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HORSE HIDE（植物タンニン鞣し）
セミアニリン仕上げ
SAMURAI CLUB総柄コットンブロード生地
サムライ飛行機倶楽部A-2専用織ラベル
ウール輪編みリブ（レッド）
HOOKLESSファスナー
日本製

ブラウンダックダブルニーワークパンツ　　　　　　　　　　　　　　

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

人気の410ダブルニーワークパンツのへビィーダック仕様です。生地はオリジナルの15oz硫化染めセル
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。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
エットはやや細身の穿きやすいストレートシルエットになります。

color ：ブラウン　　
size   ：28～36・38・40
price ：￥25,000+税
納期    : 12月予定   　

■ SM410DBN-DUCK　　　　　　　　　　　　　　

＊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。

リバーシブルジャケット

Reversible

spec：T/Cツイル生地（E-65%／C-35%） / オリジナルワッペン / プリント入り / WALDESリバーシブルファスナー / ワンウォッシュ済 / 日本製

新型TCリバーシブルジャケットです。生地は平織りで高密度23sツイル（E/65％ C/35％）です。皺になり
にくく速乾性にも優れた生地です。質感、エイジングを重ねて柔らかくなってきた時と、どちらも違った表情
が楽しめます。身頃とリブをトリコロール仕様にしています。リブは別注で編み立てたオリジナルカラーで
す。トリコロール側には、豪華に左胸にオリジナルワッペン「 SAMURAI RACING TEAM 」が付き、後ろ身
頃にはプリントと刺繍が入ります。ベージュカラー側にも、左胸にオリジナルワッペン「 SAMURAI 」が付き
ます。サムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込めたリバーシブルジャケットです。

color ： トリコロール×ベージュ　
size   ： S・M・L・XL・XXL
price ：￥33,000+税
納期    : 10月予定   　

■ SCRC18-RV　　　　　　　　　　　　　　
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T/Cツイル生地（E-65%／C-35%） / オリジナルワッペン / プリント入り / WALDESリバーシブルファスナー / ワンウォッシュ済 / 日本製



P02

HORSE HIDE（植物タンニン鞣し）
セミアニリン仕上げ
SAMURAI CLUB総柄コットンブロード生地
サムライ飛行機倶楽部A-2専用織ラベル
ウール輪編みリブ（レッド）
HOOKLESSファスナー
日本製

PRIMALOFT <高級グースダウンに代わる新素材！>
プリマロフトは元々米軍の要請を受けて開発された羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材です。羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔
軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性もあり、通気性や収納性も高く、どんな環境でも使える実用性を兼ね備えた画期的な人工羽毛です。

PRIMALOFT シリーズ　　　　　　　　　　　　　　

spec： 機能性ナイロン100％ キューダス(専用ラベル有り) / プリマロフト
　　　  ユニバーサルファスナー / 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

「プリマロフト」を使用したスペクタージャケットです。
表地のナイロン生地「キューダス」は、ナイロン100％でありながら、まる
でN/C（ナイロンと綿との交織織物）のようなタッチで、裏面にコーティン
グを施すことで程良いハリ感と防水性・防風性・透湿性を発揮、さらに
耐久撥水の機能も併せ持ち、風雨を防ぎ、かつ発汗による不快感を軽
減する快適性を追求した高機能生地です。更にアップデートし左袖に
はポケットとオリジナルワッペン「 Samuraistone S 」が付きフロントポ
ケットも開閉しやすくスナップを一つに変更。サムライ倶楽部らしい遊
び心と拘りを込め、様々なシーンで幅広く着て頂けるジャケットです。

■ MCRJ18 　　　　　　　　　　　　

※ナイロン素材には防水性の機能のあるコーデ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。ご了承ください。

color ：ブラック・ブルー　　size ：S・M・L・XL・XXL
price ：￥40,000+税　　   納期  : 11月予定   　

spec： 機能性ナイロン100％ ブリザテック(専用ラベル有り) 3層(3レイヤー) 
             プリマロフト/チェッカーフラッグ生地 / プリント入り
             サムライスナップボタン / 二輪車倶楽部ネーム / 日本製

「プリマロフト」を使用したコーチジャケットです。
表地のナイロン生地「ブリザテック」は特殊なポリウレタンの微多孔質膜構
造により防水性・透湿性(汗等水分の蒸れ防止)に対して優れた性能を兼ね
備えた3層の特殊素材です。ポリウレタン膜にある1～30マイクロメ－タ－
の細かい孔が水を通さず、逆に内部に滞留した湿気を外部に放出する機
能を備えた高機能素材です。裏地にはチェッカーフラッグ生地を使用しサ
ムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込め、左胸・後ろ身頃には迫力のある
グラフィックをプリントし様々なシーンで幅広く着て頂けるジャケットです。

■ MCCJ18 （コーチジャケット）　　　　　　　　　　　　　　　

color ：ブラック・ブラック×グレー・ネイビー×ブラウン
size   ：S・M・L・XL・XXL　price ：￥33,000+税　納期  : 11月予定   　

spec： 60/40クロス / プリマロフト / サテン生地 / アクリルボア / 自動車倶楽部ネーム
             ユニバーサルファスナー / 刺繍入り / 日本製

