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310ペインターパンツのスペシャル24ozデニム仕様です。生地は毎回ご
好評頂いています最強の重さ厚みがありながらも極上の色落ちアタリ感を
併せ持つ、サムライ24ozスペシャルセルビッチを使用しております。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、ポケットはパーツ柄
スレーキを採用しております。ワークパンツとしては太すぎない穿きやすい
シルエットとなっています。まさしく最強のペインターワークパンツです。

spec
24ozスペシャルセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
自動車倶楽部日章ネーム
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

■ SM310DX-D24oz （24ozデニムペインターパンツ）

人気の410ダブルニーワークパンツのヒッコリー版です。デニムは
310シリーズでお馴染みの17ozヒッコリーセルビッチデニムです。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。縫製はワーク
パンツながらあえて金茶・イエロー糸を用いております。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。

spec
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
自動車倶楽部日章ネーム
銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

■ SM410DBN-HC （ダブルニーワークパンツ・ヒッコリー）

キナリへリンボンデニムによるオーバーオールです。生地はキナリのムラ糸
による15ozキナリへリンボンセルビッチデニムで、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。デザインは胸と脇にポケットが付き、膝部分に生地を当て
たダブルニーの仕様です。シルエットはオーバーオールですが太すぎず非
常に着易くなっています。縫製はグレー糸中心で巻縫いトリプルステッチな
どステッチワークも際立っております。

spec
15ozキナリ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
自動車倶楽部日章ネーム
スナップボタン
吊カン・送り金
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMOVAL17 （15ozキナリへリンボンオーバーオール） 

インディゴ( IND )   
28～36・38・40
￥29,000+税

color
size
price

インディゴヒッコリー( ID/HC )
28～36・38・40
￥25,000+税

color
size
price

キナリ( NAT )
XS・S・M・L・XL
￥33,000+税

color
size
price

スペシャル限定：24ozデニムペインターパンツ　

キナリへリンボンオーバーオール　

ダブルニーワークパンツ・ヒッコリー
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コードクロス生地によるデッキジャケットです。A-2デッキジャケットをベー
スとした気軽に羽織れる形で、生地は肉厚で耐久性・保温性を兼ね備えて
いるコードクロスを使用しており、ライニングには保温性の高いガラ紡のブ
ランケットを使用しました。モーターサイクルをイメージしたグラフィックプ
リント・刺繍が入ります。タフでありながら機能的で着やすく、着込むことで
経年変化も楽しめます。

spec
ジャーマンコードクロス生地
ユニバーサルファスナー
樹脂ボタン
二輪車倶楽部ネーム
GIバックル
刺繍・プリント入り
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ MCA2-17 （モーターサイクルデッキジャケット）

デニム生地とヘビィーナイロン生地の切り替えによるスペクタージャ
ケットです。防水機能のあるコーティング加工を施した厚手のナイロン
生地をフード・両袖・フラップに使用し、身頃はデニム生地を使った切
り替えしのデザインになります。ライニングはチェッカー柄生地で中綿
が入ります。裾にはドローコードが付き、裏地には内ポケットが付く仕
様です。機能性・保温性・耐水耐風性もあり、様々なシーンで幅広く着
て頂けます。また、デニムの経年変化も楽しみです。
※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。※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が見られますが、これは本製品の「味」としてご理解お願い致します。

spec
コーティング加工ヘビィーナイロン生地
中綿
13ozインディゴデニム
13oz硫化ブラックブラックデニム
ユニバーサルファスナー
チェッカーフラッグ生地
ワッペン付き / サムライスナップボタン
二輪車倶楽部ネーム / 日本製

