610ワークパンツシリーズ

自動車倶楽部のワークパンツです。生地はそれぞれサムライオリジナルの17ozセルビッチデニムと針抜きへリンボンセルビッチデニムで、特徴
的な色落ちを楽しめます。縫製はワークパンツらしく生成りと紺糸で用いております。他、お馴染み自動車倶楽部ボタン、チェッカー柄スレーキな
ど、自動車倶楽部としてのデティールを持ちます。又、ワークパンツながらウエストヨークを付けておりますので、5ポケットに近い感覚でも穿いて
頂けます。仕様はシンプルに仕上げております。シルエットはワークパンツとしてはやや細身の穿きやすいストレートシルエットです。

■ SM610DX-D（デニムワークパンツ）

■ SM610DX-HNB （針抜きへリンボンワークパンツ）

生地はサムライオリジナルの17ozセルビッチデニム。
生地のザラ感の強さが激しいアタリを生み、濃淡の効いた色落ちを楽しめる。

生地はサムライオリジナルの17oz針抜きへリンボンセルビッチデニム。
インディゴへリンボンの色落ちとストライプ調の針抜き部分が独特な表情に変化する。

color
size

price

インディゴ

spec

28~36･38・40
￥23,000+税

17ozセルビッチデニム
サムライ倶楽部ボタン
チェッカー柄スレーキ
自動車倶楽部日章ラベル
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

color

インディゴ

price

￥23,000+税

size

28~36･38・40

spec

17oz針抜きへリンボンデニム
サムライ倶楽部ボタン
チェッカー柄スレーキ
自動車倶楽部日章ラベル
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

SM510DX-HD（へビィーダックダブルニーワークパンツ）

■ SM510DX-HD（ヘビィダックダブルニーワークパンツ）
人気の510ダブルニーパンツのへビィーダックモデルです。生地は15oz
の硫化染めによるセルビッチヘビィーダックです。
しっかりとした肉厚も
ありながら、硫化染めによるブラウンカラーの色落ちも楽しめます。セル
ビッチ部分は自動車倶楽部デニムでお馴染みのブルーラメ耳になりま
す。パンツのデザインはポケットとニー部分を張り合わせたタフな仕様
で、お馴染み鉄製タイヤボタン、パーツ柄スレーキなど、自動車倶楽部と
してのデティールを持ちます。シルエットはワークパンツとしてはやや細
身の穿きやすいストレートシルエットです。
color
size
price

ブラウン

28・30・32・34・36・38・40
￥25,000+税

spec：

15oz硫化染めセルビッチへビィー
ダック生地
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ（バックポケット内）
自動車倶楽部日章ラベル
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済 / 日本製

＊硫化染めによる生地の為、ワ
ンウォッシュの状態でもある程
度のアタリ・色落ちが見られま
すが、これは本製品の「味」
とし
てご理解をお願い致します。

ツートーンワークパンツ

ヒッコリー×デニム、へリンボン×デニムによるツートーンワークパンツです。デニムは10ozのデニムを使い、穿きこむ程にデニムらしい表情を
生み出します。お馴染み鉄製タイヤボタン、パーツ柄スレーキなど、自動車倶楽部としてのデティールを持ちます。シルエットはやや細身の穿き
やすい形です。
ヒップの大型ポケットを始め、脇などにツールポケットが多く付きワークパンツとしての機能性も考えられています。

ヒッコリー×10ozデニム

■ SM210WHC15（ツートーンワークパンツ）

spec
color

インディゴヒッコリー

size

28･30･32･34･36･38･40

price

￥23,000+税

10ozヒッコリーデニム
10ozセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
自動車倶楽部日章ラベル
パーツ柄スレーキ
鉄製針バックル
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

