#1-OFF-WHITE-
#2-NATURAL-
#750-DK.-CHARCOAL-GREY-
#9-NAVY-
#56-BLACK-
#18-GOLD-
#19-TEXAS-ORANGE-

#41-DK.-RED-
#23-CHARCOAL-BLUE-
#11-STONE-
#50-STONE-GREY-
#38-SAND-
#14-CAFE-AU-LAIT-
#16-KHAKI-

#39-OLIVE-
#15-BROWN-
#7185-HEATHER-GREY
#7186-SMOKE-GREY

#14#38 #16 #39 #15 #7185 #7186
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SWEAT WEAR
BOTTOMS

穿き心 地 抜 群 のスウェットパンツですが、だらし無く見えない程よい細さが 特 徴です。
また、ポケット口 がリブ仕 上 げとなっているので摩 擦 に 強 い作りです。

本体価格 ¥6,800-（税別）-　＊20枚以上の場合

素材 コットン100%

納期目安 1.5ヶ月

SIZE サイズ XS S M L XL 2XL

ウエスト（cm） 63 66 70 74 82 85

総丈（cm） 104 108 108 114 118 124

股下（cm） 76 79 79 84 88 94

ウェスト

総丈

股下 ※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。

COLOR -PILE　裏パイルは全41色より選べます。
#32-WHITE-
#1-OFF-WHITE-
#2-NATURAL-
#56-BLACK-
#61-NEON-YELLOW-
#18-GOLD-
#44-JAPANESE-GREEN-
#13-SALMON-
#19-TEXAS-ORANGE-
#60-SALMON-PINK-
#36-HOT-PINK-
#20-CRIMSON-
#69-RED-
#41-DK.-RED-

#22-BORDEAUX-
#47-CHOCOLATE-
#63-LT.-BLUE-
#87-BLUE-
#92-ROYAL-BLUE-
#40-INDIGO-BLUE-
#9-NAVY-
#23-CHARCOAL-BLUE-
#57-SNOW-BLUE-
#7-COBALT-GREEN-
#62-SPEARMINT-
#67-SEA-GREEN-
#21-TEAL-GREEN-
#77-LT.-PURPLE-

#66-PURPLE-
#88-DK.-PURPLE-
#11-STONE-
#50-STONE-GREY-
#38-SAND-
#14-CAFE-AU-LAIT-
#16-KHAKI-
#39-OLIVE-
#15-BROWN-
#750-DK.-CHARCOAL-GREY-
#7185-HEATHER-GREY-
#7186-SMOKE-GREY-
#7187-OATMEAL

#32 #2 #61#1 #56 #18 #44 #19 #36#60#13

#69#20 #41 #23#63 #92 #9#87 #40#22 #47

#62 #67#57 #7 #21 #77 #88#66 #11 #50 #38

#16#14 #39 #750#15 #7185 #7187#7186

-RAISED BACK　裏起毛は全18色より選べます。

#1 #750 #56#2 #9 #18 #19 #23 #11#41 #50

#1-OFF-WHITE-
#2-NATURAL-
#750-DK.-CHARCOAL-GREY-
#9-NAVY-
#56-BLACK-
#18-GOLD-
#19-TEXAS-ORANGE-

#41-DK.-RED-
#23-CHARCOAL-BLUE-
#11-STONE-
#50-STONE-GREY-
#38-SAND-
#14-CAFE-AU-LAIT-
#16-KHAKI-

#39-OLIVE-
#15-BROWN-
#7185-HEATHER-GREY
#7186-SMOKE-GREY

#14#38 #16 #39 #15 #7185 #7186

-SWEAT WEAR_04



SHIRT
B.D TYPE

サイジングだ けで無く、衿 幅や前 立て、袖 回りなどの 細 かい部 分 にこだ わり、バランスの 良 い一 枚 に 仕 上 げました 。
衿 の ボタンを無くし、レギュラーカラー にカスタマイズすることも可 能です。また 胸 ポケットは あ り・なしが 選 べ ます。

