310ダブルニーワークパンツシリーズ

人気の310ペインターパンツのダブルニー版です。生地は10ozのストライプデニムとヒッコリーデニムの2種類になります。
他、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、
シルエットは310DXと同じく太からず
細からずの穿きやすいストレートシルエットです。脇などにツールポケットが付きワークパンツとしての機能性も考えられております。
10ozインディゴヒッコリーデニム生地

10ozインディゴストライプデニム生地

■ SM310WX-ST15

（自動車倶楽部ダブルニーワークパンツ）

color

インディゴストライプ

■ SM310WX-HC15

（自動車倶楽部ダブルニーワークパンツ）

color

インディゴヒッコリー

size
28~36･38・40
price
￥22,000+税

size
28~36･38・40
price
￥22,000+税
spec

spec

10ozインディゴヒッコリー生地
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
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

10ozインディゴストライプ生地
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
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

610ワークパンツシリーズ

自動車倶楽部より新型ワークパンツの登場です。生地はそれぞれ310シリーズでお馴染みの17ozヘリンボンセルビッチと17ozヒッコリーセル
ビッチで、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。シルエットは太からず細からずの穿きやすいストレートシルエットになります。
17ozヒッコリーセルビッチデニム生地

17ozヘリンボンセルビッチデニム生地

■ SM610DX-P

（新型ワークパンツ・へリンボン）

color

インディゴヘリンボン

size
28~36･38・40
price
￥23,000+税

spec

17ozヘリンボンブルー
カラーセルビッチ
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

■ SM610DX-HC

（新型ワークパンツ・ヒッコリー）

color

インディゴヒッコリー

size
28~36･38・40
price
￥23,000+税

spec

17ozヒッコリーブルーカラー
セルビッチ
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-HND （ツートーンダブルニーワークパンツ）
人気の510ダブルニーワークパンツのツートーン版です。生地は身頃にオリジナル15oz
デニム、ポケットやニー部分にはオリジナル17oz針抜きへリンボンセルビッチデニムを
採用しており、ハード且つデニム2種のコントラストを楽しめるものとなっております。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になります。

color
size
price

インディゴ
28〜36・38・40
￥25,000+税

spec

オリジナル15ozセルビッチデニム
17oz針抜きへリンボンセルビッチデニム
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

ショートパンツ ~310DXぺインターパンツシリーズ~
人気の310DXペインターパンツシリーズの短パンです。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。
シルエットは太からず細からずの穿きやすい形です。
生地は17ozヘリンボンブルーカラーセルビッチデニム。
へリンボンデニムならではの特徴的な色落ちを楽しめます。

■ SM155DX-P

（ヘリンボンペインターショートパンツ） color

インディゴへリンボン

生地は17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム。
ヒッコリーデニムならではの特徴的な色落ちを楽しめます。

■ SM155DX-HC

（ヒッコリーペインターショートパンツ） color

インディゴヒッコリー

size

size

28・30・32・34・36･38・40

28・30・32・34・36･38・40

price
￥17,000+税

price
￥17,000+税

spec

spec

17ozヒッコリーブルーカラー
セルビッチ
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
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

17ozヘリンボンブルーカラー
セルビッチ
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
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
生地はピッチの太い12ozヒッコリーデニム。
ヒッコリーデニムならではの特徴的な色落ちを楽しめます。

■ SM155DX-FHC

（太ヒッコリーペインターショートパンツ） color

ヒッコリー

size

28・30・32・34・36･38・40

price
￥17,000+税
spec

12oz太ヒッコリー生地
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
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

生地は15ozの硫化染めによるセルビッチヘビィーダック生地。
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。

■ SM155DX-DK

（へビィーダックペインターショートパンツ） color
＊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。

ブラウン

size

28・30・32・34・36･38・40

price
￥17,000+税
spec

15oz硫化染めへビィーダック
セルビッチ生地
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
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