へリンボン×10ozデニム

■ SM210WHB15（ツートーンワークパンツ）

spec
color

インディゴへリンボン

size

28･30･32･34･36･38･40

price

￥23,000+税

10ozへリンボンデニム
10ozセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
自動車倶楽部日章ラベル
パーツ柄スレーキ
鉄製針バックル
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

リアルレーシングコラボレーション企画
■ SMWS15-HB（ラグランワークシャツ）

リアルレーシングコラボラグラン袖ワークシャツになります。シルエットは少
しゆったりさせ、前立ては比翼仕立てになります。袖部分にはT/C生地、身
頃生地はCOTTON100%のヘリンボン生地になりますので、異なった生地
の経年変化も楽しんで頂けます。ポケットは、少し大き目のWポケットとな
り、ボタンはラバーボタンになります。着込めば着込む程に風合いが増し愛
着が湧いてきます。

color

ブルー

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥16,500+税

spec：

袖ブルー生地 T/C (65%／35％)
身頃ヘリンボン生地 COTTON 100%
比翼仕立て
プリント入り
REAL RACINGネーム
サムライ自動車倶楽部ネーム
ラバーボタン
ワンウォッシュ済
日本製

SF-A2SB（A-2フライトジャケット）

ラフウェアモデルをベースとして、シルエットやデティールをサムライの観点で仕上げた本格A-2フライトジャケット
です。革は植物タンニンによって鞣された非常にしなやかで堅牢な馬革を使用しています。カラーはシールブラウン
です。
リブパーツはレッドで革との相性は非常に良いです。裏地はサムライ倶楽部の総柄プリントが入ったオリジナ
ルのコットンブロード生地です。ステッチカラーのカーキ色もアクセントとなっています。

color：シールブラウン
size ：36・38・40・42
price：￥200,000+税

spec：HORSE HIDE（植物タンニン鞣し）/ セミアニリン仕上げ / SAMURAI CLUB総柄コットンブロード生地

サムライ飛行機倶楽部A-2専用織ラベル / ウール輪編みリブ（レッド）/ HOOKLESSファスナー / 日本製

SMBIX15（自動車倶楽部B-9ジャケット） SMBIX15-M（プリント無）

コードクロス生地によるサムライ自動車倶楽部B-9ジャケットです。生地はN-1等でお馴染みの肉厚なコットンの
コードクロス、ライニングにはアルパカウールを使用しており、耐久性・保温性を兼ね備えています。また、着易さを
考慮して袖裏と腰から裾の裏はキルティング仕様としました。フード部分は付け外しが可能で、外した状態でも襟に
アルパカボアを張り付けていますので保温性を確保できます。自動車倶楽部らしく左胸の上部とバックには『S.M.C』
（サムライモーター倶楽部）のメンテナンスガレージをイメージしたグラフィックプリントデザインが入り、
ミルスペッ
クのB-9とは一味も二味も違う雰囲気に仕上がっています。
タフでありながら経年変化も楽しめる、まさにサムライ倶
楽部らしい拘りを込めたジャケットです。

spec：ジャーマンコードクロス / アルパカウールボア / 裏地キルティング / 別注リブ / ユニバーサルファスナー
樹脂ボタン / 自動車倶楽部日章ラベル / 日本製

color：ブラック・オリーブ
size ：XS・S・M・L・XL・XXL
price：￥68,000+税
￥67,000+税(プリント無)

MCCJ15（ドリズラージャケット）

サムライ二輪車倶楽部のドリズラージャケットです。生地はやや肉厚で風合いの良い綿100％のカツラギ生地を
使っています。サムライ二輪車倶楽部らしく左胸にはチェッカーフラッグをモチーフとしたデザインのワッペン、右胸
はSMCCのデザインのワッペンが付きます。シルエットはラグランスリーブにドッグイヤーカラーとベーシックな作り
でタイト＆ショートなシルエットです。一重の着やすいジャケットですので、秋・春でも活躍します。

color：ネイビー・ブラウン
size ：XS・S・M・L・XL・XXL
price：￥26,000+税

spec：コットンカツラギ生地 / オリジナルワッペン / ユニバーサルファスナー / 二輪車倶楽部日章ラベル
ネコ目ナットボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