また B.D.T YPE のみビッグサイズとウィメンズサイズの 展 開 がございます。

本体価格
半袖：¥7,000〜（税別）　長袖：¥7,200〜（税別）

＊30枚以上の場合

素材 カラーや素材など、ご要望に合わせた生地をご提案します。

納期目安 1.5ヶ月

着丈

肩幅
身幅

ネック 袖丈
（長袖・半袖）

ウェスト（半身）

SIZE
サイズ XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

ネック 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.5 44.0 46 48 50

着丈（cm） 70.5 72.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5

身幅（cm） 44.5 47.5 49.5 51.5 53.5 56.5 61.5 64.5 67.5 70.5

袖丈（長袖） 57.5 59.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66 66.5 67

袖丈（半袖） 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25 25.5 26

サイズ WS WM

ネック 36 37

着丈（cm） 68.5 70.5

身幅（cm） 44.5 46

袖丈（長袖） 56 57

袖丈（半袖） 21.5 22

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。

MATERIAL カラーや素材など、ご要望に合わせた生地をご提案します。

OPTION
-COLLAR　襟はB.D.カラー、レギュラーカラーより選べます。 -POCKET　胸ポケットはあり（片胸）・なしより選べます。

B.D. カラー レギュラーカラー ポケットあり ポケットなし
-SHIRT_01



着丈

肩幅
身幅

袖丈
（長袖・半袖）

ウェスト（半身）

SHIRT
WORK TYPE

アメリカのワークウェアをベ ースに、日本 人 の 体 型 に 合うようリサイズした 一 枚です。
胸 ポケットは 両 胸・片 胸・なしから選 べ ます。ダンガリー 生 地やネル 生 地 、デニム生 地 などが 良く合 います。

本体価格
半袖：¥6,500〜（税別）　長袖：¥6,800〜（税別）

＊30枚以上の場合

素材 カラーや素材など、ご要望に合わせた生地をご提案します。

納期目安 1.5ヶ月

SIZE サイズ XXS XS S M L XL 2XL

着丈（cm） 68.5 70.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5

身幅（cm） 47.0 50.0 52.0 54.0 56.0 59.0 64.0

袖丈（長袖） 57.5 59.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5

袖丈（半袖） 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。

MATERIAL カラーや素材など、ご要望に合わせた生地をご提案します。

両胸 片胸 なし

OPTION 胸ポケットは両胸・片胸・なしより選べます。
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SHIRT
OPEN COLL AR TYPE

シンプル な 開 衿 シャツです。半 袖であ れ ばアロハ シャツ風 に 仕 上 げて夏 場 に 活 躍 する一 枚 に 。
胸 ポケットは 両 胸・片 胸・なしから選 べ ます。リネン生 地や柄 物 、ウールライクな 生 地 もオススメです。

本体価格
半袖：¥6,500〜（税別）長袖：¥6,800〜（税別）

＊30枚以上の場合

素材 カラーや素材など、ご要望に合わせた生地をご提案します。

納期目安 1.5ヶ月

MATERIAL カラーや素材など、ご要望に合わせた生地をご提案します。

着丈

肩幅
身幅

袖丈
（長袖・半袖）

ウェスト（半身）

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。

SIZE サイズ XXS XS S M L XL 2XL

着丈（cm） 66.5 68.5 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5

身幅（cm） 47.0 50.0 52.0 54.0 56.0 59.0 64.0

袖丈（長袖） 57.5 59.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5

袖丈（半袖） 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5

OPTION 胸ポケットは両胸・片胸・なしより選べます。

両胸 片胸 なし
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ACTIVE WEAR
GAME WEAR

フットサルやサッカー などのシーンで活 躍するユニフォーム サーカス ビームスオリジナルの ゲームウェアです。
クールマックス®ファブリックに 昇 華 転 写プリント加 工 をするた め 、吸 汗 速 乾 の 機 能 が 損 な われません 。

シルエットはややタイトに 作られています。

本体価格

半袖シャツ：¥8,000-（税別）
パンツ：¥5,600-（税別）

＊シャツ、パンツの個別オーダーも可能　
＊初回オーダーは5枚以上-/-追加は1枚から

素材 ポリエステル100%-＊クールマックス®︎ファブリック

納期目安 1ヶ月

着丈
身幅

総丈

股下

ウェスト

SIZE
サイズ S M L XL 2XL

着丈（cm） 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0

身幅（cm） 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0

ゲームシャツ

サイズ S M L XL 2XL

ウエスト 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0

着丈（cm） 45.5 47.0 47.0 48.5 48.5

身幅（cm） 22.5 23.5 23.5 24.5 24.5

ゲームパンツ

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。
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DESIGN
昇華転写プリントで全面に加工を入れるため、思いのまま
のユニフォームデザインが可能です。-チームロゴはもちろん
ゼッケンや個人名も同価格でお入れ出来ます。また下記
“STOCK-DESIGNS”のベースにお使い頂けます。-
※ご希望のデザイン内容によっては表現が難しい場合が
あります。

