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VERDE is a healthcare apparel and accessories lifestyle 
brand that blends traditional American sportswear with 
technical design elements. We are driven to create a 

unique mix of on-duty professional performance and off-
duty, casual style. 

A new uniform for daily life.™

We offer a fresh approach to standard healthcare attire 
by introducing foundational silhouettes rooted in color, 

wearability and comfort. 

VERDE has a unique aesthetic with a nod to 
contemporary culture. The brand’s products are 

accessible, timeless and committed to elevating the 
modern healthcare professional.

WWW.VERDESCRUBS.COM



TONY NGO
CREATIVE

Former head of menswear 
design at Coach. He led 
Coach’s launch of 1941 

men’s ready-to-wear, 
successfully injecting the 

heritage brand with fashion. 
His works have graced 

the covers of leading US 
and international fashion 
magazines. He currently 

resides in Tokyo.

HAI NGO
OPERATIONS

A digital specialist, with an 
extensive resume in leading 

technology strategies for 
various American retail 

brands. He currently lives in 
Los Angeles.

SCOTT WHITE
MERCHANDISING

 
A New York City based 

retail executive with 
experience in buying, 

planning and inventory 
management for American 

and European luxury 
brands.

FOUNDERS

We founded VERDE inspired by the principle that design 
could improve and enhance the healthcare uniform. Our 

own lives are influenced by fashion, art and culture, 
and we want to apply an elevated and considered 

way of dressing to uniforms. Aesthetics should not be 
compromised for performance. In practice, this means 

removing unnecessary details and focusing on design that 
provides a means of expression. Less but better. A new 

uniform for daily life.



ON-DUTY PERFORMANCE AND OFF-DUTY STYLE
Healthcare workers need to perform their best at work but should not have to sacrifice utility for style. VERDE’s 
blend of American sportswear and technical design elements make this possible.



THE LAB COAT
A classic staple, perfectly refined. VERDE’s lab coat incorporates soft tailoring with recycled, water-resistant 
fabric, resulting in an effortless update to a healthcare staple. For our Lab Coat Plus, a lightweight cashmere liner 
was added to provide the wearer with an added hidden luxury.



INTERSECTION OF CONTEMPORARY CULTURE 
AND UNIFORMS 
We create to complement the personalities of today’s healthcare professionals. There are contemporary culture 
influences embedded throughout all our products to remake the conventional uniform into a unique aesthetic that 
is both effortless and timeless.



PRESENCE 
THROUGH 

FORM
Our design focuses on 

proportions and intentional 
color choices. This allows 

healthcare workers to dress 
with the same sensibility on-

duty as they do off-duty.

PERFORMANCE 
FROM MATERIALS
Healthcare is demanding. We use technical 
materials typically found in athleticwear and 
work with best-in-class partners on apparel 
technology. Polygiene, the market leader 
in odor control and stay fresh technologies, 
provides antimicrobial applications that 
enhances the hygiene and protection 
qualities our of products.



REDUCE OUR ENVIRONMENTAL IMPACT
The only modern approach to creating product is to ensure that the environmental impact is considered. We create 
high quality essentials made from recycled materials and donate a percentage of our profits to organizations that 
preserve the environment. 



A NEW 
UNIFORM 
FOR DAILY 
LIFE.



Jacket: Scrub Jacket $165
Top: Short Sleeve Underscrub $65
Pants: Standard Pants $135

ジャケット：スクラブ ジャケット 23760 JPY
トップス：半袖アンダースクラブ 9720 JPY
パンツ：スタンダードパンツ 19440 JPY

VERDEは、伝統的なアメリカのスポーツウェアと技術的なデザイン要素を融合させた医
療アパレルとアクセサリーのライフスタイルブランドです。 私たちは、オンデューティ
のプロのパフォーマンスとオフデューティのカジュアルなスタイルのユニークな組み合わ
せを作成することを目指しています。

日常生活のための新しいユニフォーム。™

色、着心地、快適さを軸に主要なシルエットを導入することで、従来の医療アパレルに新
鮮なアプローチを提供します。VERDEは、現代文化にインスパイアされた独特の美学を
持っています。 ブランドの製品はタイムレス且つ誰にでも取り入れやすいプロダクトで
あり、現代の医療業界で働くプロフェッショナルを向上させる事に専念しています。

ADDENDUM
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創設者

私たちは、デザインが医療ユニフォームを改善および強化できるという概念に触発されて
VERDEを設立しました。 私たち自身の生活はファッション、アート、カルチャーの影響
を受けており、ユニフォームには高度で考え抜かれた着こなしを取り入れたいと考えてい
ます。 美学はパフォーマンスのために妥協されるべきではありません。 実際には、これ
は不要なディテールは削ぎ落とし、表現の手段を提供するデザインに焦点を当てることを
意味します。 シンプルだけれどもより良いものを。 日常生活のための新しいユニフォー
ム。