ツートンワークショートパンツ

ヒッコリーとへリンボンデニムによるツートーンショートパンツです。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。シルエットは太からず細からずの穿きやすい形になります。
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おります。
10ozデニム×12ozへリンボンデニム

10ozデニム×12ozヒッコリーデニム

■ SM105WHC15

（ツートーンショートワークパンツ）

■ SM105WHB15

color

（ツートーンショートワークパンツ）

インディゴヒッコリー

color

インディゴへリンボン

size

size

28・30・32・34・36･38・40

28・30・32・34・36･38・40

price
￥18,000+税

price
￥18,000+税
spec

spec

12oz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

12oz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

サムライハンティングカモフラ生地

ミリタリーでお馴染みのハンティングカモ柄をサムライなりに解釈し、部分的に太鼓柄を加えたオリジナルのヘリンボン生地。

ミリタリーテイストの脇にポケットが付くデザインです。
シルエットは短パンらしいざっくりとした形になります。

■ SCHM-SP02

（迷彩カーゴショートパンツ）

color

ベージュ・
オリーブ

size
XS（28）
・S（30）
M（32）
・L（34）
XL（36）
・XＸL
（38）
price
￥17,000+税
spec

サムライハンティング
カモ柄へリンボン生地
樹脂ボタン
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

ハンティングウエア特有のフロントの大きなゲームポケットが特徴的なベ
ストになります。本来、
こういったベストは狩猟、釣り等での用途が主な為、
バレットホルダーや大小ポケットが付いた物が多く存在しますが、
タウン
ユースを考慮しガンパッチやゲームポケットといったハンティングベストで
もアピール性の高いデティールは残しつつ、シンプル且つ着まわしの効く
デザインに仕上げています。
また、両脇を跨ぐ大きなポケットは左右計4つ
の部屋に分れており機能的な仕様になっています。裏地には迷彩色目を替
え表地がベージュには裏地をオリーブ、オリーブが表地の場合は裏地が
ベージュになります。ネコ目ナットボタン等、細部にもこだわっております。

■ SCVS-SS15

（迷彩ハンティングベスト）

color

ベージュ・オリーブ

size

XS・S・M・L・XL・XＸL

price
￥17,000+税
spec

サムライハンティングカモ柄
へリンボン生地
サムライ倶楽部ネーム
猫目ナットボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMTC15（TC自動車半袖ワークシャツ）

シャツ

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プリント入りのTC
(ポリエステル65％、綿35％)ワークシャツです。Wポケットで、胸ポケット上に更に
コンシールジッパー付きの隠しポケットがあるデザインです。今回は文字を中心と
した渋めのグラフィックでSAMURAI MOTOR CLUBのプリントが入ります。表情豊
かな杢生地もシャツの雰囲気を高めております。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

杢ブルー・杢ブラウン

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥15,000+税

spec

T/C杢ツイル生地 (65%／35％)
自動車倶楽部ネーム
樹脂ボタン
コンシールジッパー
プリント入り
ワンウォッシュ済
日本製

■ MCWS15 （チェッカー二輪車半袖ワークシャツ）
チェッカーフラッグ柄のコンシールジッパー付きワークシャツになります。自動車倶
楽部でもご好評頂いておりますWポケットの、胸ポケット上には更にコンシールジッ
パー付きの隠しポケットがあるシャツデザインになります。左胸ポケットの上部には
『SAMURAI MOTORCYCLE CLUB』のワッペンが付き、右胸ポケットの上部には
『Cougar』チェーン刺繍が入ります。ポケット・襟・マチ部分には生地の切り替えをし、
ワークテイスト溢れるデザインとなっております。オリジナルカラーのチェッカーフ
ラッグ柄プリント生地はCOTTON100％で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・ブラウン

