


seedleSs 2019 summer Collection - Tshirts

COLOR : black, white, bright green, gold yellow
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,600   DELI : 5月末

THE一押し！！

sd19sm-ss01 bad rabbit attitude s/s tee

COLOR : black, white, natural, ice green, light pink
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,300   DELI : 5月末

明治から大正にかけてのモダンカルチャーを意識したグラフィック。イラストレーターKYONの書下ろし作品。おすすめです。

sd19sm-ss03 Gilrls pipe s/s tee

COLOR : black, white, H.gray, metoro blue
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,300   DELI : 5月末
和柄の蔦模様を組み込んだバジリスクな絆を強く感じるロゴ。おすすめです。

sd19sm-ss02 JP IVY coop logo s/s tee

COLOR : black, white, natural, royal blue, H.gray
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,200   DELI : 6月中旬

Green Hand logo !ナチュラルな雰囲気の手書きロゴです。

sd19sm-ss04 sd hand logo s/s tee

COLOR : black, white   SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,700   DELI : 6月中旬
↓付きのs-dot logoが胸に入ります。その上から大き目のポケットが付きます。背中にはcoopロゴ。おすすめです。 

sd19sm-ss05 big pocket s-dot s/s tee



seedleSs 2019 summer Collection - Tshirts

COLOR : white, H.gray, natural, ice green
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,600   DELI : 6月中旬

もうバケーションです。エンドレスなバケーションです（( ´∀｀ )

sd19sm-ss08 skull vacation

COLOR : black, white, ice green, light pink, H.gray
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,500   DELI : 5月末

Cypress Hillのド名曲HITS FROM THE BONGからインスパイヤーされたグラフィック。めちゃおすすめです。

sd19sm-ss10

HITS FROM THE BONG s/s tee

COLOR : black, white, navy, H.gray
SIZE : S, M, L, XL   PRICE : ¥4,500   DELI : 5月末
新作のジョイントな焚火グラフィックが胸に入るヘンリーネックＴシャツ。

背中にはcoopロゴがプリントで入ります。おすすめです。

sd19sm-ss06 sd Henryneck s/s tee

COLOR : black, white, H.gray, metoro blue
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,600   DELI : 6月中旬

大人気だったROCK stitch Tの復刻版。前回からロゴプリントと
袖と裾のステッチの色が変わっています。こちらもおすすめです。

sd19sm-ss07

sd ROCK stitch revised s/s tee

COLOR : black, white, navy   SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,600   DELI : 5月末
スラブ生地のおしゃれなＴシャツの胸にcoopロゴが小さめに、背中にs-dotが刺繍で入ります。

sd19sm-ss09 SLAB EMB s/s tee



seedleSs 2019 summer Collection - Tshirts

COLOR : black, white, H.gray, natural, sax blue, gold yellow
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,500   DELI : 5月末

sd19sp-ss01 chillin TIME s/s tee
COLOR : black, white, H.gray, green, gold yellow

SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,600   DELI : 5月末

sd19sp-ss06 Heartful Bong s/s tee

COLOR : black, white, natural
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,200   DELI : 5月末

sd19sp-ss02 Hawaiian style s/s tee
COLOR : black/black, black/brown, white/black, white/white,

H.gray, natural, sax blue, green, gold yellow, purple
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,200   DELI : 5月末

sd19sp-ss10 California s/s tee

COLOR : black, white, H.gray, navy
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥3,889   DELI : 5月末

sd19sp-ss04 katakana logo s/s tee
COLOR : black, white, H.gray, navy

SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥4,000   DELI : 5月末

sd19sp-ss11 sd spot color COOP logo s/s tee



seedleSs 2019 summer Collection - Tshirts / shirts / cut&sew

NEW

COLOR : white, black, beige
SIZE : M, L   PRICE : ¥7,800   DELI : 5月末

生地はポリエステルで、テロんと着れるレトロな雰囲気のカスリ柄のビックサイズの開襟シャツです。
胸はネーム、背中に刺繍です。

sd19sm-sh01 sd huskiness big size open shirts

COLOR : white, black, orange, sax blue
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥7,800   DELI : 6月中旬
コットン＆ヘンプの開襟シャツ。胸にseedleSs,背中にCaliforniaのロゴが

