ダブルニーワークパンツ

■ SM111WP-DUCK（ダックダブルニーワークパンツ）
5ポケットジーンズのようなシルエットバランスを持つダブルニーワークパ
ンツです。デザインはダブルニーやツールポケットが付くハードな仕様です
が、シルエットは細身でスッキリと穿いて頂けます。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。脇部分は割っ
て耳使いで仕上げております。他、鉄製タイヤボタン・チェッカー柄スレー
キ・日章ネームなどの自動車倶楽部としての仕様となっています。

＊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

28〜36・38・40

price

￥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
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

■ SM410DBN-KHB（キナリへリンボン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キナリヘリンボン仕様です。生
地は今期新オリジナル生地のキナリのムラ糸による15ozキナリへリン
ボンセルビッチ生地です。
しっかりとした肉厚もありながら、風合いの
良いキナリ糸を更にヘリンボン組織で織り上げたこだわりの生地で
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
です。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

キナリ

size

28〜36・38・40

price

￥25,000+税

15ozキナリへリンボンセルビッチ生地
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

ヒッコリーヘリンボンダブルニーショートパンツ

■ SM255DX-HBHC（ヒッコリーへリンボン
ダブルニーショートパンツ）
オリジナル10ozヒッコリーヘリンボンデニムによるダブルニーショートパ
ンツです。生地は個性的なヘリンボン組織で織り上げたヒッコリーデニム
で、穿きこむ程にデニムらしい表情を生み出します。デザインはポケットと
ニー部分を張り合わせたタフなワークショートパンツです。お馴染み鉄製
タイヤボタンに、サムライオリジナルリベット、日章ネーム等の自動車倶楽
部を主張するパーツ類も見逃せません。丈はやや長めで、シルエットは太
からず細からずの穿きやすい形です。

spec
color

濃インディゴ・淡インディゴ

size

28･30･32･34･36･38･40

price

￥19,000+税

10ozヒッコリーヘリンボンデニム
鉄製タイヤボタン
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

310DXペ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。

■ SM155DX-P（ヘリンボンペインターショートパンツ） ■ SM155DX-HC（ヒッコリーペインターショートパンツ）
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。

color

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。

color

インディゴへリンボン

インディゴヒッコリー

28・30・32・34・36･38・40

28・30・32・34・36･38・40

size

size

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

■ SM155DX-KHB

（キナリペインターショートパンツ）

生地は今期新オリジナル生地のキナリの
ムラ糸による15ozキナリへリンボンセル
ビッチ。
しっかりとした肉厚もありながら、風
合いの良いキナリ糸を更にヘリンボン組織
で織り上げたこだわりの生地です。セルビッ
チ部分は自動車倶楽部デニムでお馴染み
のブルーラメ耳です。

color

キナリ

size

28・30・32・34・36･38・40

price
￥17,000+税

筆迷彩カーゴショートパンツ

spec

15ozキナリへリンボンセルビッチ
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

■ SCHM-SP16（筆迷彩カーゴショートパンツ）
オリジナルの「筆迷彩柄」生地によるカーゴショートパンツです。生地は
ミリタリーでお馴染みのタイガーカモ柄をサムライなりに解釈して、筆字
を迷彩柄にアレンジし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。パンツは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です。
＊2014年のものとは生地が異なります。

color
size
price

spec

オリジナル筆迷彩柄プリントへリンボン生地
迷彩
樹脂ボタン
XS(28)・S(30)・M(32)
サムライ倶楽部ネーム
L(34)・XL(36)・XXL(38) ワンウォッシュ済
日本製
￥18,000+税

ベスト

■ SCVS16- KHB （キナリへリンボンベスト）
キナリへリンボン生地による新型ワークベストです。生地は今期新オリジ
ナル生地のキナリのムラ糸による15ozキナリへリンボンセルビッチで
す。
しっかりとした肉厚もありながら、風合いの良いキナリ糸を更にヘリ
ンボン組織で織り上げたこだわりの生地です。シルエット・デザインはシ
ンプルなワークテイストのベストで、生地端はパイピング処理でアクセン
トになっています。フロントと腰部分のアジャスターにはサムライスナッ
プボタンを使用しています。
＊スナップボタンを黒色塗装しておりますが、ワンウォッシュの状態でもある程度の塗
装剥がれ見られますが、
これは本製品の「味」
としてご理解をお願い致します。

color

キナリ

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥15,000+税

spec
15ozキナリへリンボンセルビッチ生地
サムライスナップボタン
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