STOCK DESIGNS

F

A-/-#STRIPE1
B-/-#STRIPE2
C-/-#BORDER1
D-/-#BORDER2
E-/-#PLAID1
F-/-#PLAID2

A-/-#STRIPE1
B-/-#PLAID1
C-/-#DOT1
D-/-#OTHER1
E/-#OTHER2
F-/-#SOLID

G-/-#DOT1
H-/-#DOT2
I-/-#OTHER1
J-/-#OTHER2
K-/-#SOLID

E

D

A

A

I

F

E

B

B

J

G

F

C

C

K

H

D
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本体価格
¥8,600-（税別）

＊初回オーダーは5枚以上-/-追加は1枚から

素材 表地：ポリエステル100%-＊クールマックス®︎ファブリック　裏地：ポリエステル100%

納期目安 1ヶ月

ACTIVE WEAR
REVERSIBLE GAME SKIRT

ラクロスやグランドホッケー におすすめ なユニフォーム サーカス ビームスオリジナルのリバーシブルスカートです。
クールマックス®ファブリックにチェックなどの 柄 を昇 華 転 写プリント加 工した 表 面と

吸 水 速 乾 のソリッド生 地 を使 用した 裏 面と、両 面で着 用することが 出 来ます。

SIZE サイズ S M L XL

ウエスト（cm） 57 61 65 69

身幅（cm） 40 41 42 43

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。

総丈

ウェスト

PRINT PATTERN
下記以外にもご希望の柄で作れます。※ご希望のデザイン内容によっては表現が難しい場合があります。

INSIDE COLOR
裏面は21色より選べます。

#S-1 #S-3 #S-5#S-2 #S-4

#S-6 #S-7 #S-9 #S-10#S-8

#S-21

#S-11 #S-12 #S-13 #S-14 #S-15

#S-19 #S-20#S-17 #S-18#S-16

#S-1-WHITE
#S-2-YELLOW
#S-3-GOLD-YELLOW
#S-4-LIME
#S-5-NEON-ORANGE
#S-6-LT.BLUE
#S-7-GREY
#S-8-PINK
#S-9-GREEN
#S-10-BLUE
#S-11-PURPLE
#S-12-ORANGE
#S-13-DK.RED
#S-14-DK.GREEN
#S-15-ROYAL

#S-16-NAVY
#S-17-RED
#S-18-BLACK
#S-19-CHARCOAL
#S-20-SILVER
#S-21-GOLD

OPTION

両面昇華転写プリント加工が可能です。
価格：+¥3,000-(税別)-納期：+１ヶ月

-DOUBLE FACE PRINTING
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ACTIVE WEAR
DRY T-SHIRT

様 々なスポーツシーンで活 躍するベ ーシックな Tシャツです。
吸 水 速 乾 性 は もちろんU V カット機 能 も付 いた 高 機 能 な 一 枚ですが、着 心 地 も抜 群 なアイテムです。

本体価格
S〜XL-/-WM,-WL：¥1,400-（税別）

2XL：¥1,600-（税別）
3XL：¥1,800-（税別）

素材 ポリエステル100%-＊リバーシブルメッシュ

納期目安 2週間

SIZE

身幅
着丈

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。

サイズ S M L XL 2XL 3XL

着丈（cm） 65 68 71 74 77 80

身幅（cm） 48 51 54 57 60 64

肩幅（半袖） 43 45 47 49 52 56

袖丈（半袖） 20 21 22 23 25 27

メンズ

サイズ WM WL

着丈（cm） 62 65

身幅（cm） 44 47

肩幅（半袖） 38 40

袖丈（半袖） 15 16

ウィメンズ

COLOR

#001 WHITE
#488-LIGHT-BLUE
#083-AQUA-BLUE
#036-LIME-GREEN
#111-NEON-YELLOW
#021 YELLOW
#190-CANARY-YELLOW
#064-ORANGE
#511 TROPICAL PINK

#069-RED
#539-VOILET-PURPLE
#538-TARQUOISE-BLUE
#029-GREEN
#072-BURGUNDY
#084 COBALT BLUE
#086 NAVY
#002-BLACK

#001 #083 #111#488 #036

#021 #190 #511 #069#064

#539 #029#538 #072 #084

#072#086

-PILE
裏パイルは全17色より選べます。

※WM,-WLの展開カラーは太字のカラーのみ
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OUTER WEAR
BASIC BLOUSON

