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■SM710DX-RHC （ランダムヒッコリー）

自動車倶楽部ペイント入りジーンズ　　　　　　　　　　　　　

新型ワークパンツ710DX シリーズ　　　　　　　　　

人気の自動車倶楽部ペイント入りジーンズ2017年版です。デニムは定
評のある17ozオリジナルセルビッチデニムで、荒々しい点落ちが楽しめ
ます。ヒップには雰囲気の良いエアブラシプリントでSAMURAI MOTOR 
CLUBのデザインが入ります。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形です。

spec：
オリジナル17ozセルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ
自動車倶楽部日章ラベル
銅製サムライリベット
専用パッチ
ワンウォッシュ済
プリント入り / 日本製

■ SM5000GT-BP17 
                                                  （自動車倶楽部ペイント入りジーンズ）

インディゴ
28～36・38・40
￥25,000+税

color
size
price

新型ワークパンツです。生地は10oz程のランダムヒッコリーデニム生地とサムライオリジナルの
10ozヘリンボンです。パンツは片側のバックポケットにフラップが付き、脇にハンマーループ、ツー
ルポケットのシンプルな仕様となっています。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
いシルエットです。

color： インディゴヒッコリー
                                   （SM710DX-RHC）
            へリンボン
                                     （SM710DX-HB）

size  ： 28～36・38・40　
price ：￥22,000+税
　

spec： 別注ランダムヒッコリー生地 /10ozオリジナルヘリンボン生地 / 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 / ワンウォッシュ済 / 日本製

緯糸にもインディゴ糸を使い、ヒッコリーデニムならではの特徴的な色落ちが楽しめる。

■SM710DX-HB （へリンボン）
ヘリンボン生地ならではの経年変化を楽しめる。



color：
   インディゴヒッコリー

color：インディゴ
　

■ SM155DX-HC
　　（ヒッコリーペインターショートパンツ） 

■ SM155DX17-D
　　（17ozデニムペインターショートパンツ）  

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。

生地はピッチの太い
10oz程のヒッコリーデニ
ム。緯糸にもインディゴ糸
を使い、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。

生地は縦横に落ち綿を
入れたムラの強いネッ
プ糸を弱テンションでザ
ラ織りしたNEW右綾
17ozセルビッチです。こ
れまでのサムライ17oz
デニムとは全く風合い
の異なる表情のデニム
となっています。

生地は10oz程のランダ
ムヒッコリーデニムにな
ります。緯糸にもイン
ディゴ糸を使い、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：
  インディゴヒッコリー
　

color：
  インディゴヒッコリー

■ SM155DX-RHC
　　（ランダムヒッコリーペインターショートパンツ）

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。

＊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。

＊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。

ショートパンツ ~310DXぺインターパンツシリーズ~ 　　　　　　　　　　　　　　

ベスト 　　　　　　　　　　　　　　
硫化染めセルビッチヘビィーダック生地による新型ワークベストです。生地
はしっかりとした肉厚もありながら、硫化染めによるブランカラーの色落ち
も楽しめます。セルビッチ部分は自動車倶楽部デニムお馴染みのブルーラ
メ耳になります。シルエット・デザインはシンプルなワークテイストのベスト
で、生地端はパイピング処理でアクセントをつけ、ポケット下部と腰部分の
アジャスターにはサムライスナップボタンを使用し今回フロント部分は
ジッパーになります。

spec
15oz硫化染めセルビッチへビィーダック生地
ユニバーサルファスナー
サムライスナップボタン
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SCVS17-DK  （ブラウンダックベスト） 

ブラウン 【BRN】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,000+税

color
size
price

[共通spec] 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
[共通] size :  28・30・32・34・36･38・40  price : ￥17,000+税

■ SM155DX-FHC 
　　（太ヒッコリーペインターショートパンツ） 



color：ブラウン　
spec : 15oz硫化染め
             セルビッチヘビィー
             ダック生地　

color：キナリ
spec : 15ozキナリ
              ヘリンボン
             セルビッチ生地

■ SCBSP17-HD
　　（ヘビィーダックベイカーショートパンツ） 

■ SCBSP17-KHB
　　（キナリヘリンボンベイカーショートパンツ）  

生地は15ozの硫化染め
によるオリジナルセルビッ
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。

生地はキナリのムラ糸
によるオリジナル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。

硫化染めへビィーダックとキナリヘリンボン生地によるシンプルなベイカーショートパンツです。セルビッチ部分はサムライ倶楽部デニム
でお馴染みのブルーラメ耳になります。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くなっています。

 ベイカーショートパンツ　　　　　　　　　　　　　　

シャツ 　　　　　　　　　　　　　　

自動車メンテナンスガレージをイメージした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二本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・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・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『 REPAIR 』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。

spec
T/C生地 (65%／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

■ SMTC17SS-KL  （TC切り替え半袖ワークシャツ） 

ネイビー 【NVY】
ライトブルー 【L.BLU】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥15,500+税

color

size
price

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、背中上部にサムライ自動車
倶楽部らしい迫力のグラフィックをプリント、両胸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、今回は両胸ポケットが付き上部にも2本ラインも入れ、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。