プリントで入ります。おすすめです。

sd19sm-sh02 sd cotton/hemp open shirts

COLOR : white, black,
green, purple, yellow,

navy, H.grey,
NEWbright green

SIZE : S, M, L, XL, XXL
PRICE : ¥3,800

DELI : 5月末

sdreg-ss01

COOP
REGULAR
S/S TEE

COLOR : navy, beige
SIZE : M, L   PRICE : ¥8,800   DELI : 5月末

シャツ生地のコーチジャケット。胸はスナップボタンで裾にはヒモが入ります。夏の肌寒い日に重宝するアイテムです。おすすめ。

sd19sm-sh03 stripe coaches style shirts jkt

COLOR : black, green, blue
SIZE : M, L, XL

PRICE : ¥8,200   DELI : 5月末
薄手の裏毛生地の羽織りカーディガン。

前にはボタンはなくさらっと羽織る感じがおしゃれです。
袖、胸にプリント、後ろ裾にはネームが入ります。

sd19sm-cs01

sd fling cardigan



seedleSs 2019 summer Collection - cut&sew / shorts

COLOR : black, camo, white x camo
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥6,800   DELI : 6月中旬

ストレッチの効いたナイロン生地のラッシュガード。袖は若干短めの9分丈。胸と背中にはロゴがプリントで入ります。おすすめ！

sd19sm-cs02 sd rush guard LS

COLOR : black, navy, olive
SIZE : M, L, XL

PRICE : ¥7,800   DELI : 5月末
コットン＆ヘンプ生地の楽チンスタイルのショーツ。

前裾にはs-dotロゴ。後ろポケットにはピスネームが入ります。

sd19sm-st01

sd cotton hemp shorts

COLOR : black , white, gray, green
SIZE : S, M, L, XL, XXL   PRICE : ¥6,800   DELI : 5月末

sd19sp-cs01 sprout polo shirts

COLOR : black, camo, white x camo
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥6,200   DELI : 6月中旬

ストレッチの効いたナイロン生地の半袖ラッシュガード。胸と背中にはロゴがプリントで入ります。おすすめ！

sd19sm-cs03 sd rush guard SS

COLOR : white, black, navy
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥3,800   DELI : 6月中旬

5.6ozのコットン生地のタンクトップ。胸には人気のCaliforniaロゴ。背中にcoopロゴがプリントで入ります。

sd19sm-cs04 sd summer Cali. tank top 



seedleSs 2019 summer Collection - shorts / pants

COLOR : black, charcoal, D.beige
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥9,200   DELI : 5月末
ウール調のポリエステル生地のワイドパンツ。九分丈で裾が閉まってるので
ワイドパンツに抵抗ある人にも履きやすいシルエットになっています。

前裾には三角s-dotロゴが同色系プリントで入ります。
後ろポケットにはピスネームが入ります。おすすめ！

sd19sm-pt01

sd wide clean 3/4 pants

COLOR : black, navy   SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥8,500   DELI : 6月中旬
夏にぴったりのシアサッカー生地のショーツ。前裾には新作のジョイントな焚火グラフィック、後ろポケットにはs-dotがプリントで入ります。おすすめです。

sd19sm-st02 sd seersucker shorts

COLOR : black , navy, H.grey, Chracoal   SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥8,000   DELI : 5月末
サイドのストライプがフレッシュな履き心地抜群のジャージパンツ。

シルエットは膝から下が細身になったスタイリッシュなスタイル。履き込んでも膝が出にくく手放せないアイテム。
ロゴはプリントです。アーティストに愛用者が多いです！おすすめです！

sd18f-pt01 sd stripee jersey pant

COLOR : check, camo, black
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥10,800   DELI : 5月末

今年のオリジナル・ショ－ツは昨年好評だったミニポーチ付き。今年は左後ろのポーチを付けるベルトループに
工夫をこらしてより使いやすくなっています。もちろんポーチを内側に付けてスタッシュ・ポケットとして使うもよし。