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥16,000+税

spec

チェッカーフラッグ柄
プリント生地
二輪車倶楽部ネーム
コンシールジッパー
ワッペン付き
チェーン刺繍
樹脂ボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMGS15（ガススタシャツ）
ガソリンスタンドのユニフォームをイメージしたワークシャツです。身頃にヴィン
テージストライプ柄のプリント生地、襟・袖先・前立て部分はカラースレーキ生
地を採用致しました。
また、サムライガススタシャツ恒例のラバーボタンを採用
し安全性に優れ大事な愛車などを傷付けない仕様になっております。ストライ
プ柄により新鮮なワークテイストを感じさせ、更にサムライ自動車倶楽部らしい
迫力のあるグラフィックが入り親しみの湧くシャツとなっております。プリント技
法も細 部まで拘っており、左 袖 箇 所にはオリジナルワッペンも付きます。
COTTON 100％で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
size
price

レッド
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,000+税

spec

ストライププリント生地
カラースレーキ生地
自動車倶楽部ネーム
ワッペン付き
ラバーボタン
プリント入り
ワンウォッシュ済
日本製

■ MCWT15（二輪車倶楽部ウエスタンシャツ）

シャツ

10ozデニムによるウエスタンシャツをイメージしたワークシャツになります。イン
ディゴデニムは、
ヨコ糸にグレーネップによるヴィンテージな雰囲気で、ヒッコリー
はヨーク・フラップと前立てにインディゴデニムの別生地使いにした表情豊かな
シャツになります。ウエスタンシャツの要素を取り入れて、縫製は主に綿糸を使った
2本針巻縫い等の堅牢な作りで、裾部分はあえてロック仕様としました。シルエット
はウエスタンシャツらしくスッキリとさせており、ワークテイストを感じさせるオリジ
ナルワッペンが付きます。ボタンは苺ボタンになります。

color

インディゴ・ヒッコリー

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥18,000+税

■ UOTS15（トーナメントシャツ）
魚釣倶楽部トーナメントシャツになります。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％)です。
トーナメントシャツとは
いっても、フラップ有りのWポケット・裾マチやトリプルステッチ巻縫い等のヴィン
テージワークな仕様となっており、更にオリジナルワッペンが3種付属するスペシャ
ルな仕様になっております。また、ポケット・襟・裾マチ部分には生地の切り替えをし
ており、雰囲気を高めております。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

ホワイト

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥16,000+税

spec

T/Cツイル生地 (65%／35％)
魚釣り倶楽部ネーム
樹脂ボタン
ワッペン付き
ワンウォッシュ済
日本製

spec

10ozネップデニム
10ozヒッコリー
二輪車倶楽部ネーム
スナップボタン
ワッペン付き
ワンウォッシュ済み
日本製

オリジナルへヴィウエィト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。
Ｔシャツ共通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
ポロシャツ共通Spec : 14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ / 丸胴 / 日本製 / 納期2月末

SCT15-101

SCT15-102

￥6,500+税

￥8,000+税

ホワイト・ブラック
オレンジ・グリーン
S・M・L・XL

(ポロシャツ)
ホワイト・ブラック
ブルー
S・M・L・XL

SCT15-103

SCT15-104

￥6,500+税

￥8,000+税

ホワイト・ブラック
オレンジ・グリーン
S・M・L・XL

30番双糸カチオン杢天竺Tシャツ
SCKT15-101
（キッズT）
ブルー・グリーン
レッド・イエロー
S・M・L

￥5,500+税

(ポロシャツ)
ホワイト・ブラック
ブルー
S・M・L・XL

KIDS SIZE
S (90-100) M(110-120)
L (130-140)