クセの ないとてもシンプル なブルゾンです。加 工 範 囲 が 広 いので企 業 、サークル 、イベントなど様 々なシーンで活 躍します。
また 身 生 地とファスナ ー の 色 を変える事 が 可 能 なのでよりオリジナル なアイテム作りが 可 能です。

生 地 は 透 湿・防 水 性 に 優 れたストレッチ素 材 を使 用しています。

本体価格 ¥11,800-（税別）　＊20着以上の場合

素材 表面：ナイロン100%-＊ストレッチツイル　裏面：ポリウレタン面プリント

納期目安 1.5ヶ月

SIZE サイズ XXS XS S M L XL 2XL

着丈（cm） 59 62 65 68 71 74 77

身幅（cm） 52 54 56 58 60 62 64

COLOR

#501-WHITE
#316-LIGHT-GRAY
#235-LIGHT-BEIGE
#875-LIGHT-GREEN
#848-GOLD
#896-BEIGE
#354-PINK
#053-ORANGE
#907-TEAL-BLUE
#022-COYOTE
#194-DARK-BROWN-
GREEN
#157-DARK-BROWN
#866-PURPLE

#979-DARK-GRAY
#253-ROYAL-BLUE
#820-RED
#233-NAVY
#580-BLACK

#1-WHITE
#2-LIGHT-GRAY
#3-LIGHT-BEIGE
#4-LIGHT-GREEN
#5-GOLD
#6-BEIGE
#7-PINK
#8-ORANGE
#9-TEAL-BLUE
#10-COYOTE
#11- DARK- BROWN-
GREEN
#12-DARK-BROWN
#13-PURPLE

#14-DARK-GRAY
#15-ROYAL-BLUE
#16-RED
#17-NAVY
#18-BLACK

#1 #3 #5#2 #4

#6 #7 #9 #10#8

#11 #13#12 #14 #15

#17 #18#16

#501 #235 #848#316 #875

#896 #354 #907 #022#053

#194 #866#157 #979 #253

#233 #580#820

-生地
裏パイルは全18色より選べます。

-ファスナーテープ
全18色より選べます。

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。

身幅
着丈
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OUTER WEAR
BASEBALL BLOUSON

アメリカンオー センティックなブルゾンを着 丈・身 幅 などのサイジングを見 直し現 代 的 にアップデートした 1 着です。
また、こちらのブルゾンはリブのカラー も選 べ ます。

生 地 は 耐 久 撥 水 加 工 を施した 透 湿 性 に 優 れ 、強 力 な 撥 水 機 能 を併 せ持つ素 材 を使 用しています。

本体価格 ¥10,000-（税別）　＊20着以上の場合

素材 表地：ポリエステル100%裏地：ポリエステル100%-＊メッシュ

納期目安 1.5ヶ月

SIZE サイズ XXS XS S M L XL 2XL

着丈（cm） 58 61 64 67 70 73 76

身幅（cm） 51 53 55 57 59 61 63
着丈

身幅

着丈

COLOR
全14色より選べます。 #K-1-WHITE

#K-2-NATURAL
#K-3-BEIGE
#K-6-GREY
#K-9-DK.-PINK
#K-12-LT.-BROWN

#K-14-CHARCOAL-GREY
#K-15-DK.-ORANGE
#K-16-MAROON
#K-17-BROWN
#K-18-DK.-BROWN
#K-19-DK.-RED

#K-20-NAVY
#K-21-BLACK

#K-1 #K-3 #K-9#K-2 #K-6 #K-12 #K-14

#K-16 #K-18 #K-20#K-17 #K-19 #K-21#K-15

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。
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OUTER WEAR
TRAIL JACKET

アウトドアシーンで大 活 躍してくれるフード付きの ジャケットです。左 胸 に 名 入 れスペ ースを設 けているの もポイントです。
ノンコ ーティングの 防 水・撥 水と透 湿 性 の 機 能 を持ちな がら、