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

■ SMGS17  （自動車倶楽部半袖ガススタシャツ） 

ブルー 【BLU】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,000+税

color
size
price

 spec ： 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[共通] size :  28・30・32・34・36･38・40   price : ￥19,000+税
　　　　　　　　　

spec

＊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。
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オリジナル10ozヘリンボン生地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。生地はムラ糸を使用し、ワイルドピッチの目のはっきりと
した先染めヘリンボンです。ヴィンテージな雰囲気と表情豊かなオリジナル
ヘリンボン生地を使用した長袖シャツです。左胸上部にワークテイストを感
じさせるオリジナルワッペン「 S SUPPORT 」が付き後ろに身頃には豪華に
チェーン刺繍「 SUPPORT SUPER SERVICE 」がはいります。ボタンはコン
チョスナップボタンになります。勿論オリジナルヘリンボン生地ならではの経
年変化を楽しめます。着込めば着込むほどに風合いが増し愛着が湧いてき
ます。
ブラックは硫化染料です。

spec
オリジナル10ozキナリヘリンボン生地
二輪車倶楽部ネーム
コンチョスナップボタン
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

■ MCWT17 （二輪車倶楽部オリジナルヘリンボン長袖ウエスタンシャツ）

コットンツイルによる着心地の良い刺繍オープンカラーワークシャツ
です。生地は20番のコットンツイルで肉厚感も程良く爽やかな雰囲気
を持っており、春夏にぴったりの着心地の良い生地です。シルエットは
ややタイト目で、襟を大きめにつくったビンテージハワイアンシャツを
意識した縫製仕様です。ポケット上部と袖口にカラーテープが入り左
胸上部にチェーン刺繍で「 Samurai 」が入り、左袖口には刺繍でサム
ライオリジナル鳥居刺繍がはいります。着込めば着込む程に風合いが
増し愛着が湧いてきます。

spec
ツイル生地（C 100％）
チェーン刺繍
ナットボタン
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

■ SCWC17 （刺繍オープンカラー半袖ワークシャツ）

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。左胸ポケット
の上部には『 modify 』チェーン刺繍が入りポケット部分に「 SC 」オリジ
ナルワッペンが付きます。バックヨーク左上部には「 OSK LOCAL 」チェー
ン刺繍が入り、後ろ身頃に「 SAMURAI ・ SC ・ SERVICE CENTER 」フ
ロッキープリントが一面に豪華に入りワークテイスト溢れるデザインに
なっております。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
T/C生地 (65%／35％)
二輪車倶楽部ネーム
ラバーボタン
オリジナルワッペン
チェーン刺繍 / フロッキープリント
ワンウォッシュ済
日本製

■ MCTC17 （TC二輪車半袖オープンカラー半袖ワークシャツ）

キナリ【NAT】
ブラック【BLK】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥24,000+税

color

size
price

グリーン 【GRN】
ブラウン 【BRN】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,500+税

color

size
price

ブラック 【BLK】
ネイビー【NVY】
XS・S・M・L・XL・XXL
￥18,800+税

color

size
price

シャツ　
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Ｔシャツ    : PRICE￥6,500+税　SIZE XS・S・M・L・XL・XXL  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 
ポロシャツ : PRICE￥8,000+税   SIZE XS・S・M・L・XL・XXL   SPEC:14/-台丸ヘビィーオンスTシャツ / 丸胴 / 日本製 

P08

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。

■ SCT17-102
 

（リンガーネックT
シャツ）

（ラグランスリーブ
                   Tシャ

ツ）

color : ホワイト/レッド・ネイビー/ホワイト・ブルー/レッドcolor : ホワイト・ブラック・ブルー・レッド
color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】・【RED】

color : 【WHT】・【BLK】・【NVY】・【BLU】

color : 【NVY】・【RED】・【BLU】

color : 【WH/RD】・【NV/WH】・【BL/RD】

color : 【WHT】・【BLK】・【NVY】・【RED】

color : 【WH/RD】・【NV/WH】・【BL/RD】

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・レッドcolor : ホワイト・ブラック・ネイビー・ブルー

■ SMT17-10
1 ■ SMT17-10

2

■ SCT17-101

color : ホワイト/レッド・ネイビー/ホワイト・ブルー/レッドcolor : ネイビー・レッド・ブルー

■ SMT17-10
3 ■ SMT17-10

4

オリジナルへビィーウエイトTシャツ

（リンガーネックT
シャツ）
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■ MCT17-10
2 （ポロシャツ）

（クレイジーラ
グランスリーブ

Tシャツ）

（ラグランスリ
ーブTシャツ）

color : ホワイト・ブラック・ブルーcolor : ホワイト・ブラック・ブルー・レッド

color : ホワイト・ブラック・ブルーcolor : ネイビー・レッド・ブルー

■ SUT17-10
1 ■ SUT17-10

2

■ ＭCT17-10
1

color : ホワイト・ブラック・ブルー・レッド

■ SFT17-101

オリジナルへビィーウエイトTシャツ
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 

color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】・【RED】

color : 【NVY】・【RED】・【BLU】

color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】・【RED】

color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】

color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】
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■ SOT17-10
1 