TCワークシャツ

■ SMTC16SS-KL（自動車TC切り替え半袖ワークシャツ）
自動車メンテナンスガレージをイメージした新型半袖ワークシャツに
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
切り替えのあるパターンで今回は、襟・袖・身頃下部の色目を統一し
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・後ろ身頃上部には『 S SAMURAI 』刺繍が
入り、右胸ポケットの上部には『Mechanic』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
ない仕様です。

spec
color

ブラック・ブラウン

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥15,500+税

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

■ SMTC16（TCワークシャツ）
生地は汚れにくく速乾性に優れ、
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。右胸ポケットの上部には
『Charger』チェーン刺繍が入り、左胸ポケットの上部には『サムライバッ
テリー』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です。

spec
color

ベージュ・グリーン

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥15,500+税

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

半袖シャツ

■ SMGS16 （自動車倶楽部半袖ガススタシャツ）
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。生地
は汚れにくく速乾性・通気性に優れ更に皺になりにくいT/Cを使用しまし
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います。デザインは、胸
と背にサムライ自動車倶楽部らしい迫力のグラフィックをプリント、左袖
部分にはオリジナルワッペンが付きます。ガススタシャツ伝統の肩・袖・
襟部分の配色切り替えはもちろんの事、今回はフロントポケット上部にも
ラインも入れ、
よりデザイン性が高いものとなりました。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

ベージュ

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥16,000+税

spec

T/C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
プリント入り
ワンウォッシュ済
日本製

■ SCWS16（筆迷彩半袖ワークシャツ）
オリジナルの「筆迷彩柄」生地による半袖ワークシャツです。生地はミ
リタリーでお馴染みのタイガーカモ柄をサムライなりに解釈して、筆字
を迷彩柄にアレンジし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。シャツはWポケットで襟を大きめにつくったミリタ
リーテイストのデザインです。左肩には豪華にオリジナルワッペンが付
くSPECIAL仕様です。
シルエットはややタイト目です。
＊2014年のものとは生地が異なります。

spec
color

迷彩

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥15,000+税

オリジナル筆迷彩柄プリントへリンボン生地
オリジナルワッペン
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

■ UOBD16-S（魚釣半袖BDシャツ）
アメカジの王道的アイテムとも言えるボタンダウンシャツです。ボタンダ
ウンシャツではオックス生地が主流ですが、今回は遊び心を主張し、麻
混セルビッチダンガリーを採用しています。従来のボタンダウンシャツと
はまた違ったドレスとワークの良いところを合わせた縫製仕様になって
います。
また、襟裏とマチに着用時には見えない部分にもさりげなくミミ
使いにしています。シンプルでコーディネイトに幅があり、着回しの効く
シャツです。シルエットは全体的にタイトでスッキリとした仕上がりです。
左胸には魚釣倶楽部らしく魚を刺繍しています。

spec
color

キナリ・インディゴ・レッド

size

XS・S・M・L・XL・XXL

price

￥16,000+税

綿麻セルビッチダンガリー生地
魚釣倶楽部刺繍
魚釣織りネーム
貝ボタン
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 : PRICE￥6,500+税 SIZE XS・S・M・L・XL・XXL 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 : PRICE￥8,000+税 SIZE XS・S・M・L・XL・XXL SPEC:14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ / 丸胴 / 日本製
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color : ホワイト・ブルー・オレンジ・グリーン

color : グリーン・ネイビー・オレンジ

リアルレーシングコラボシリーズ

国内最高峰のレース「SUPER GT」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。
Ｔシャツ

: PRICE￥6,500+税 SIZE XS・S・M・L・XL・XXL COLOR ホワイト・ブラック・ブルー
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 : PRICE￥8,000+税 SIZE XS・S・M・L・XL・XXL COLOR ホワイト・ブラック・ブルー
SPEC 14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ / 丸胴 / 日本製
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2016年スペシャルTシャツ企画