スコット・ホワイト
マーチャンダイジング
ニューヨークを拠点とするリテールエグゼクティブ。アメリカやヨーロッパのラグジュア
リーブランドでバイイング、プランニング、インベントリーマネージメントの経験を持
つ。

トニー・ヌゴー
クリエイティブ
コーチの元メンズウェアデザイン責任者。 彼はコーチによる1941年のメンズプレタポル
テのローンチを主導し、ヘリテージブランドにファッションを注入することに成功しまし
た。 彼の作品は、米国および国際的な主要なファッション雑誌の表紙を飾っています。 
現在は東京在住。

ハイ・ヌゴー
オペレーション
数々のアメリカの小売ブランドのテクノロジー戦略を指揮した経験を持つデジタルスペシ
ャリスト。 現在はロサンゼルス在住。
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Coat: Lab Coat Plus $1850
Jacket: Lab Jacket $180

コート：ラブコートプラス 259200 JPY
ジャケット：ラブジャケット 25920 JPY 

ラブコート

完璧に洗練された、クラッシックな定番。VERDEの白衣は、リサイクルされた耐水性の
生地を使用したソフトな仕立てを取り入れているため、定番アイテムを簡単にアップデー
トすることができます。 ラボコートプラスには、軽量のカシミアライナーが追加され、
着用者に隠された贅沢を提供します。

Top: V-Neck Scrub $65
Base Layer: Long Sleeve Underscrub $70
Pants: Cargo Pants $145 

トップス：Vネックスクラブ 9720 JPY
ベースレイヤー：長袖アンダースクラブ 9720 JPY
パンツ：カーゴパンツ 20520 JPY

現代文化とユニフォームの交差点

私たちは、現代の医療プロフェッショナルの個性を引き立てるような商品を提案します。 
すべての商品に現代文化の影響が取り入れられており、従来のユニフォームをタイムレス
且つ簡単でユニークな美学に作り上げています。
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Jackets: Scrub Jacket $165
Top (L): V-Neck Scrub $65
Top (R): Crewneck Scrub $65
Pants: Utility Joggers $145 

ジャケット：スクラブジャケット 23760 JPY
トップス（左）：Vネックスクラブ 9720 JPY
トップス（右）：クルーネックスクラブ 9720 JPY
パンツ：ユーティリティジョガー 20520 JPY

オンデューティパフォーマンスとオフデューティスタイル

医療従事者は仕事で最善を尽くす必要がありますが、スタイルのために実用性を犠牲にす
る必要はありません。 VERDEのアメリカのスポーツウェアとテクニカルデザイン要素の
ブレンドがこれを可能にします。

PA
G

E 
3



Jacket: Scrub Jacket $165
Top: V-Neck Scrub $65

ジャケット：スクラブジャケット 23760 JPY
トップス：Vネックスクラブ 9720 JPY

Bag: Backpack $130
Pants: Cargo Pants $145

バッグ：バックパック 18360 JPY
パンツ：カーゴパンツ 20520 JPY

環境への影響を減らす

製品を作成するための唯一の最新のアプローチは、環境への影響を確実に考慮することで
す。 私たちはリサイクル素材から作られた高品質の必需品を作成し、利益の一部を環境
保護団体に寄付しています。

日常生活のための新しいユニフォーム。

Jacket: Utility Jacket $180
Top: V-Neck Scrub $65

ジャケット：ユーティリティジャケット 25920 JPY
トップス：Vネックスクラブ 9720 JPY

PA
G

E 
7

PA
G

E 
8

Top (L): Short Sleeve Underscrub $65
Top (R): Long Sleeve Underscrub $70
Belts: Adjustable Speed Belt $20
Pants (L): Standard Pants $135
Pants (R): Cargo Pants $145

トップス（左）：半袖アンダースクラブ 9720 JPY
トップス（右）：長袖アンダースクラブ 9720 JPY
ベルト：調節可能なスピードベルト2780 JPY
パンツ（左）：スタンダードパンツ 19440 JPY
パンツ（右）：カーゴパンツ 20520 JPY

フォームを介したプレゼンス

私たちのデザインは、プロポーションと意図的な色の選択に焦点を当てています。 これ
により、医療従事者はオンとオフを同じ感性で服を着ることができます。

Jacket (Outer): Scrub Jacket $165
Jacket (Inner): Utility Jacket $180
Base Layer: Short Sleeve Underscrub $65
Pants: Utility Jogger $145

ジャケット（アウター）：スクラブジャケット 23760 JPY
ジャケット（インナー）：ユーティリティジャケット 25920 JPY
ベースレイヤー：半袖アンダースクラブ 9720 JPY
パンツ：ユーティリティジョガー 20520 JPY

素材のパフォーマンス

医療業界では多くを求められます。 私たちは、スポーツウェアに一般的に見られるテク
ニカルな素材を使用し、アパレル技術に関してトップクラスのパートナーと協力していま
す。 臭気制御と常に新鮮な技術のマーケットリーダーであるPolygieneは、製品の衛生と
保護の品質を向上させる抗菌アプリケーションを提供します。
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