ケブラーデニムダブルニーワークパンツ

■ SM410DBN-KV（ケブラーデニムダブルニーワークパンツ）
人気の410ダブルニーワークパンツのケブラーデニム仕様です。生地は
身頃にサムライ15oz刀耳セルビッチを使用し、ダブルニー・バックポ
ケット・ツールポケット・コインポケットにケブラーデニムを使用しまし
た。ケブラーとはデュポン社が開発した高強度で耐熱性・耐衝撃・耐切
性に優れた繊維です。そのケブラー糸をデニムの横糸の一部に使用して
おり、通常を遥かに凌ぐ高強度なデニムとなっています。縦落ちに定評
のあるサムライ15ozに、最強のケブラーデニムを組み合わせる事でタフ
なだけでなく色落ちも楽しめるパンツとなっています。ボタンはお馴染み
自動車倶楽部タイヤボタン、日章ネームラベル、ポケットはパーツ柄ス
レーキを採用しております。シルエットはやや細身で穿きやすいシル
エットになります。

spec：

color
size
price

インディゴ

28・30・32・34・36・38・40
￥27,800+税

15oz刀耳セルビッチ生地
ケブラーデニム
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

オリジナル筆迷彩・インディゴストライプ生地によるベイカーパンツです。生地はタイガーカモ柄を
サムライなりの解釈で作り上げた「筆迷彩」へリンボン（HM）
と、程良い肉厚でインディゴならではの
経年変化が楽しめるインディゴストライプ（ST）です。サムライ倶楽部ブランドとしてのボタン・ネー
ム類はもちろんの事、ベイカーパンツとしては珍しくバックヨークが付くデザインなので非常に穿き
やすいです。また、細からず太からずのバランスの良いシルエットとなっています。
spec：筆迷彩柄プリントへリンボン生地 / インディゴストライプ生地 / サムライ倶楽部ボタン
サムライ倶楽部鳥居ネーム / ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SCBP16-HM（ベイカーパンツ）

ベイカーパンツ
color：SCBP16-HM（迷彩）

SCBP16-ST（インディゴストライプ）

size ：28・30・32・34・36・38・40
price：￥19,800+税

■ SCBP16-ST（ベイカーパンツ）

ジャケット

■ UOMJK16（ジッパーマッキーノジャケット）

ウールメルトン素材による新型マッキーノジャケットです。生地は1／10の
しっかりとした肉厚と保温性が高く水を弾く撥水性に優れた性質がありま
す。フロントは脱着しやすくジッパーで前身頃・後ろ身頃上部の肩から胸元
まで2重構造で高い保温性で両胸にはボタンで開閉出来る胸ポケットが2
つと、腰部分にはアウターでは必須のスラッシュポケットの合計4つのポ
ケットがあり、機能的且つ実用的なデザインに徹底的にこだわりました。軽
くて着やすいジャケットですので、秋・春でも活躍します。
※ウール製品になりますので、お洗濯・お取扱いにはご注意ください。洗濯時に多少の
色落ち・色移り・斜行（ねじれ）
・伸縮が生じることがございます。
ドライクリーニングを
お勧めします。

spec

color

ブラック、
ネイビー

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥30,000+税

1／10ウールメルトン生地
ユニバーサルファスナー
樹脂ボタン
魚釣倶楽部ネーム
日本製

■ MCCJ16 （コーチジャケット）
防水性機能のあるコーティング加工を施した厚手のナイロン生地に
中綿を入れライニングはチェッカー生地で内ポケットがあるコーチ
ジャケットです。
ジャケットの右胸には「 SMC Speed Team 」が入り、左
胸には「 SMC Equipment Wear 」が入ります。中綿を入れており裾裏
にドローコードを付け外気の風を遮断し、保温性機能・耐水性・耐風
性もありタウンユースとしても様々なシーンで幅広く着て頂けます。
※ナイロン素材には防水性の機能のあるコーティングを施しておりますが、経年の使
用・お洗濯で撥水効果が失われる可能性が御座います。
ご了承下さい。