ソフトな 風 合 いのマイクロファイバー を使 用した 高 密 度 ポリエステル 生 地 を使 用しています。

本体価格 ¥13,000-（税別）　＊20着以上の場合

素材 表地：ポリエステル100%　裏地：ポリエステル100%-＊メッシュ

納期目安 1.5ヶ月

SIZE サイズ XXS XS S M L XL 2XL

着丈（cm） 63 66 69 72 75 78 81

身幅（cm） 51 53 55 57 59 61 63

COLOR
全 16 色より選べます。 #V-1-WHITE

#V-4-BEIGE
#V-5-GOLD-YELLOW
#V-6-SKY-BLUE
#V-7-HOT-PINK
#V-8-OLIVE

#V-9-GREY
#V-11-KHAKI-BROWN
#V-12-BROWN
#V-14-CHARCOAL-GREY
#V-15-ORANGE
#V-16-PURPLE

#V-17-DK.-RED
#V-19-RED
#V-20-NAVY
#V-21-BLACK

#V-1 #V-5 #V-7#V-4 #V-6 #V-8 #V-9

#V-12 #V-15 #V-17#V-14 #V-16 #V-19#V-11

#V-21#V-20

身幅
着丈

着丈

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。
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OUTER WEAR
BENCH COAT

冬 場 の イベ ントやスポーツ観 戦 に 必 須 のアイテム 。
裏 地 に はフリース・ボア・キル ティングを使 い分 ける事 により、保 温 性 も高く動きやすい仕様 となっています。

コートの 着 丈 はレギュラー 丈とロング 丈より選 べ ます。

本体価格
レギュラー丈：¥13,000-（税別）
ロング丈：14,000-（税別）
＊20着以上の場合

素材 表地：ナイロン100%　裏地：ポリエステル100%-＊ボア・フリース・キルティング

納期目安 1.5ヶ月

COLOR
全16色より選べます。 #A-1-WHITE

#A-12-PURPLE
#A-13-YELLOW
#A-14-GREEN
#A-17-BROWN
#A-20-OLIVE
#A-22-CHARCOAL-GREY

#A-23-FOREST-GREEN
#A-24-ORANGE
#A-25-MAROON
#A-27-GREY
#A-28-DK.-RED
#A-29-BLUE
#A-30-NAVY

#A-32-RED
#A-33-BLACK

#A-1 #A-13 #A-17#A-12 #A-14 #A-20 #A-22

#A-24 #A-27 #A-29#A-25 #A-28 #A-30#A-23

#A-33#A-32

SIZE サイズ S M L XL 2XL

-着丈:
レギュラー（cm）

106 110 115 120 125

-着丈:
-ロング（cm）

121 125 130 135 140

身幅（cm） 62 64 66 68 70

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。

着丈

身幅
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着丈身幅

STADIUM JACKET
STADIUM JACKET

オリジナルのパターンを使 用し、アメリカンな 雰 囲 気 を持ちつつも日 本 人 の 体 型 にフィットする1 着です。
生 地・縫 製 共 に M A D E  I N  J A PA N に拘って作っており、様 々な カスタマイズもお 楽しみ 頂 けます。

本体価格
1〜4枚：¥52,000-（税別）
5枚以上：43,000-（税別）

＊5枚以上は同一仕様の場合の価格

素材

メルトン：ウール90%-ナイロン10%
レザー：牛革100%

フライスニット：ウール50%--アクリル50%
裏地：ポリエステル100%

納期目安 1.5ヶ月

SIZE サイズ XXS XS S M L XL 2XL

着丈（cm） 50.1 53.4 55.9 59.1 62.2 64.7 67.9

身幅（cm） 54.6 58.4 61.0 63.5 67.3 69.9 72.4

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。

SIZE

TWO STRIPES ONE STRIPES NORTH
WESTERN

TWO STRIPES
FEATHERING

ONE STRIPES
FEATHERING

SOLID

リブニットのラインパターンは
6種類です。
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COLOR & MATERIAL
#1 #3 #5#2 #4 #6 #7