SUT15-101

SUT15-102

ホワイト・オレンジ
ネイビー・グリーン
S・M・L・XL

ホワイト・ブルー
オレンジ・グリーン
S・M・L・XL

SFT15-101

SSST15-101

￥6,500+税

￥6,500+税

￥6,500+税

￥6,500+税

ホワイト・ブラック
オレンジ・グリーン
S・M・L・XL

ホワイト・ブルー
オレンジ・グリーン
S・M・L・XL

SSST15-102

SMT15-101

￥6,500+税

￥6,500+税

ホワイト・ブラック
ネイビー・グリーン
S・M・L・XL

ホワイト・ブラック
ブルー・オレンジ
S・M・L・XL

SMT15-102
ホワイト・ブラック
ネイビー・グリーン
S・M・L・XL

￥6,500+税

ＭCT15-101
ホワイト・ブルー
ブラック・グリーン
S・M・L・XL

￥6,500+税

SOT15-101

(半袖ラグランＴシャツ)
グリーン・ネイビー
オレンジ
S・M・L・XL

￥6,500+税

SMT15-103

(半袖ラグランＴシャツ)
グリーン・ネイビー
オレンジ
S・M・L・XL

￥6,500+税

ＭCT15-103

(半袖ラグランＴシャツ)
グリーン・ネイビー
オレンジ
S・M・L・XL

￥6,500+税

サムライ倶楽部 復刻Tシリーズ

過去のサムライ倶楽部で人気のあったグラフィックを復刻させました。

SCT15-105

ホワイト・ブラック
ネイビー・グリーン
S・M・L・XL

￥6,500+税

SMT15-104

(半袖ラグランＴシャツ)
グリーン・ネイビー
オレンジ
S・M・L・XL

￥6,500+税

SMT15-105

SMT15-106

￥6,500+税

￥6,500+税

ホワイト・ブラック
ブルー・オレンジ
S・M・L・XL

ＭCT15-102
ホワイト・オレンジ
ネイビー・グリーン
S・M・L・XL

￥6,500+税

ホワイト・ネイビー
オレンジ・グリーン
S・M・L・XL

リアルレーシング コラボシリーズ
国内最高峰のレース「SUPERGT」等で活躍するチーム「リアルレーシング」様との
コラボレーション企画です。

■ SMT15-107

■ SMT15-108
ホワイト・ブラック・ブルー
S・M・L・XL /￥6,500+税
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

■ SMT15-109

（ポロシャツ）

（ポロシャツ）

ホワイト・ブラック・ブルー
S・M・L・XL /￥8,000+税
14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
丸胴 / 日本製

ワークシャツ

REAL RACINGとSAMURAI CLUBのコラボ半袖ワークシャツです。左胸
ポケットの上部には「Samurai motor club」のプリントが入り、右胸ポ
ケットの上部には「REAL RACING」ロゴプリントが入ります。バックプリン
トはREAL RACINGとSAMURAI MOTOR CLUBのコラボレーションプリ
ントになります。 縫製は箇所により、
ミシンのピッチは縫製の糸をかえて
おり、細部にわたって拘りを込めております。縫製はトリプルステッチ巻
縫い中心で堅牢な仕様でシルエットは全体的にスッキリさせておりま
す。生地は綿100％の20sダンガリーで、ボタンは樹脂ボタン仕様です。
Spec：20sダンガリー生地 / 樹脂ボタン / プリント入り / REAL RACINGネーム
SAMURAI CLUBネーム / ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SMWS15-S01（ワークシャツ1）

ブルー・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,000+税

■ SMWS15-S02（ワークシャツ2）

国産スニーカー

製造は全て国内で行った純国産のスニーカーです。製造方法は、今では貴重な技術といわれる
『バルカナイズ製法』
クラシカ
ルで手作業を要する非効率的な製法ですが、手法は変えずに手間暇をかけて丹念に作っております。
底とアッパーの結合が強く、型崩れがしにくいスニーカーになります。オールシーズンの幅広いスタイリングに重宝間違いな
しの一足です。※弊社のスニーカーは、若干大き目で一般なシューズに比べると約ハーフサイズ（0.5cm）大きく感じる場合が御座います。