（クレイジーラグ
ランスリーブTシャ

ツ）

color : ホワイト・ブラック・ブルーcolor : ホワイト・ネイビー・ブルー・レッド

■ SSST17-10
1

オリジナルへビィーウエイトTシャツ

Ｔシャツ    : PRICE￥6,500+税　SIZE XS・S・M・L・XL・XXL         
                       COLOR ブルー【BLU】  
　　　　　　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 
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/-台丸ヘビィーオンスTシャツ / 丸胴 / 日本製 

■ SMT17-10
8  （ポロシャツ）

■ SＭT17-10
7

リアルレーシングコラボシリーズ
color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】・【RED】 color : 【WHT】・【BLK】・【BLU】

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。
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【落ち綿Tシャツ共通】 : PRICE￥7,500+税　  SIZE XS・S・M・L・XL・XXL
                         COLOR  アイボリー【IVORY】・スミクロ【L.BLACK】・インクブルー【INK BLUE】・クリームイエロー【C.YELLOW】
                                         SPEC:吊り編みヘビィーウエイトＴシャツ / 二本針バインダーネック / 綿糸縫製 / 丸胴 / 日本製 / XXLのみ脇割り 

（XXL ： +1,500円　脇割の仕様となります。）

P08

　オリジナル落ち綿ヘビィーウエイト吊り編みTシャツシリーズの登場です。1960年代までニットウエ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、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シャツシリーズです。

■ SCT17-104
 

■ SMT17-10
5

■ SCT17-103

落ち綿へビィーウエイト吊り編みTシャツ

手捺染：染みこみ

手捺染：染みこみ

■ SMT17-10
6

手捺染：染みこみ

手捺染：染みこみ

■ MCT17-10
3

手捺染：染みこみ

■ MCT17-10
4

手捺染：染みこみ
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落ち綿へビィーウエイト吊り編みTシャツ

■ SUT17-10
3

手捺染：染みこみ

■ SFT17-102

手捺染：染みこみ

■ SSST17-10
2

■ SOT17-10
2

手捺染：染みこみ × クラック 手捺染：染みこみ・発泡

国産スニーカー

値段   ：￥20,000+税 値段   ：￥20,000+税 

■ SM92LOW17■ SM92LOW17-Ⅱ
カラー： ホワイト
color : 【WHT】
値段   ：￥21,000+税 

サイズ： 6（24.0） 7(25.0)  8(26.0)  9(27.0)  10(28.0)
spec： バルカナイズ製法 / 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

レザースニーカー スエードスニーカー

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。ソールはグリップ性・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。

【共通】

カラー： マスタード × ブラック
color  : 【MU】

カラー： グレー × ブラック
color : 【GRY】
　



17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチ、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。自動車倶楽部のネームが付き、両
サイドのマチにポケットが付くシンプルな仕様になっています。

■ SMTB01 （ヒッコリートートバッグ）

color

size
price

ヒッコリー 【IND】
インディゴヒッコリー【ID/HC】
縦39cm 横34cm マチ10cm
￥6,500+税

spec :
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチ
17oz武士道インディゴセルビッチデニム
自動車俱楽部ネーム
日本製

 

color

size
price

ブラック・ゴールド・シルバー
【BLK】・【GLD】・【SLV】
FREE
￥4,600+税

spec :
真鍮製レンチ型キーフック　
日本製

 

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。

■ SMBLH101 （レンチ型キーホルダー）

17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニムを使った新型デニム
ワークキャップになります。庇部分裏の円刺し縫製ステッチをチェーン
ステッチ仕様など、形状と機能性にこだわりました。シルエットは庇の角
度を少し下げ、深さを微調整しマイナーチェンジしたモデルになりま
す。シンプルながらオリジナルの17ozヒッコリーブルーカラーセルビッ
チデニムを使ったヒッコリーデニムならではの特徴的な色落ちを楽し
めるワークキャップです。バックはアジャスターが付きサイズ調整がで
きお好みで調整可能です。シーズン問わず一年中愛用して頂けるヒッ
コリーデニムワークキャップです。製品はワンウォッシュ済となります。

■ SC201WC17HC-SB （ヒッコリースナップワークキャップ）

color
size
price

インディゴヒッコリー 【ID/HC】
フリー
￥6,500+税

spec :
17ozヒッコリーブルーカラー
セルビッチデニム
サムライギャランティーチケット
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済 / 日本製

color

size
price

キナリ 【O.WH】
ブラック 【BLK】
フリー
￥6,500+税

spec :
10ozオリジナルヘリンボン生地
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

 

サムライオリジナルの「10ozヘリンボン」生地による新型ワークキャップ
です。円刺しには可能なだけステッチを入れ庇の角度を少し下げより
ワークテイストなデッキキャップになります。また庇に芯材を入れてない
ので気軽に折りたたむ事もでき鞄等にも収納できる便利なキャップです。
使い込む程にヘリンボン生地ならではの経年変化の表情を生み出し
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。製品はワン
ウォッシュ済となります。

■ SC201WC17HB-DC （ヘリンボンデッキキャップ）