落ち綿へビィーウエイト吊り編みTシャツ

ヴィンテージのスウェットシャツが現代においても求められて
いるように、子の世代・孫の世代になっても求められる新しいもの
づくりを目指したい。そんな想いから今回のスペシャルを立ち上
げました。。現代人に合ったものづくりを目指し、最高技術をもつ
日本の職人たちが「編み」
「縫製」
「捺染（プリント）」に至るまで、
すべてを行うMADE IN KANSAIクオリティーのぬくもりを感じて
頂きたい思います。

糸

産地の異なる綿の厳選された落ち綿を、通常
より高混率でブレンドしたムラ糸を採用。繊維長が短い
コットンを使用しているにも関わらず通常よりも高混率で
ブレンドしているため、非常に柔らかく、かさ高（ふっくら）
も
ありながら自然なスラブ感とネップ感がある糸に仕上がり
ます。
1930年代に普及していたといわれる偶然生まれた粗悪
品のTシャツ（いわゆるフラットではない生地）からヒントを
得、ヴィンテージの特徴は残しつつ、サムライの真骨頂で
ある“ヘビィーオンス”にこだわり太番手の糸に紡績してい
るため、
より素材の特徴が際立ち、絶妙な風合いが現れま
す。コーマ糸を使用している定番の14番Tシャツシリーズ
1960年代までニットウェアの第一線で活躍した和歌山県
と比べ、
まさに逆をいく、いい意味でどこか泥臭さを感じる
の「吊り編み機」によって昔ながらに編みたてられた天竺は、大量生産が主となっ
糸になっています。
ている現代において非効率であるとして大変貴重な存在となっています。今回使
※落ち綿の特性上綿カスが目立ちますが、本製品の「味」
用する生地は吊り編み機によって1時間に１着程度しか編むことしかできません。
としてお楽しみください。
これは通常シンカーと呼ばれる近代的な編み機のおおよそ１５分の1とも3０分
の1ともいわれるほどの生産量です。編んだ生地を機械で強制的に巻きとるシン
カー編み機と比べ、生地に無理な負担がかからないために空気と一緒に編んだ
ようなふんわり感と、ストレス無く編まれることにより強度が生まれます。
また、柔らかくかさ高もありスラブ感・ネップ感もある糸と相まって、手編みに近
縫製はすべて綿糸にこだわり、縫製
部位によって番手を指定し変えることで着用した際のスト い吊り編みの柔らかい風合いを持ちながらもヘビィーでコシのある生地感を得る
レスを軽減するなど着心地を重視した仕様にしていますが ことに成功しました。※ワンウォッシュ済
要所要所において太番手を用いているためサムライらしさ
も決して忘れさせません。
通常、切れにくく縫製もしやすいポリエステル糸を使用
する事が多く見られる中で定番の14番Tシャツシリーズ同
様、風合いを重視した綿糸を使用。
クルーネック首元のフ
ライス部分には最高峰の強度を誇る「3本針バインダー
ネック」を採用しており、3針ともフライスの上に落とすこと
で定番の14番Tシャツシリーズ同等の強度（伸びにくさ）を
ほこります。

生地

縫製

捺染

捺染（プリント）されるデザイン自体の絶妙な色味から濃
淡、ヴィンテージを思わせる毛羽立ちに至るまで、ネップ感のあるオリジナ
ル生地にベストマッチするようデザインごとに職人とブランドコンセプトに
沿いながら打ち合わせをし完成に至りました。