色展開はseedleSsらしいキレイな色のチェック・ショーツ、定番的なカモ柄ショーツ、
ベーシックな無地の黒と揃っています。フロントポケットと後ろ右ポケにはジッパーが付くので物を無くす心配も無し！

シルエットは程よい太さとひざ丈で履きやすい！とかっこいい！を両立。超おすすめです！！

sd19sp-st01 sd secret zip shorts

COLOR : black, black damage,    SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥10,500   DELI : 5月末
seedleSsにはありそうで無かったストレッチの効いたblack skinny denimパンツ。後ろポケにs-dotロゴが刺繍で前裾にピスネームが入ります。

レギュラーバージョンとダメージバージョンがあります。どちらもおすすめです！

sd19sm-pt02 sd stretch skinny black denim pants 



seedleSs 2019 summer Collection - pants / cap&hat

COLOR : green stitch
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥12,800   DELI : 5月末

sdreg-pt01 sd 501 denim pant

COLOR : black, white   SIZE : 1size   PRICE : ¥4,300   DELI : 6月中旬
ハワイ柄の生地のLOW CAP。フロントはcoopロゴの刺繍。後ろにはクリップネームが入ります。おすすめ！

sd19sm-ht01 sd Hawaiian style low cap

COLOR : green stitch, orange stitch
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥12,800   DELI : 5月末

sdreg-pt03 sd tapered denim pant

COLOR : navy, beige
SIZE : M, L, XL   PRICE : ¥12,800   DELI : 5月末

sdreg-pt04 sd luckies slim pant
COLOR : white, black, navy   SIZE : 1size   PRICE : ¥3,700   DELI : 5月末

sdreg-ht10 sd New Hattan low cap

COLOR : black, white, navy, charcoal   SIZE : 1size
PRICE : ¥4,200   DELI : 6月中旬

flexfitのメッシュ CAP。フロントはプレミアムcoopロゴの刺繍。後ろにはクリップネームが入ります。おすすめです。

sd19sm-ht02 sd mesh snap back cap

COLOR : black, camo, degi camo, beige   SIZE : 1size
PRICE : ¥4,200   DELI : 5月末

リバイバルブームのJET CAP。フロントは小さめのプレミアムcoopロゴの刺繍。後ろにはクリップネームが入ります。

sd19sm-ht03 sd jet cap



seedleSs 2019 summer Collection - cap&hat / bag

COLOR : blk/blk, blk/wht, blk/green, white/blk, white/green, nvy/wht,
purple/yellow, charcoal/wht, royal/yellow, shark blu/wht

SIZE : 1size   PRICE : ¥5,800   DELI : 5月末

sdreg-ht01 sd new era snap back 

COLOR : natural, navy, white camo   SIZE : 1size   PRICE : ¥5,000   DELI : 5月末

sd19sp-bg01 skunk tote bag

COLOR : black/white,
red/black, gold/black

SIZE : 1size
PRICE : ¥4,200   DELI : 5月末

sdreg-ht03

sd color combination
snap back

COLOR : black   SIZE : 1size
PRICE : ¥6,000   DELI : 5月末

sd19sp-bg02 sd PU waist bag COLOR : black
SIZE : 1size

PRICE : ¥12,500
DELI : 5月末

sdreg-bg01

sd
original style
back pack 2

COLOR : black, camo, navy   SIZE : 1size
PRICE : ¥7,000   DELI : 5月末

sd18f-bg02 sd cordula waist bag

COLOR : black,
camo, NEWgray,

NEWblu/wht/red,
NEWmulti color

SIZE : 1size
PRICE : ¥8,500
DELI : 6月中旬

人気のロングセラーのバックに
新色登場！大人っぽいグレーと

マルチカラーが2色！

sdreg-bg10

coverd
back pack

NEW NEW NEW



seedleSs 2019 summer Collection - bag / accessories

COLOR : green
SIZE : 1size

PRICE : ¥1,400
DELI : 6月中旬

丸環についたチェーンが伸びるので
key Holderとしてはもちろん

ウオレットチェーンとしても使えます。
片面にs-dotのプリントが入ります。

おすすめです！

sd19sm-ac01

sd double
way chain

COLOR : green, silver
SIZE : 1size

PRICE : ¥1,200
DELI : 6月中旬

シンプルな2種類のカラビナです。

sd19sm-ac02

sd carabiner
variation

COLOR : black 
SIZE : 1size

PRICE : ¥1,400
DELI : 6月中旬

レザーを使ったキーホルダーです。
s-dotのプリントが入ります。

sd19sm-ac03

sd leather
key holder

COLOR : black, camo, NEWdesert camo   SIZE : 1size   PRICE : ¥2,500   DELI : 5月末
seedleSs定番の人気のミニポーチに新色デジカモが登場！