SAFCDT15（ウールカデットジャケット）

リバーシブルウール生地によるカデットジャケットです。軍の士官学校のウェアをサムライ倶楽部なりに表現した
ウールのジャケットになります。生地は二重織りによるリバーシブルウール混紡生地を使用しております。フード部分
はジッパーを開くとセーラーカラーになるユニークな仕様となっています。フードは肉厚もあり、アクセントとして裏
の色目を変えており、更にスナップボタンが付くのでフードの形状を変え、襟のようにする事も可能です。また、裏地
はキルティング仕様となっている為、防寒性も優れています。左胸にはフェルトによるワッペン『 SAFA 』
（サムライエ
アーフォースアカデミー）
『 06 』を縫い付け、右胸には豪華にもチェーン刺繍『 FIGHTER 』が入ります。

spec：Highland Woolリバーシブル生地 / 裏地キルティング / サムライ飛行機倶楽部織りラベル / ユニバーサルファスナー
チェーン刺繍 / ワッペン付き / サムライスナップボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

color：ネイビー・グレー
size ：XS・S・M・L・XL・XXL
price：￥55,000+税

MCRJ15（デニムスペクタージャケット）MCRJ15-M（ワッペン無）

インディゴデニムによるスペクタージャケットです。表地はインディゴデニムとインディゴピンストライプ生地を使用して
います。裏地には赤外線吸収ポリエステル素材「フィールサーモ」を使用し、赤外線を吸収することによる発熱効果と蓄
熱効果によって衣服内温度の上昇を促進する効果があります。また、中綿には薄くて暖かい高機能中綿素材である「シ
ンサレート」を使用しております。襟には取り外し可能なフードが付きます。シルエット的にも着丈や身幅を絞りある程度
のタイトさが出せるようにしています。左胸には『 SAMURAI MOTORCYCLE CLUB 』のワッペンが付きます。スペクター
ジャケットはモータースポーツの観戦用ジャケットとされるものですが、防寒性も高いのでバイクに乗る時やアウトドア
シーンにもお勧めです。今回、裾裏にドローコードを付け外気の風を遮断し保温性にも優れます。デニム生地ならでは

color：インディゴデニム
インディゴピンストライプ
size ：XS・S・M・L・XL・XXL
price：￥47,000+税
￥46,000+税(ワッペン無)

spec：12ozインディゴデニム / 12ozインディゴピンストライプ / 中綿シンサレート / 裏地フィールサーモ / 二輪車倶楽部ネーム
ワッペン付き / ユニバーサルファスナー / サムライスナップボタン / 日本製

UOCJK15（ウールクルーザージャケット）

バッファローチェック柄ウール生地による新型クルーザージャケットです。生地は混紡ウールによる二重織りの肉厚
のあるリバーシブルチェックになります。ダブルフェイスのボディー、フロントにはポケットを5つ配置し、内胸ポケッ
ト・背中部分には左右繋がったマップポケット等、ハンティングジャケット特有の機能的且つ実用的なデザイン・デ
ティールを徹底的に再現しており、更に防寒性にも優れたジャケットです。オリジナルスナップボタンは今回黒色に
塗装しており、使え込めば風合いが増していき経年変化も楽しんで頂けます。

spec：ウールリバーシブル生地 / ナットボタン / 魚釣り倶楽部ネーム / サムライスナップボタン / 日本製

color：レッド・グレー
size ：XS・S・M・L・XL・XXL
price：￥60,000+税

シャツ

■ SMTC15-KL（TCワークシャツ）

自動車メンテナンスガレージをイメージした新型ワークシャツになります。
シャツはWポケットで胸ポケット上部にカラーテープが入り切り替えのある
新パターンです。生地は汚れにくく吸汗性・通気性に優れ、さらに皺になり
にくいTC (ポリエステル65％、綿35％)生地を採用しています。左胸ポケッ
トの上部には『 Samurai 』、右胸ポケットの上部には『 SMC SERVICE 』の
オリジナルワッペンが付きます。ボタンはラバー製で、安全性に優れ大事な
愛車などを傷付けない仕様となっています。