人気のSM92シリーズ

生地はサムライジーンズ自動車倶楽部でお馴染み
『17ozヘリンボンブルーカラーセルビッチデニム』

■ SM92LOW15-HB

（17ozへリンボン
デニムスニーカー）
Spec：

17ozヘリンボンブルー
カラーセルビッチデニム
バルカナイズ製法
デニムスニーカー
アイアンクロスデザイン
ヒールパッチ日章マーク
サムライ自動車倶楽部
インソールデザイン
日本製
カラー：インディゴへリンボン × ホワイト
サイズ：6（24.0）7(25.0) 8(26.0) 9(27.0) 10(28.0)
値段：￥23,000+税

レザースニーカー

■ SM92LOW15-II
Spec：

バルカナイズ製法
レザースニーカー
アイアンクロスデザイン
ヒールパッチ日章マーク
サムライ自動車倶楽部
インソールデザイン
日本製
カラー：ブラック × ブラウン
サイズ：6（24.0）7(25.0) 8(26.0) 9(27.0) 10(28.0)
値段：￥21,000+税

スエードスニーカー

■ SM92LOW15
Spec：

バルカナイズ製法
スエードスニーカー
アイアンクロスデザイン
ヒールパッチ日章マーク
サムライ自動車倶楽部
インソールデザイン
日本製
カラー：マスタード × ブラック
サイズ：6（24.0）7(25.0) 8(26.0) 9(27.0) 10(28.0)
値段：￥20,000+税

ソールをマイナーチェンジし、
グリップ性・柔軟性・クッシ
ョン性の良いインソールが足裏にフィットしリラックスし
た履き心地で、快適な歩行をサポートしてくれます。
アイアンクロスマークはデニムの上から縫製し、堅牢な作
りをメインとしながらしっかりとデニムの風合いを持って
いるのが特徴です。履けば履くほど味が出てくるのはデ
ニム素材ならではです。
生地はサムライジーンズ自動車倶楽部でお馴染み
『17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム』

■ SM92LOW15-HC

（17ozヒッコリー
デニムスニーカー）
Spec：

17ozヒッコリーブルー
カラーセルビッチ
バルカナイズ製法
デニムスニーカー
アイアンクロスデザイン
ヒールパッチ日章マーク
サムライ自動車倶楽部インソールデザイン
日本製
カラー：インディゴヒッコリー × ホワイト
サイズ：6（24.0）7(25.0) 8(26.0) 9(27.0) 10(28.0)
値段：￥23,000+税

デニムスリッポン
スリッポンの特徴は靴紐がなく、簡単に脱ぎやすく履きや
すく、サイドにゴムを入れておりますので安定性があって
歩きやすいという機能性も高く実用性・機能性と共に兼
ね備えております。
生地はサムライジーンズ零モデルでお馴染み
『17oz武士道セルビッチデニム』

■ SM94LOW15-D17

（インディゴデニム
スリッポンスニーカー）

Spec：

バルカナイズ製法
17oz武士道セルビッチデニム
アイアンクロスデザイン
ヒールパッチ日章マーク
サムライ自動車倶楽部
インソールデザイン
日本製
カラー：インディゴ
サイズ：6（24.0）7(25.0) 8(26.0) 9(27.0) 10(28.0)
値段：￥16,000+税

■ SC201WC15-HC（ヒッコリーデッキキャップ）
生地はお馴染み『17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチ』を使ったデ
ニムワークキャップになります。円刺しにはステッチ本数を8本に増やし
た事により強度を保ち、自分で好きな角度に調節ができます。
また庇に芯
材を入れておりませんので気軽に折りたたむ事も出来ますので鞄等に収
納ができ、便利なキャップになります。パネルは6枚で、補強を兼ね備え左
右にはオリジナルの銅製サムライリベットがつきます。
シーズン問わず一
年中愛用して頂けるデニムワークキャップになります。