spec
color
size
price

ブラック・ネイビー・マルーン
S・M・L・XL・XXL
￥30,000+税

コーティング加工ヘビィーナイロン生地
中綿
油性ラバープリント
チェッカーフラッグ生地
二輪車倶楽部ネーム
日本製

■ SAFHDC16 （フーディコート）
ウールメランジ生地を仕様した新型フーディーコートです。生地はヴィン
テージファブリックをイメージしたウールメランジで、裏地は付けずに薄手
で着やすく仕上げました。タウンユースを考慮し、シンプルにシャツジャ
ケット感覚で着て頂けます。生地感もクラシカルな雰囲気を醸し出してお
り、特有の表面変化も楽しめます。シルエット・デザインはシンプルなワーク
テイストのコートになります。パールドットボタンがアクセントになっており、
フロントジッパーで脱着しやすくなっています。

spec
color

ネイビー・カーキ

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥27,000+税

1／10ウールメランジ生地
ユニバーサルファスナー
パールドットボタン
樹脂ボタン
サムライ飛行機倶楽部織りラベル
日本製

シャツ

■ SMTC16AW-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長袖ワークシャツ
です。
シャツはWポケットで今回は、身頃上部・身頃下部の色目を統
一し2トーンのワークテイスト溢れるデザインです。生地は汚れにくく
速乾性・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。左肩には『 SC 』の架空オリジナル企
業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。

spec
color

杢ブラック、杢ブラウン

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥17,800+税

T/C杢ツイル生地 (E-65%／C-35％)
T/Cツイル生地(E-65%／C-35％)
自動車倶楽部ネーム
オリジナルワッペン
ラバーボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ SFPS16 （飛行機倶楽部プリズンシャツ）
ミリタリーカバーオール調の長袖シャツになります。生地は約10ozイン
ディゴデニムと10ozヒッコリーデニム生地になります。インディゴデニ
ム・ヒッコリーデニムは色落ちする事によって全体的に深みのある色落
ちを楽しんで頂けます。
シャツのデザインはプリズンポケット仕様で、縫
製仕様は箇所によりミシンのピッチや縫製糸の色を替え、細部にわ
たって拘りを込めました。釦はキャストボタンになり生地はしっかりとし
た肉厚も御座いますので、
シャツとしてもジャケットしても着て頂けます。

spec
color

インディゴ・インディゴヒッコリー

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥18,800+税

10ozインディゴデニム
10ozヒッコリーデニム
キャストボタン
飛行機倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMTC16-L01（ワークシャツ）
新型長袖ワークシャツです。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、ボタンは開閉しやすいパールドットボタンです。生地は汚れ
にくく速乾性・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％)ワークシャツです。左胸ポケットの上部には『 SAMURAI WIRELINE 』のオリジナルワッペンが付きます。着込めば着込む程に風合いが増
し愛着が湧いてきます。

spec
color

グレー・ベージュ

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥16,000+税

T/Cツイル生地 (E-65%／C-35％)
自動車倶楽部ネーム
パールドットボタン
オリジナルワッペン
ワンウォッシュ済
日本製

オリジナルへビィーウエィト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。
《共通》 color : ホワイト・ブラック・ネイビー・グリーン PRICE：￥8,800+税 SIZE：S・M・L・XL
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
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ヴィンテージ硫化染めヘビィーウエイトスウェット

目付の重いスウェットを硫化染にて仕上げたスウェットシリーズです。本来は70年代ごろまでに主で用いられていた染色方法ですが、
染色技術の進歩により年々減少しております。
この染色を施したボディは乾いたような表面の肌触りになるのが特徴で、
さらにその古
着感あふれる深い色合いからは味のある色抜け・経年変化が予想されます。
ボディは紡績技術の乏しかった時代のほどよい表面の毛羽立ちとムラ感がある仕上がりを、編機に変化をつけて再現しましたが、その再
現性は極めて低く大変貴重なものになります。育てるスウェットという言葉がふさわしい2016AW限定のスウェットシリーズとなっています。
《共通》 color : 杢グレー・ブラック・ブラウン SIZE：S・M・L・XL SPEC : 14/20/7硫化染裏毛 / 綿糸縫製 / 日本製