2016年スペシャルTシャツ企画
落ち綿へビィーウエイト吊り編みTシャツ

オリジナル落ち綿ヘビィーウェイト吊り編みTシャツシリーズの登場です。1960年代までニットウェアの第一線で活躍した「吊り編み機」によ
って昔ながらに編みたてられた天竺は、大量生産が主となっている現代において非効率であるとして大変貴重な存在となっています。サムライ
はあえてそこに注目して、サムライの真骨頂である“ヘビィーオンス”にこだわり試行錯誤を重ねた結果、吊り編みの柔らかい風合いを持ちなが
らも、ヘビィーでコシを併せ持つ生地感を得ることに成功しました。
縫製はすべて綿糸にこだわり、フライス部分は最高の強度を誇る「3本針」を採用しており、着用するほどに風合いも増していきます。空気を
多く含みムラ感のある落ち綿による糸、そして何よりそれを吊り編み機によって編まれた天竺は見た目や風合い、肌触りにおいてヴィンテージ
のそれとは一味違うこだわりのTシャツシリーズが完成致しました。 COLOR アイボリー・スミクロ・杢グレー・イエロー
Ｔシャツ
: PRICE￥8,500+税 SIZE S・M・L・XL SPEC:吊り編みヘビィーウェイトＴシャツ / 三本針バインダーネック / 綿糸縫製 / 日本製
ヘンリーネックＴ : PRICE￥10,500+税 SIZE S・M・L・XL SPEC:吊り編みヘビィーウェイトＴシャツ / 三本針バインダーネック / 綿糸縫製 / 日本製
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6-105

■ SMT1

06

6-1
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ネック）
（ヘンリー
-107

6

■ SMT1
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落ち綿へビィーウエイト吊り編みTシャツ
アイボリー・スミクロ・杢グレー・イエロー

COLOR

Ｔシャツ
: PRICE￥8,500+税 SIZE S・M・L・XL SPEC:吊り編みヘビィーウェイトＴシャツ / 三本針バインダーネック / 綿糸縫製 / 日本製
ヘンリーネックＴ : PRICE￥10,500+税 SIZE S・M・L・XL SPEC:吊り編みヘビィーウェイトＴシャツ / 三本針バインダーネック / 綿糸縫製 / 日本製
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国産スニーカー

製造を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。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。
また、底とアッパーの結合が強
く、型崩れが少ないレザースニーカーです。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。

レザースニーカー

■ SM92LOW16-Ⅱ
Spec：

スエードスニーカー

■ SM92LOW16
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

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：レッド × ホワイト
サイズ：6（24.0）7(25.0) 8(26.0) 9(27.0) 10(28.0)
値段 ：￥21,000+税

カラー：ブラック×ホワイト
サイズ：6（24.0）7(25.0) 8(26.0) 9(27.0) 10(28.0)
値段 ：￥20,000+税

インディゴヒッコリーデニムスリッポン

■ SM94LOW16-D17

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。

Spec：

バルカナイズ製法
17ozヒッコリーブルーカラー
セルビッチ
アイアンクロスデザイン
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
サイズ：6（24.0）7(25.0) 8(26.0) 9(27.0) 10(28.0)
値段 ：￥16,000+税

筆迷彩柄ハット

オリジナルの「筆迷彩柄」生地は、
ミリタリーでお馴染みのタイガーカモ柄をサムライなりに解釈して、筆字を迷彩柄にアレンジしたオリジナル
デザインをヘリンボン生地にプリントしたものです。使い込む程に表情を生み出しシーズン問わず一年中愛用して頂ける筆迷彩柄ハットです。
共通 SIZE : FREE

SPEC : オリジナル筆迷彩柄プリントへリンボン生地 / サムライ倶楽部ネーム / ワンウォッシュ済 / 日本製

筆迷彩ハット

筆迷彩柄ハンチングキャスケット

■ SC401HT16-HM

■ SC301HN16-HM

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こだわり、ツバは
少し短めで、浅めの被りやすいハットに
仕上げました。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ます。パネ
ルは4枚で、接ぎ目両サイドにはタック
が入り、膨らみを持たせゆったりとした
被り心地で、高さに動きがあります。サイ
ドホルダーは両側サイドに付きます。

シルエットは浅すぎず深すぎないデザ
インで、深さやシルエットを微調整しマ
イナーチェンジしたモデルです。ハンチ
ングキャスケットのクラシカルな要素と
爽やかな生地感が相俟って独自の雰囲
気をもった帽子となっています。