■ MCRJ17  （スペクタージャケット）

オリジナルインディゴ染め・硫化染めコーデュロイ生地によるスイングトッ
プです。生地はCOTTON 100％ 12ウェルのコーデュロイで、それぞれイン
ディゴ・硫化ブラウンで染めたものを使用しています。クラシカルな雰囲気
の生地感で特有の経年変化も楽しめます。シルエット・デザインはシンプル
な一重のスイングトップで、フロントはジッパーで着やすく仕上げました。胸
と背にFFAのジャケットをイメージしたデザインのワッペン・刺繍が入りま
す。※インディゴコーデュロイ生地は、汗や雨などで生地が湿った場合に色落ちし、移
染する可能性があります。強く擦られた場合にも同様に他の衣料に移染する可能性が
ありますのでご注意下さい。

spec
インディゴ染めコーデュロイ生地
硫化ブラウン染めコーデュロイ生地
オリジナルワッペン / 刺繍
ユニバーサルファスナー
樹脂ボタン
サムライ倶楽部ネーム
日本製

■ SCCJ17  （コーデュロイスイングトップ） 

ブラック( BLK )
オリーブ( OLV )
S・M・L・XL・XXL
￥52,000+税

color

size
price

インディゴ( IND )
ブラウン( BRN ) 
S・M・L・XL・XXL
￥28,000+税

color

size
price

ブラック( BLK )
ネイビー( NVY )
S・M・L・XL・XXL
￥58,000+税
￥57,000+税 （ワッペン無し）

color

size
price

ジャケット
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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
綿を入れたリバーシブルベストです。ネイビーと迷彩側にはオリジナル
ワッペンが付き、黒塗装スナップボタン仕様です。レッドとベージュ側は、
身頃部分の配色を切り替えており、Samuraiピスネームが付く仕様に
なっています。機能性・保温性・耐水耐風性もあり、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。
＊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。

spec
コーティング加工ヘビィーナイロン生地
中綿
サムライスナップボタン
Samuraiピスネーム
日本製

■ SCVT17-RV  （リバーシブルナイロン中綿ベスト）

10ozデニムとインディゴコーデュロイ生地を使用した切り替えワーク
シャツです。胸にマチ付片ポケット、腰に片玉縁のポケットが付く仕様
で、シャツやジャケットとしても着て頂けるデザインになっています。ボ
タンは天然のナットをインディゴ染めした別注仕様です。襟・カフス・玉
縁はインディゴコーデュロイの生地を使い、生地違いの２種の色落ち
が同時に楽しめ、着込む程に風合いが増します。モーターサイクルを
イメージしたデザインの相良刺繍が入る豪華仕様です。
※インディゴコーデュロイ生地は、汗や雨などで生地が湿った場合に色落ちし、移染
する可能性があります。強く擦られた場合にも同様に他の衣料に移染する可能性があ
りますのでご注意下さい。

spec
10ozデニム
インディゴコーデュロイ生地
二輪車倶楽部ネーム
相良刺繍
インディゴ染めナットボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ MCWS17 （デニムコーデュロイワークシャツ）

新型グアテマラシャツです。胸と腰にそれぞれ両ポケットが付き、民族的
な刺繍が特徴的なグアテマラシャツをサムライなりの解釈で落とし込み
ました。新潟産地特有の織りと仕上げによる先染めのムラ糸による柔ら
かい生地を使用しており、洗い着用していくほどに風合いがあらわれま
す。ポケットと背中には鏡富士をイメージした豪華な刺繍が入ります。サ
ムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込めたシャツです。

spec
10/-×10/- 先染ムラ糸生地
ナットボタン
サムライ倶楽部ネーム
刺繍入り
ワンウォッシュ済
日本製

■ SCGS17 （グアテマラシャツ）

ベスト　

シャツ　

ネイビー( NVY )
レッド( RED )
グレー( GRY )
XS・S・M・L・XL・XXL
￥24,000+税

color

size
price

キナリ( NAT )
グレー( GRY )
XS・S・M・L・XL・XXL
￥26,000+税

color

size
price

ネイビー／レッド( NV/RD )
迷彩柄／ベージュ( C.F/BE ) 
XS・S・M・L・XL・XXL
￥27,000+税

color

size
price
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ストライプ生地によるワークシャツです。生地はインディゴロープ染めと
ブラック硫化染による10ozストライプです。台襟・下前見返し・カフスに
はパーツ柄スレーキを使っています。縫製はワークウエアらしく堅牢な
作りで、袖・脇・ヨークなど三本針の巻き縫いで、アクセントとして下糸は
配色を変えました。着込めば着込む程に風合いが増し愛着が湧きます。

spec
10ozジャガードストライプ生地
自動車パーツ柄スレーキ
自動車倶楽部ネーム
ナットボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMST17  （ストライプワークシャツ）