#9 #10#8 #11 #27#12 #28

#29 #31#30 #32

#1-NAVY
#2-OFF-WHITE-
#3-CAROLINA-BLUE
#4-RED
#5-HEATHER-GRAY
#6-DARK-HEATHER-GRAY
#7-DARK-GREEN
#8-DEEP-BLUE

#9-MAROON
#10-BLACK
#11-DARK-BROWN
#12-PURPLE
#27-BLUE
#28-ORANGE
#29-BURGUNDY
#30-GREEN

#31-BROWN
#32-GOLD-MELTON

ウール80％　ナイロン20％
メルトンは全18色より選べます。

#55 #49

#W #200 #380#B #5 #10 #50

#29 #28#80 #26 #325#210 #760

#230 #120 #360#130 #24#63 #75

#WHITE
#BLACK
#200-OFF-WHITE
#5-LIGHT-GRAY
#380-GRAY
#10-DARK-GRAY
#50-BEIGE
#80-DARK-BEIGE
#29-BRICK

#28-BROWN
#26-DARK-BROWN
#210-LIGHT-BLUE
#325 - TARQUO ISE-
BLUE
#760-BLUE
#63-NAVY
#75-GOLD
#230-PINK

#120-RED
#130-BURGUNDY
#360-PURPLE
#24-DARK-MAROON
#55-LIGHT-OLIEVE
#49-OLIEVE
#43-GREEN

-LEATHER
牛革100％
レザーは全24色より選べます。

#43

OPTION
オールメルトン ￥36,800 ボタンフロント +￥5,000

裏地キルティング +￥3,000 内ポケット +￥2,800

ジップフロント +￥3,200 スイスカラー +￥4,800

FRONT TYPE
スナップボタンフロントとボタンフロント、ジッパーフロントの中から選べます。
ボタンフロント・ジッパーフロントはそれぞれオプションとなりますので、本体価格とは別途オプション料金をいただきます。

SNAP-BUTTON BUTTON

#1 #3 #5#2 #4 #6 #7

#9 #10#8 #11 #13#12 #14

#16 #17#15 #18 #20#19 #21

#23 #24#22 #25 #26

#1-WHITE
#2-STONE
#3-CREAM
#4-YELLOW
#5-GOLD-YELLOW
#6-ORANGE
#7-PINK
#8-RED
#9-BURGUNDY
#10-BROWN
#11-SAX-BLUE
#12-BLUE
#13-NAVY

#14-DARK-NAVY
#15-TEAL-GREEN
#16-GREEN
#17-FOREST-GREEN
#18-LAVENDER
#19-PURPLE
#20-GREY
#21-CHARCOAL
#22-BLACK
#23-MATT-SILVER
#24-MATT-GOLD
#25-ANTIQUE-GOLD
#26-DARK-BRONZE

-BOTTUN
全 26 色より選べます。

#I-19 #I-20 #I-22#I-18 #I-21 #I-4 #I-5

#I-37 #I-10 #I-8#I-11 #I-9 #I-34 #I-7

#I-30 #I-36#I-29 #I-35 #I-12#I-38 #I-31

#I-15 #I-6#I-16 #I-25 #I-26

#I-24 #I-23#I-27 #I-33 #I-14#I-13 #I-17

#I-19-WHITE
#I-18-IVORY
#I-20-MIX-GRAY
#I-21-CHARCOAL-GRAY
#I-22-BLACK
#I-4-SEA-BLUE
#I-5-NAVY
#I-29-SAX
#I-30-SHARBET-BLUE
#I-36-MINT-BLUE
#I-35-CREAM-YELLOW
#I-38-MUSTARD
#I-12-PUMPKIN
#I-31-MANDARIN
#I-37-BRICK-BROWN

#I-11-LIGHT-PINK
#I-10-MAGENTA-PINK
#I-9-SALVIA
#I-8-BURGUNDY
#I-34-MOCHA
#I-7-WILD-BROWN
#I-27-SHARBET-GREEN
#I-24-JUNGLE-GREEN
-#I-23-LAVENDER
#I-33-VIOLET
#I-13-YELLOW
#I-14-FRENCH-YELLOW
#I-17-ECRU
#I-16-BEIGE
#I-15-YELLOW-OCHER

#I-6-CARAMEL
#I-25-DARK-MINT
#I-26-SUMMER-GREEN
#I-28-SKY-BLUE
#I-32-PALE-BLUE
#I-2-COBALT-BLUE

-KNIT
ウール100％
ニットは全36色より選べます。

#I-28 #I-32

#I-2
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BAG
SACOCHE

今 の 気 分 にフィットした、ちょっとした 外 出 にも便 利 な 小さめの ショルダーバッグ（サコッシュ）です。
ユニフォーム サーカス ビームスでは シンプル な 作りな がら本 体とテープの配 色 が 可 能 なタイプとなります。

