


Beaugan is a portmanteau of the word “beau-
tiful” with that of an Australian slang word 
for an unsophisticated person.
 
Beautiful 
bjuːtɪfʊl,-f(ə)l / adjective
 1. Pleasing the senses or mind aes-
thetically.
 2. Of a very high standard; excellent. 
 
Bogan
bəʊɡ(ə)n / noun 
Australian/NZ informal derogatory
 1. an uncouth or unsophisticated 
                   person, regarded as being of low 
                   social status.

Etymology

意味

Beauganは英語で美しい、素敵と、武骨な人
間を意味するオーストラリアのスラングを
組み合わせたことば。

Beautiful 
bjuːtɪfʊl,-f(ə)l / adjective
                    1.  感覚や意識に美的な喜びを与えるの 	
                    2.  極めて水準の高い、優れたもの 

 

Bogan
bəʊɡ(ə)n / noun 
Australian/NZ informal derogatory
	 1. 野性的で武骨、社会的なステータスが低	

	 		 	い人物



Tatsumi Hijikata 
“土方” – “soil person” – labourer/construction 
worker 
 
The founder of modern Japanese art form 
“ankoku butoh” (the dance of darkness). 
Hijikata created a dance form as a counter- 
reaction to a western imperial aesthetic, a 
force to challenge the height of European 
sensibility in dance at the time; ballet. As 
ballet reaches for the heights of heavens. 
Hijikata looked towards the earth and 
human nature for inspiration.  
 
“My dancing originated in a place that 
has no affinity with Shinto shrines and 
Buddhist temples. (...) I was born from the 
mud and sod.”  
— Tatsumi Hijikata

Artistic influence - Butoh 影響を受けたアーティスト

土方巽
「土方」-土の人-肉体労働者/土方

日本発祥のモダンなアート様式「暗黒舞
踏」の創始者（闇のダンス）。土方は支配
的な西洋の美意識に対抗するダンス形式
を生み出した、とりわけヨーロッパの感
性をダンスで表現した究極の形式である
バレエに対する挑戦として。バレエは天
上、天国を目指す。土方は地の底、人間の
本性を目指す。

「私の舞踏は神道の神社とも仏教の寺
院ともつながりのない土地を起源として
いる。(…)私は土、土から生まれたのだ」
土方巽

Beaugan advocates that the qualities it 
reveals can be created from a foundation 
whose elements are primal, humble and 
from the earth. 
 
What might be mistakenly perceived as 
lower order is recognised to be in truth, the 
bedrock for creating objects of high quality 
and value that suit a modern world.

Brand concept ブラントコンセプト

Beauganが伝えていきたいのは、原初的
で荒削りな粗野なもの、土から生まれる
ものからも、価値ある質を生み出すこと
ができるということだ。

今まで過ってとられられ、下にみられて
いたものこそが、現代にふさわしハイク
オリティーな価値あるもの生み出す岩礁
となる。



Whilst small in stature, the kabuto mushi 
makes up for it in nature; it can lift over 800 
times its body weight. The kabuto symbolis-
es great strength with humble beginnings.

The stag beetle logo カブトムシのロゴ

体は小さいがそれを補うかのように体重
よりも800倍重いものも持ち上げることが
できる。カブトムシは粗末な環境で生ま
れながらも、たくましい強さを身につける
もののシンボルだ。

Dorozome is a natural mud-dying pro-
cess dating back to Yayoi era Japan. It is 
a primitive technique that has remained 
unchanged for over 1300 years. 
 
Fabrics are dyed by harnessing the natu-
ral chemistry of the mud and clay of the 
prehistoric earth. 
 
This mud is taken from the iron-rich soil of 
the rice-fields of an island of the inland sea.  
These fields are continually enriched by the 
mountain streams flowing through the area 
to the sea.

Mud dyed

泥染め

泥染は弥生時代から続く天然の泥による染
色法。その原始的な技法は1300年経った今
でも変わらず残っている。

先史時代の地層がつくる泥と粘土が生みだ
す自然の科学反応を活用して布を染める。

島を取り巻く海水を含んだ泥田で泥染はお
こなわれ、泥には多くの鉄分が含まれてい
る。泥田には絶えず山水が流れ込み、土壌
を豊かにする。



Beaugan garments are cut in balance 
between modern pattern cutting silhouete, 
techniques andtimeless classics.

Cut specific and honouring the natural 
human form for ultimate comfort and ease 
of movement.

Fabrics are chosen which express a human 
touch and those at ease with nature.