-101

-102

■ SCS16

■ SCS16

PRICE：￥16,500+税
SPEC : Vガゼット無
ラグランスリーブ / 手捺染

PRICE：￥26,500+税
SPEC : オリジナルスナップボタン
ラグランスリーブ / 手捺染

-101

-102

■ SMS16

■ SMS16
01

6-1
■ MCS1

PRICE：￥16,500+税
SPEC : Vガゼット無 / ラグランスリーブ / 手捺染

PRICE：￥26,500+税
SPEC : オリジナルスナップボタン / ラグランスリーブ /
フロッキープリント

6-102

01

6-1
■ SAFS1

■ MCS1

PRICE：￥16,500+税
SPEC : Vガゼット無 / ラグランスリーブ
フロッキープリント

PRICE：￥26,000+税
SPEC : 逆開WALDES / スプリットラグランスリーブ / 手捺染

PRICE：￥26,000+税
SPEC : 逆開WALDES / スプリットラグランスリーブ
エアブラシステンシル

■ SAF501NC16（ワッチニットキャップ）
ミリタリーコットンワッチキャップになります。20番手双糸を使った綿
100%のワッチキャップで、今回はホールガーメント製による新型になり
ます。
「ホールガーメント」
とは特殊な編み機によってニット製品を無縫製
で縫い目をなくす事で、縫い目の段差が無くなる為、編み機から直接立
体的に編成されるので本来の手触りと軽さがあるのが魅力です。シル
エットは深くも無く浅くもない被りやすいシルエットになります。横方向に
弾力性があり被りやすく防寒性に優れると共にCOTTON 100%にした事
で、皮膚への痒みも軽減します。

color ブラック
size

FREE

price ￥5,500+税

delivery 納期 9月予定

spec :

ホールガーメント
COTTON 100%
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

■ SAFGV16（手袋）

size

FREE

price ￥5,000+税

delivery 納期 9月予定

P06

サムライモータークラブの刺繍入りベースボールキャップになります。
素材はウールになります。またツバ部分は短めでクラシックな形です。ツ
バ裏はブラック色目のヘリンボン生地で刺繍の色目は、ブラックにはグ
レー糸の刺繍で、
グレーはブラック糸の刺繍となり今回の刺繍部分の「
S 」文字箇所は立体刺繍です。

color
size

price

ブラック
グレー
FREE
￥6,500+税

delivery 納期 10月予定

spec :

ウール68%/ポリエステル25%
ナイロン4%/アンゴラ3%
立体刺繍 / ツバ裏地ブラックヘリンボーン
SAMURAI CLUBネーム
自動車倶楽部ネーム
日本製

■ SMSPC16（スマホケース）

コットンニット手袋になります。20番手双糸を使った綿100%の手袋で、
ホールガーメント製です。
「ホールガーメント」
とは特殊な編み機によって
ニット製品を無縫製で縫い目をなくす事で、縫い目の段差が無くなる為、
編み機から直接立体的に編成されるので本来の手触りと軽さがあるの
が魅力です。横方向に弾力性があり着用しやすく防寒性に優れると共に
COTTON 100%にした事で、皮膚への痒みも軽減します。

color ブラック

■ SC101BC16（ベースボールキャップ）

spec :

ホールガーメント
COTTON 100%
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

自動車倶楽部のワークパンツでお馴染みの17ozヘリンボンブルーカ
ラーセルビッチ生地と17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチ生地を使
用したスマホケースです。
インナーには懐かしい旧車柄スレーキを使用し
ています。
フラップを開いてベルトやカバンに通して使用するタイプです。
スマートホンに限らず、財布等の小物も収納可能ですので色々な用途で
ご使用ください。

color

size

price

ヘリンボン・ヒッコリー
タテ25ｃｍ（フラップ部含む）
ヨコ10ｃｍ・マチ3ｃｍ
￥7,500+税

delivery 納期 11月予定

spec :

17ozヘリンボンブルーカラーセルビッチデニム
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム
旧車柄スレーキ
サムライスナップボタン
自動車倶楽部ネーム
日本製