高 品 質 な 国 産 1 1 号 帆 布を使 用しています。

本体価格 ¥4,000-（税別）　＊24個以上の場合

素材 コットン100%

納期目安 1.5ヶ月

SIZE
サイズ 本体：W34-×-H23.5-(cm）

COLOR
-生地
全15色より選べます。

#2 #22 #39#1 #6 #9 #89

#4

#18 #61 #35#41 #27 #19 #16

#2-OFF-WHITE
#1-NATURAL
#22-GRAY
#6-YELLOW
#39-ORANGE
#9-RED
#89-BLUE
#18-GREEN
#-41-DARK-GREEN

#-61-GOLD
#27-BROWN
#35-KHAKI
#19-OLIEVE-DRAB
#16-NAVY
#4-BLACK

-テープ
全15色より選べます。

#30 #44 #7#32 #6 #312 #13

#20

#310 #17 #101#25 #18 #8 #26

#30-WHITE
#32-NATURAL
#44-GRAY
#6-YELLOW
#7-ORANGE
#312-RED
#13-BLUE
#310-GREEN
#25-DARK-GREEN

#17-GOLD
#18-BROWN
#101-KHAKI
#8-OLIEVE-DRAB
#26-NAVY
#20-BLACK
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BAG
XL TOTE

ベ ーシックなデザインで大きめのトートバッグよりもさらに 大きく作られています。
高 品 質 な 国 産 8 号 帆 布 を使 用し、内 側 に は 小 物 が 収 納できるポケット付で使 いやすさも兼 ね 備えています。

ハンドルの 長さは 、ショート・ミドル・ロングから選 べ ます。

本体価格 ¥5,500-（税別）　＊24個以上の場合

素材 コットン100%

納期目安 1.5ヶ月

SIZE
サイズ 本体：W60-×-H45-×-D14-(cm）

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。
※採寸方法はカタログPDFデータをご確認下さい。

HANDLE ハンドルは、ショート・ミドル・ロングより選べます。

ショート
26cm

ミドル
36cm

ロング
49cm

COLOR
-生地
全15色より選べます。

#2 #18 #24#1 #47 #61 #60

#4

#8 #85 #43#20 #17 #41 #14

#2-OFF-WHITE
#1-NATURAL
#18-GRAY
#47-YELLOW
#24-ORANGE
#61-RED
#60-BLUE
#8-GREEN
#20-DARK-GREEN

#85-BURGUNDY
#17-BROWN
#43-KHAKI
#41-OLIEVE-DRAB
#14-NAVY
#4-BLACK
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BAG
COMBINATION TOTE

高 品 質 な 国 産 の 8号 帆 布 を使 用した、クラシカル なトートバッグです。
マチが 広く外 側と内 側 に 1 個 ずつポケットがついており、デイリー ユ ースにもおすすめです。

ハンドルの長さは 、ショート・ミドル・ロングから選 べ ます。

本体価格 ¥7,800-（税別）　＊24個以上の場合

素材 コットン100%

納期目安 1.5ヶ月

SIZE

サイズ 本体：W44-×-H30.5-×-D17.5-(cm)

HANDLE

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。
※採寸方法はカタログPDFデータをご確認下さい。

ハンドルは、ショート・ミドル・ロングより選べます。

ショート
30cm

ミドル
45cm

ロング
60cm

COLOR
-生地
全15色より選べます。

#2 #22 #39#1 #6 #9 #89

#4

#18 #61 #35#41 #27 #19 #16

#2-OFF-WHITE
#1-NATURAL
#22-GRAY
#6-YELLOW
#39-ORANGE
#9-RED
#89-BLUE
#18-GREEN
#41-DARK-GREEN

#-61-GOLD
#27-BROWN
#35-KHAKI
#19-OLIEVE-DRAB
#16-NAVY
#4-BLACK

-テープ
全15色より選べます。

#30 #44 #7#32 #6 #312 #13

#20

#310 #17 #101#25 #18 #8 #26

#30-WHITE
#32-NATURAL
#44-GRAY
#6-YELLOW
#7-ORANGE
#312-RED
#13-BLUE
#310-GREEN
#25-DARK-GREEN

#17-GOLD
#18-BROWN
#101-KHAKI
#8-OLIEVE-DRAB
#26-NAVY
#20-BLACK
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APRON
LONG TYPE