color

ブルー・ブラック

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥17,500+税

spec：

T/C生地 (65%／35％)
自動車倶楽部ネーム
ラバーボタン
ワッペン
ワンウォッシュ済
日本製

■ SCWS15-HC（ヒッコリーワークシャツ）
新型ラグラン袖ワークシャツになります。生地は袖部分にT/C(ポリエ
ステル65％、綿35％)、身頃はCOTTON100％のムラ糸を使用した
ヴィンテージランダムヒッコリーです。異なった生地の経年変化を楽し
んで頂けます。ポケットは少し大きめのWポケットとなり、左胸ポケット
上部には『 SAMURAI 』のオリジナルワッペンが付き、右胸ポケット上
部には『 Samurai Motor Club 』のチェーン刺繍が入ります。ボタンは
重厚感のある鉛（なまり）製です。着込めば着込む程にヒッコリーデニ
ムの風合いが増し愛着が湧いていきます。

spec：

color

ネイビー・ブルー

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥17,000+税

T/C生地 (65%／35％)
ランダムヒッコリーデニム
サムライ倶楽部ネーム
ワッペン付き
チェーン刺繍
鉛ボタン
プリント入り
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ MCDS15（ダブルショルダーワークシャツ）
ヘビィーサテン生地を使用したダブルショルダーワークシャツです。生地は
風合いの良いネップ感のあるヘビィーサテン生地です。襟と袖口は生地色
の切り替えをしており、右胸ポケットのフラップが無く、アームホール下まで
伸びる大きく湾曲したバックヨークや多数のベンチレーションが特徴的な
ワークシャツです。シルエットは全体的にスッキリとさせています。ボタンは
樹脂製の猫目デザインです。縫製はトリプルステッチ巻縫い中心な堅牢な
仕様で、後ろ身頃の菊穴の糸色を切り替え生地と合わせる等の工夫を凝ら
しております。ヴィンテージの雰囲気にサムライ倶楽部らしさをプラスした
拘りのワークシャツです。

spec：

color

グレー・オフホワイト

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥20,000+税

高密度ヘビィーサテン生地
二輪車倶楽部ネーム
ワッペン付き
チェーン刺繍
樹脂猫目ボタン
プリント入り
ワンウォッシュ済
日本製

ロングスリーブTシャツ

厳選された高品質の原綿を使用し、14番手の太いコーマ糸を昭和初期に日本で活躍した旧式丸編み機「台丸
機」
でじっくりと編みたてた、風合い豊かなオリジナルへヴィーウエイトＴシャツシリーズ。
低速かつ太い単糸で編みたてたこの生地は、温もりのある味わい深い表情に加え、
しっかりとした着心地としな
やかな柔らかさを兼ね備えています。襟周りは着用を繰り返しても伸びにくい特徴を持つ、耐久性に大変優れた
バインダーネック3本針仕様。3本針1本落としのスペシャルミシンにて縫製が施されております。着るたびに増す
風合いと強さを兼ね備えるこだわりのＴシャツシリーズです。

SIZE : S・M・L・XL PRICE : ￥8,800+税

ロンＴ共通Spec : 14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ / 三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製

■ SCLT15-101

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ

■ SULT15-101

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ

■ SAFLT15-101

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ

■ SMLT15-101

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ

■ MCLT15-101

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ

■ SOLT15-101

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッド・オリーブ

（五分袖フットボールTシャツ）

■ SSLT15-101

SIZE : S・M・L・XL
PRICE : ￥7,500+税
color :
ホワイト
ネイビー
レッド

Spec：
14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
三本針バインダーネック
サイドパネル
日本製