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

SAMURAI CLUBネーム
銅製UFOリベット

■ SC202WC15-DK（新型ワークキャップ）

平織で織られたヘビィーな9号帆布による2枚接ぎ仕様の新型ワーク
キャップになります。厚手で頑丈な生地を使用しサイド部分にはハトメ
を2個付け通気性に優れ浅すぎず深すぎない被りやすいデザインシル
エットに致しました。また中央箇所にはサムライ倶楽部らしく遊び心を
入れ、ピスネームをつけ隠しポケットも付けました。また庇は柔らかい
芯材を入れておりますので、額やこめかみ周りが痛くならないようにし
芯材は形状記憶素材の為、庇部分のラウンド崩れしにくく保ちやすくな
ります。シーズン問わず一年中愛用して頂けるデニムワークキャップに
なります。

color

size

price

ブラック・ブラウン・オリーブ
FREE
￥6,500+税

ワンウォッシュ済
日本製

■ SC301HUNT15-DK（へビィーダックハンチング）
人気の6枚接ぎハンチンググキャップになります。生地は15ozの硫化染
めによるセルビッチヘビィーダック生地です。
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。オリジナル
硫化染料で染めている為、経年での色落ち・アタリ感も楽しめるハンチン
グキャップになります。後部箇所にはゴム材を入れておりますので、多少
巾が調整出来き、今回はサイズ展開が3サイズ御座いますのでお好きな
サイズを選んで頂けます。
M（約56cm〜58cm）、L（約58cm〜60cm）、XL（約60cm〜62cm）

spec :

9号帆布
Samuraiピスネーム
SAMURAI CLUBネーム
ハトメ
ワンウォッシュ済
日本製

■ SC401HT15-RV（迷彩ハット）
オリジナルの「サムライハンティングカモフラ」生地によるリバーシブル
ハットになります。生地はミリタリーでお馴染みのハンティングカモ柄をサ
ムライなりに解釈して、部分的に太鼓柄を加えたオリジナルデザインをヘ
リンボン生地にプリントしたものです。裏表で2種類の異なる迷彩柄の表
情を楽しめるリバーシブル仕様のハットです。サムライ倶楽部らしいオリ
ジナリティーに加えシルエットにも拘りました。ツバは少し短めで、高さの
ある被りやすいハットになります。持ち運ぶ際、収納しやすいよう芯材等は
入れずツバ部分の折り方なども自由に楽しんで頂ける様に致しました。パ
ネルは6枚になりサイドホルダーは片側にのみの仕様になります。

＊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 ブラウン
size

M・L・XL

price ￥7,000+税

spec :

15oz硫化染めへビィーダック
セルビッチ生地
SAMURAI CLUBネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color

size

price

迷彩(リバーシブル)
FREE
￥7,000+税

spec :

サムライハンティングカモ柄
へリンボン生地
ワンウォッシュ済
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。

color ブラック・ゴールド
size

シルバー（黒バレル）
FREE

spec :

真鍮製レンチ型キーフック
日本製

price ￥4,600+税

実際のギター用のピックを使用してデザインを起こして造り上げ
たサムライオリジナルピック型キーホルダーになります。
ブルー
のデザインがお馴染みのサムライジーンズ竹太鼓マーク、キナリ
のデザインはサムライクラブ鳥居マークに日の出をイメージした
デザインになります。用途は色々、キーホルダーにストラップに
ファッションのアクセントとしてご使用下さい。

SPKH15-02

size

キナリ（サムライ倶楽部）
FREE

price ￥1,000+税

無骨な存在感を醸し出す真鍮製特大ウォレットチェーン。
環の形状が大・小としたヘビィーなデザインとなっております。
今回から新たに、黒バレル加工を施したワイルドな仕様も登場いたし
ました。フック部分にはレンチ型フックも付属いたします。

color ブラック・ゴールド
size

シルバー（黒バレル）
FREE(全長64.5cm)

price ￥12,000+税

■ SPKH15-01 /SPKH15-02（ピック型キーホルダー）

color ブルー（サムライジーンズ）

■ SMBC101（レンチ型フックウォレットチェーン）

SPKH15-01
spec :

ギターピック
日本製

spec :

真鍮製ウォレットチェーン
レンチ型キーフック付属
日本製