カットソー　

インディゴ( IND )
ブラック( BLK ) 
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,000+税

color

size
price

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ビィーウェイト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。

■ SMLT17-1
01 

■ MCLT17-1
01

■ SULT17-10
1

■ SCLT17-10
1

オリジナルへビィーウェイトTシャツ

          ロンＴ共通 color : ホワイト( WHT )・ブラック( BLK )・グレー( GRY )  size : S・M・L・XL・XXL  price: ￥8,800+税
                              Spec : 14/-台丸ヘビィーオンスTシャツ / 三本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製 
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■ SCLTW17-
101

■ SCJS17-10
1

サーマル

ジャージ 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。

      サーマル共通 color : オフホワイト( WHT )・ブラック( BLK )  size : S・M・L・XL・XXL  price: ￥8,800+税
                              Spec : ヘビィーウエイトハニカム / 三本針バインダーネック / フラットシーマ縫製 / 日本製 

      ジャージ共通  size : S・M・L・XL・XXL　
                              Spec : ポリエステルスムース / WALDESコイルファスナー /  日本製 

ワッペン

color：ブルー( BLU )・イエロー( YEL )
price：￥18,000+税

■ SMJS17-1
01
color：ホワイト( WHT )・オレンジ( ORG )
price：￥15,000+税

■ MCLTW17
-102

■ SMLTW17
-101 ■ SMLTW17

-102

■ MCLTW17
-101



コットンミリタリー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、防寒性に優れるとともに綿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。

■ MC501NC17-C （ワッチニットキャップ）

color

size
price

ブラック( BLK )
ネイビー( NVY )
ブラウン( BRN )
FREE
￥6,500+税

color
size
price

シルバー( SLV )
ショート 47cm・ ロング65cm
ロング  ￥12,000+税
ショート￥11,000+税

color

size
price

ネイビー( NVY )
オリーブグリーン( OLV )
FREE( 58 ~ 60cm )
￥7,000+税

spec :
COTTON 100%
片畔編み
ヤブ織り
ワッペン付き
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済 / 日本製

spec :
ジャーマンコードクロス生地
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

 

コードクロス生地によるワークキャップです。生地は肉厚で耐久性・保温
性を兼ね備えているコードクロスを使用しており、パネルは4枚接ぎで被
り心地は若干深めにし、両サイドにはホルダーが付きメガネを差し込め
ます。タフでありながら機能的で被りやすく、経年変化も楽しめます。

■ SC201WC17-AW （ワークキャップ）

無骨な存在感を醸し出す真鍮製オリジナルウォレットチェーンです。今回
はアクセントとしてセンター部分の一つにゴールド色のチェーンを入れ、
色目の違う2種の経年変化も楽しめるようにしました。フック部分にはお
馴染みのレンチ型フックも付属致します。使い込む程に真鍮独特の味わ
い深い経年変化を楽しむ事が出来るものとなっています。ロングタイプと
ショートタイプの2種をお選びいただけます。

■ SMBC17 （真鍮製ウォレットチェーン）

spec :
真鍮製ウォレットチェーン
吊り針コイルフック
レンチ型キーフック付属
日本製

 

color
size
price

ブラック( BLK )
FREE( 58 ~ 60cm )
￥7,000+税

spec :
40/2　コーマウェザー
COTTON 100％
ドットボタン
サムライ倶楽部ネーム
日本製

 

新型ハンチングキャスケットです。生地は独特の光沢感とハリ・コシ感の
ある落ち着いたきめ細かな肌触りが良い高密度コーマウェザーです。８
枚接ぎの大きめのパネルに天釦が付き、庇に隠しスナップボタンがあり
開閉により自由にシルエットを変化できる仕様です。生地の雰囲気・肉厚
も程良く長いシーズン着用頂けます。

■ SC301CT17 （コーマウェザーキャスケット）