Cut for work, tailored for pleasure

カッティングの技、仕立てのよろこび

Beauganはモダンなパターンカッティン
グの技術と、クラシカルなテーラリング
の優れた技術をバランスよく組み合わ
せ服づくりをしている。

Beauganの服は独特なカッティングを取
り入れ、人間の体の自然なフォルムを尊
重した着心地のよさと動きやすさを追
求している。



Beaugan items are designed as garments 
ready for any occasion; formal or casual. 
Beaugan garments may be dressed up 
and dressed down. They are formal whilst 
looking smart and effortless, and they are 
casual whilst still looking sharp and with 
poise. These garments are built and ready 
for anything.

Tools for the Egalitarian

平等主義　そのためのツール

Beauganのアイテムはフォーマル、カジュ
アルな場面を選ばず、あらゆる場面で
着ることができる。ドレスアップもでき
れば、ドレスダウンすることもできる。
フォーマルな場ではスマートでかろや
か、カジュアルな場ではシャープで落ち
着きのある印象を与える。あらゆる場に
対応できるよう仕立てられた服だ。

Beaugan garments are modelled and designed 
after wardrobe classics, modified with the 
Beaugan DNA; it’s an evolutionary process.

“We create our own classics”.
Beaugan is a new-heritage brand. It does not 
change with trends. Beaugan garments are 
classically beautiful and strikingly modern. 
They are designed with timelessness in mind.  
Each season aims at increasing the staples of 
the wardrobe, Each garment is an investment 
that becomes more exquisite and rare with 
age.

Modern classics

モダンクラシック

Beauganの服はクラシックなワードローブに
BeauganのDNAを配合し、デザインし、形をつ
くりだし、生まれる。：それはまさに進化の
プロセス。

「これからのクラシックを私達が生み出
す。」Beauganは新たなヘリテージブランド
でありたい。トレンドによって変わることは
ない。Beauganの服はクラシカルな美しさを
宿しながらも極めてモダン。タイムレスな
服とはなにかを考え、デザインされている。
シーズン毎にワードローブに加えられる定
番を増やし、成長し、長く愛用される服をつ
くり続ける。一着一着の服は年を経ること
でより美しく、価値をます。



自然が欲するがままに

Beauganの服は人の手でつくられ、そし
て、人のために作られる。

自然や環境のことを考えた糸からのもの
づくり。Beauganは人工的な素材や人体に
害のある化学繊維や製品もできるだけ
使わずに服をつくる。

しっかりと頑丈につくり、長く愛用しても
らいたい：私たちが目指すのはファッシ
ョンのスローダウンであり、ファッション

産業に常につきまとう不必要なまでの消
費や浪費、そしてストレスに加担せずに
服をつくること。

Beauganの服がその終わりを迎えたとき、
私たちの服はまた土へと返り、自分たち
が生まれた場所に戻るのだ。

Beaugan garments are made by the 
hands of humans, for humans. Sustaina-
bly produced from the thread, Beaugan 
garments are crafted with minimal use of 
artificial materials, processes or harmful 
chemicals.

Built strong and built to last a lifetime; 
our aim is to slow down fashion, to not 
further add to the unnecessary waste and 
stress already produced by this industry.

As Nature intended

Our aim is to maximize human enjoy-
ment and life; keeping it fresh, easy and 
natural.

When Beaugan garments finally do 
reach the end of their life; they may be 
returned; back into the earth from which 
they were born.



Dorozome is a fully natural dying process. 
Like indigo denim, it will change colour 
and fade with use, naturally over time. 
It will create whiskers and fades per the 
movements specific and original to the 
wearer’s body.

The garments will become ever more 
personalised and individual to the wear-
er. Every dye has natural variation from 
the natural hand dying process. No two 
garments will have the same finish. Each is 
individual, original, unique, and precious.

Beaugan garments will become softer, more 
beautiful and delicate with age.

Age with grace

年月がもたらす優美さ

泥染は天然由来の染めの技法だ。藍染
めデニムのように、使い込むほどに時
とともに自然に色は変化し、落ちてい
く。アタリと色落ちは、着る人それぞれ
の体型や動きのクセに合わせて生まれ
る。

服は着る人の個性に寄り添い、固有の
ものとなる。泥染は手で染められ、天然
由来のため、1着1着すべて風合いが異
なる。1着として同じものはないのだ。そ
れぞれが固有でオリジナル、1点もの、
貴重な1着だ。「味がでてくる」