値段：￥6,500+税

値段：￥7,000+税

＊2014年のものとは生地が異なります。

メッシュキャップ

綿素材とダブルメッシュを使用したメッシュキャップです。以前の企画から深さやシルエットなどを微
調整し、
より被りやすさを意識しました。
ダブルメッシュを使用していますので、
メッシュ部分より髪の
毛が外部に出にくくなり、更に通気性も兼ね備えています。バック部分にはアジャスターが付きサイズ
変更が可能となっています。
カラー：ブラック・ネイビー・ブラウン / サイズ：FREE 値段：￥6,500+税
Spec：オリジナルワッペン / ダブルメッシュ / スナップバック / 日本製

■ SC101ME16

■ SM101ME16-01

■ SM101ME16-02

■ MC101ME16-01

■ MC101ME16-02

■ UO101ME16

■ SC401HT16-RV（へリンボンヒッコリーリバーシブルハット）

サムライオリジナルの「10ozヒッコリーヘリンボンデニム」生地によるリバーシブルハットです。裏表で
2種類の異なるヒッコリーヘリンボン生地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です。使い込
む程にデニムらしい表情を生み出しシーズン問わず一年中愛用して頂けるデニムハットです。

color
size

price

濃インディゴ, 淡インディゴ

（リバーシブル）

FREE

￥7,000+税

delivery 納期 5月予定

spec

10ozヒッコリーヘリンボンデニム
ワンウォッシュ済
日本製

■ SC201WC16（ワークキャップキナリへリンボン）

生地は今期新作の15ozキナリへリンボンセルビッチ生地を使用したワークキャップです。キナリ
のムラ糸による15ozキナリへリンボンセルビッチ生地でしっかりとした肉厚もありながら、風合
いの良いキナリ糸を更にヘリンボン組織で織り上げたこだわりの生地です。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です。パネルは4枚ハギとなり両サイドにはホル
ダーが付き、メガネを差し込んだりして頂ける様にし、右部分にはブルーラメセルビッチが付くス
ペシャルなアイテムになっています。タウンユースとしても使いやすく被りやすくしました。

color
size
price

キナリ
FREE

￥7,000+税

spec

15ozキナリへリンボンセルビッチ生地
サムライ倶楽部ネーム
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います。

color
size
price

ブラック・ゴールド
シルバー

spec

真鍮製レンチ型キーフック
日本製

FREE

￥4,600+税

■ SUTB16（カモフラトートバッグ）
サムライハンティングカモフラージュ柄ヘリンボン生地と定番ジーンズでお馴染みの17oz
武士道インディゴセルビッチデニムを使用したトートバッグです。アウトドアシーンはもちろ
ん、タウンユースとしても使用できるようにサイドにポケット、内側にファスナー付のポケット
を付属したとても使い勝手の良いバッグになっています。

color

オリーブ・ベージュ

size

縦29cm横48cmマチ11cm

price

￥18,000+税

■ SM-CUSHION01（自動車倶楽部クッション）

インディゴ糸で人気の自動車倶楽部のロゴデザインをジャガード織りで表現したオリジ
ナル生地と、オリジナルセルビッチデニムによるクッションです。中綿はウォッシャブル可
能なポリエステル綿100％です。隅々まで綿が入っているのでカバーを着けた時の見た
目のキレイさが違います。

※洗濯の際は中性洗剤で手押し洗いをお願いします。※脱水後は乾燥機を使用せず形を整えて天
日平干しで、十分に乾燥させてから使用して下さい。※インディゴ染めの糸による生地になりますの
で、色落・移染にはご注意ください。

color
size
price

インディゴ
タテ43cm×ヨコ43cm
￥13,000+税

spec

自動車倶楽部ロゴジャガード生地
サムライオリジナルセルビッチデニム
日本製

spec

サムライハンティングカモ柄ヘリンボン生地
17oz武士道インディゴセルビッチデニム
硫化染めコーデュロイ生地
ユニバーサルファスナー
サムライスナップボタン
サムライ魚釣り倶楽部ネーム
日本製