忘れがちですがこのポーチにはフラップ部分にスタッシュ・ポケットが付いています。

sdreg-bg02 sd original style porch
NEW

COLOR : blk/lt.gray, blk/blue, blk/dk.gray
SIZE : 1size   PRICE : ¥2,500   DELI : 6月中旬

美しいフォルムの売れ筋サングラス。
レンズはクリアーに近い薄いグレーとブルー、濃いグレーの3色です。

レンズにプリントが入ります。おすすめ！

sd19sm-ac04

sd slim rounder sunglasses

COLOR : blk/blue, blk/brown
SIZE : 1size   PRICE : ¥2,500   DELI : 6月中旬

メタルのラウンド型サングラス。
レンズはブルー系のグラデーションと茶系のグラデーションの2色。

レンズにプリントが入ります。

sd19sm-ac05

sd metal rounder
sunglasses

COLOR : blk/lt.gray, blk/brown, blk/dk.gray
SIZE : 1size   PRICE : ¥2,500   DELI : 6月中旬

太めのフレームのスクエア型サングラス。
がっちりした掛け心地が良い感じです。

レンズはクリアーに近い薄いグレーとブラウン、濃いグレーの3色。
サイドにプリントが入ります。

sd19sm-ac06

sd FAT sunglasses



seedleSs 2019 summer Collection - accessories

COLOR : silver   SIZE : 1size
PRICE : ¥1,500   DELI : 5月末

sdreg-ac60

sd dog tag necklace

COLOR : black   SIZE : 1size
PRICE : ¥1,500   DELI : 5月末

sd17sm-ac02

sd pile wrist band 

COLOR : black/silver, black/gold
SIZE : 1size   PRICE : ¥7,500   DELI : 5月末

sdreg-ac61

sd Genuine
leather belt

COLOR : black
SIZE : 1size

PRICE : ¥3,200
DELI : 5月末

sd18sp-ac01

sd
smart phone

book case

COLOR : black   SIZE : 1size   PRICE : ¥2,000   DELI : 5月末

sd17sm-ac01 sd premium brand towel

COLOR : 蓄光marble   SIZE : 1size   PRICE : ¥1,000   DELI : 5月末

sd17sm-ac03

sd marble 蓄光 rubber band 25mm

COLOR : black, 蛍光green   SIZE : 1size
PRICE : ¥700   DELI : 5月末

sdreg-ac40

seedleSs rubber band / 12mm

COLOR : green, purple   SIZE : 1size   
PRICE : ¥1,200   DELI : 5月末

sdreg-ac21 coop key holder

COLOR : green, purple
SIZE : 1size

PRICE : ¥1,200
DELI : 5月末

sdreg-ac22

s-dot
key holder

COLOR : black   SIZE : 1size   PRICE : ¥8,800   DELI : 5月末

sdreg-ac25 SD LONG WALLET 2

COLOR : green assort  SIZE : 1size  PRICE : ¥100  DELI : 5月末

sdreg-ac50 s-dot sticker 2.5cm

COLOR : green assort  SIZE : 1size  PRICE : ¥600  DELI : 5月末

sdreg-ac54 s-dot sticker 14.5cm
COLOR : green assort  SIZE : 1size  PRICE : ¥400  DELI : 5月末

sdreg-ac53 s-dot sticker 7.5cm
COLOR : green assort  SIZE : 1size  PRICE : ¥300  DELI : 5月末

sdreg-ac52 s-dot sticker6.8cm
COLOR : green assort  SIZE : 1size  PRICE : ¥200  DELI : 5月末

sdreg-ac51 s-dot sticker 4.3cm
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