チか…

バ
イチか

18
or

リサイクルコットン空紡糸へビィーウエイトスウェット

裏糸に極太番手を採用したSWEATシリーズ。裏糸のループを大きくしており、そこに微起毛を施すことで、多くの空気が蓄えられ空気の
層をつくり、温かさを保ちます。
また、
リサイクルコットンをブレンドしてあるため、そのスラブ生地のような凹凸感や柔らかさのある素材感
が裏毛と相まって、
まさに育てるという言葉がふさわしい経年変化を堪能することができます。身頃はサイドパネル仕様となっており、ただ
頑丈になるというだけではなく、着込む程に体に馴染み、絶妙な着心地が楽しめるこだわりのSWEATシリーズとなっています。

（スウェットカーディガン）

■ SCS15-101

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥17,000＋税
spec 28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
ナットボタン / サイドパネル / 日本製
（クルーネックスウェットシャツ）

■ SAFS15-101

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥14,500＋税
spec 28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
サイドパネル / 日本製

（ハーフジップスウェット）

■ SMS15-101

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥16,500＋税
spec 28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
WALDESファスナー / サイドパネル / 日本製
（フルジップパーカー）

■ MCS15-101

オフホワイト・グレー・スミクロ・イエロー
S・M・L・XL / ￥19,000＋税
spec 28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
WALDESファスナー / サイドパネル / 日本製

（プルオーバーパーカー）

■ SUS15-101

オフホワイト・グレー・ブラック・イエロー
S・M・L・XL / ￥16,000＋税
spec 28/5リサイクルコットン空紡糸裏毛 / 二本針・フラットシーマ縫製
サイドパネル / 日本製

ジャージ

■ SCJS15-101

肌ストレスを軽減する凹凸面の少ないポリエステル
100％のニットスムース生地を使用。肉厚でやわらか
く、吸湿・速乾性にも優れています。
ブルー・イエロー

S・M・L・XL / ￥14,000＋税

spec ポリエステルスムース / WALDESコイルファスナー
日本製

■ SC301HN15-HC（ハンチングキャップ）
サムライオリジナル『17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム』を
使ったハンチングキャップです。バック部分には鉄製バックルのシンチベ
ルトが付いており、サイズ調整が可能です。
シンチベルト部分には贅沢に
もセルビッチ仕様にしました。使えば使うほど味が出るのはデニム素材
ならではです。過去にご好評頂いた「デニムハンチング」の深さやシル
エットを調整し、
シンチベルトを加えた新バージョンです。

color インディゴヒッコリー
size

FREE

price ￥6,500+税

spec :

17ozヒッコリーブルーカラー
セルビッチデニム
SAMURAI CLUBネーム
鉄製バックル
ワンウォッシュ済
日本製

■ UO501NC15（杢ニットキャップ）
バルキーウールによるニットキャップです。特有の熱可塑性を利用し混
紡する事により染色時に糸を縮めて膨らませることができ、空気を含み
軽く温かみのある風合いです。折り返し箇所は編み方を変えヤブ織りに
し今回は別注で編みたてた段リブ仕様です。男女兼用出来る様にシンプ
ルなデザインです。

■ MC501NC15-C（ワッチニットキャップ）

ミリタリーコットンワッチニットキャップになります。糸は綿100%の30
番6本撚りで、編み方は片畔編み(ｶﾀｱｾﾞｱﾐ)です。特徴でもある横方向に
弾力性がありコシ感・肉厚のあるニットです。折り返し箇所は編み方を
変えヤブ織りにしており、今回別注で編みたてた段リブ仕様となってい
ます。目の詰め方は限界まで詰めていますので防寒性に優れると共に
綿100%にした事で長時間着用しても皮膚への痒みを抑えます。

color
size

price

ブラック・ネイビー
チャコールグレー
FREE
￥6,500+税

spec :