大きめの 両 ポケットにエプロンでは 珍しく便 利 な 内 ポケット、
二つに 分 か れた 裾 部 分 など使 いやすさにこだ わったロングエプロンです。

高 品 質 な 国 産 1 1 号 帆 布 を使 用しています。

本体価格 ¥10,900-（税別）　＊24個以上の場合

素材 コットン100%

納期目安 1.5ヶ月

SIZE

サイズ
本体：W68-×-100-(cm）

腰紐：65cm

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。
※採寸方法はカタログPDFデータをご確認下さい。

COLOR
-PILE
全15色のカラーバリエーション
よりお選び頂けます。

#2 #22 #39#1 #6 #9 #89

#18 #61 #35#41 #27 #19 #16

#2-OFF-WHITE
#1-NATURAL
#22-GRAY
#6-YELLOW
#39-ORANGE
#9-RED
#89-BLUE
#18-GREEN
#-41-DARK-GREEN

#-61-GOLD
#27-BROWN
#35-KHAKI
#19-OLIEVE-DRAB
#16-NAVY
#4-BLACK

-APRON_01



APRON
SHORT TYPE

ポケットをサイドに 配し、大きめの 名 入 れ 範 囲 を確 保したシンプル なショートエプロンです。
チームやお 店 、イベント等で活 躍 出 来るアイテムです。高 品 質 な 国 産 1 1 号 帆 布 を使 用しています。

本体価格 ¥5,800-（税別）　＊24個以上の場合

素材 コットン100%

納期目安 1.5ヶ月

SIZE

サイズ
本体：W72.5-×-35-(cm）

腰紐：102cm

※縫製上の問題で実物には誤差がありますのでご了承下さい。
※採寸方法はカタログPDFデータをご確認下さい。

COLOR
-PILE
全15色のカラーバリエーション
よりお選び頂けます。

#2 #22 #39#1 #6 #9 #89

#18 #61 #35#41 #27 #19 #16

#2-OFF-WHITE
#1-NATURAL
#22-GRAY
#6-YELLOW
#39-ORANGE
#9-RED
#89-BLUE
#18-GREEN
#-41-DARK-GREEN

#-61-GOLD
#27-BROWN
#35-KHAKI
#19-OLIEVE-DRAB
#16-NAVY
#4-BLACK

-APRON_02



DECORATION
ユニフォーム サーカス ビームスでは 、様 々なオプションをご用 意 。

デザインにプラスすることで、アイテムの 完 成 度 をより上 げることができます。

プリント加工の代表格です。現在では様々な技法が開発され、多彩な表現が可能です。
Tシャツやスウェットウェア、バッグ、エプロン等幅広くマッチする加工です。

価格
版代￥15,000〜（税別）

プリント代￥300／着〜（税別）

シルクプリント加 工

価格 価格：￥1,000／着〜（税別）

生地にインクを吹き付けてプリントする加工で、フルカラーの表現が可能です。写真や
グラデーションのイラストをプリントに向いています。Tシャツやスウェット、バッグなど
にオススメです。

インクジェットプリント加 工

価格 価格：￥800／着〜（税別）

フルカラーの表現が可能で、生地に染み込むプリントなので加工部分も素材の機能性を
保てます。基本的に白ボディのみの対応です。アクティブウェアやポリエステルの生地の
ものにオススメです。

昇 華 転 写プリント加 工

価格
型代￥10,000〜（税別）
刺繍代￥500／着〜（税別）

立体的で高級感のある雰囲気に仕上がります。糸色の種類も豊富で細かな表現も可能
です。シャツやアウターウェア、エプロンなどにオススメです。

刺 繍 加 工

価格
型代￥10,000〜（税別）

ワッペン代￥500／着〜（税別）

好みの形にカットした生地に刺繍を施します。エンブレムにしたりデザインに合わせた形
で作ることができます。シャツやアウターウェア、バッグなどにオススメです。

ワッペン加 工

価格 ￥5,000／着〜（税別）

モコモコとした雰囲気が特徴的で、今では作れるところが少なくなった加工方法です。
太い糸を使用しているのでシャープな形の柄には向きませんが、シニール特有のアジ
がでる加工です。スタジアムジャケットやスウェットウェアにオススメです。

シニール 加 工



OTHER ITEM
ユニフォーム サーカス ビームスではウェア類 に 限らず小 物 、雑 貨 なども制 作できます。 
様 々な 用 途 に 合 わ せたアイテムを用 意していますので、お 気 軽 にお 問 い合 わ せ下さい。

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1-5-8-
神宮前タワービルディング3F

http://uniformcircus.beams.co.jp
TEL-03-5772-1536