COTTON 100%
片畔編み
ヤブ織り
ワッペン付け
二輪車倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SC201WC15- HNB（デニムワークキャップ）
サムライオリジナル『17oz針抜きへリンボンセルビッチデニム』を使った
ワークキャップです。被り心地は若干浅めになります。
ツバには柔らかい芯
材を入れ、額やこめかみが痛くならないようにしています。芯材は形状記
憶素材の為、原型のラウンドを崩しにくいです。
インディゴへリンボンの色
落ちとストライプ調の針抜き部分が独特な表情とデニム特有の経年変化
を楽しめます。

＊硫化染めによる生地の為、ワンウォッシュの状態でもある程度のアタリ・色落ちが見られ
ますが、
これは本製品の「味」
としてご理解をお願い致します。

color 杢ブラック・杢ブルー
size

FREE

price ￥6,500+税

spec :

バルキーウール
魚釣倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color

size

price

インディゴへリンボン
FREE
￥6,500+税

spec :

17oz針抜きへリンボン
セルビッチデニム
SAMURAI CLUBネーム
ワンウォッシュ済
日本製

■ SM201WC15（ワッペン付きワークキャップ）
サムライオリジナル『17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム』
・
『15oz硫化染めセルビッチへビィーダック』生地を使ったワークキャップ
です。被り心地は若干浅めになります。
ツバには柔らかい芯材を入れ、額
やこめかみが痛くならないようにしています。芯材は形状記憶素材の為、
原型のラウンドを崩しにくいです。今回のワッペンはサガラワッペン『
SMC 』のオリジナルワッペンが付きます。
ツバ部分の内部にはチェッカー
フラッグ生地を入れ使い込み、破れた部分からはチェッカー生地が出て
くる仕掛けになっています。両サイドにはホルダーが付き眼鏡等を差し
込んだり出来る仕様で被って右側部分はセルビッチが付くスペシャルな
アイテムです。
ヒッコリーとヘビィーダックの色落ちと独特な経年変化を
楽しめます。

color ヒッコリー・ブラウン
size

FREE

price ￥7,000+税

spec :

17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム
15oz硫化染めセルビッチへビィーダック生地
チェッカー柄スレーキ / ツバ2枚使い
自動車倶楽部日章ラベル
サガラワッペン（SMC）
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SMKC15-HB・HC（キーケース）

サムライ自動車倶楽部のペインターパンツでお馴染みの17ozブルー
カラーセルビッチヘリンボンデニム、17ozブルーカラーセルビッチヒッ
コリーデニムと国産栃木レザーを使用したキーケースです。６連フック
とポケットを設けていますので機能性の高いキーケースに仕上がって
います。オリジナルセルビッチデニム、栃木レザー共に使い込むほどに
深い風合いと独自の経年変化を楽しませてくれます。

color
size

price

ヘリンボン・ヒッコリー
縦12㎝・横8㎝
￥18,000+税

spec :

17ozブルーカラーセルビッチ
ヘリンボンデニム
17ozブルーカラーセルビッチ
ヒッコリーデニム / 栃木レザー
サムライ自動車倶楽部刻印
日本製

■ SMBLH101（レンチ型キーホルダー）
実際の工具をベースにデザインを起こし真鍮素材で造り上げた自動車
倶楽部オリジナルレンチキーフックです。真鍮独特の使い込む程に味わ
い深い経年変化を楽しむ事が出来るこだわりのキーフックとなっており
ます。
＊過去にご好評頂いた
「赤さび」が限定カラーとして復活しました。

デニム
パッチワーク
クッション

■SFDPC15-01
■SFDPC15-02

￥12,000+税

color ブラック・ゴールド
size

シルバー・赤さび
FREE

price ￥4,600+税

spec :

真鍮製レンチ型キーフック
日本製