「プリマロフト」を使用したドカジャン（キルティングジャケット）です。
表地はアウトドアでは強い味方の60/40クロスを使用しており、裏に
は滑りの良いサテン地を使用しています。襟のボアは取り外し可能
となっています。胸ポケットの上に「サムライモータース」の刺繍が入
ります。シンプルながら主張するジャケットに仕上がっています。

■ SMDK18 （ドカジャン）　　　　　　　　　　　　　　

color ：ネイビー・ブラック　　size  ：S・M・L・XL・XXL
price ：￥39,000+税　　　  納期   : 10月予定   　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込め、左胸・後ろ身頃には迫力のある

予定   　予定   　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

spec： 
　　　  ユニバーサルファスナー / 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

「プリマロフト」を使用したスペクタージャケットです。
表地のナイロン生地「キューダス」は、ナイロン100％でありながら、まる
でN/C（ナイロンと綿との交織織物）のようなタッチで、裏面にコーティン
グを施すことで程良いハリ感と防水性・防風性・透湿性を発揮、さらに
耐久撥水の機能も併せ持ち、風雨を防ぎ、かつ発汗による不快感を軽
減する快適性を追求した高機能生地です。更にアップデートし左袖に
はポケットとオリジナルワッペン「 Samuraistone S 」が付きフロントポ
ケットも開閉しやすくスナップを一つに変更。サムライ倶楽部らしい遊
び心と拘りを込め、様々なシーンで幅広く着て頂けるジャケットです。

■ MCRJ18 

color ：
price ：￥40,000

■ MCRJ18 

※スナップボタンを黒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料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。

（スペクタージャケット）　　

60/40クロス / プリマロフト / サテン生地 / アクリルボア / 自動車倶楽部ネーム
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P03

モールスキン生地による刺繍ワークシャツです。モールスキンとは、モグラ
の毛皮のような感触のある厚みのある綿素材で、モール（mole）＋モグラ
のスキン（skin）＝肌という意味で、元々はモグラの毛皮のことを指していま
した。太い綿糸を生地の片面だけではなく、両面に起毛させながら織り上
げています。モールスキンに用いられている綿糸はキャンバスやデニムより
は太くありませんが、高密度で織り上げているので強度があり、生地の表も
裏も起毛しているので優しい肌触りと保温性があります。後ろ身頃のチェー
ン刺繍技法も細部まで拘り、サムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込めまし
た。様々なシーンで幅広く着て頂けるワークシャツです。

spec
モールスキン生地
二輪車倶楽部ネーム
チェーン刺繍
猫目樹脂ボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ MCWS18- MS （ワークシャツ）

高密度ストライプジャガードデニム生地による長袖ワークシャツです。
生地はインディゴロープ染めとブラック硫化染による12ozストライプ
です。台襟・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。ロープ染色の糸を使用して
いるので着込めば着込む程に風合いが増し愛着が湧きます。

spec
高密度ストライプジャガードデニム生地
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

■ SMST18-AW  （ストライプワークシャツ）

カーキベージュ
パープル
S・M・L・XL・XXL
￥25,000+税
9月予定

color

size
price
delivery

インディゴ
ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL
￥17,000+税
8月予定

color

size
price

delivery

シャツ
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です。台襟・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。ロープ染色の糸を使用して
いるので着込めば着込む程に風合いが増し愛着が湧きます。

spec
高密度ストライプジャガードデニム生地
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

■ SMST18-AW  （ストライプワークシャツ）

カーキベージュ
パープル
S・M・L・XL・XXL
￥25,000+税
9月予定

color

size
price
delivery

インディゴ
ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL
￥17,000+税
8月予定

color

size
price

delivery

シャツ

モールスキン生地による刺繍ワークシャツです。モールスキンとは、モグラ
の毛皮のような感触のある厚みのある綿素材で、モール（mole）＋モグラ
のスキン（skin）＝肌という意味で、元々はモグラの毛皮のことを指していま
した。太い綿糸を生地の片面だけではなく、両面に起毛させながら織り上
げています。モールスキンに用いられている綿糸はキャンバスやデニムより
は太くありませんが、高密度で織り上げているので強度があり、生地の表も
裏も起毛しているので優しい肌触りと保温性があります。後ろ身頃のチェー
ン刺繍技法も細部まで拘り、サムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込めまし
た。様々なシーンで幅広く着て頂けるワークシャツです。

■ 

color

■ 
　　　　　　　　　　　　　　シャツシャツ



P04　

HORSE HIDE（植物タンニン鞣し）
セミアニリン仕上げ
SAMURAI CLUB総柄コットンブロード生地
サムライ飛行機倶楽部A-2専用織ラベル
ウール輪編みリブ（レッド）
HOOKLESSファスナー
日本製

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Work Pants　　　　　　　　　　　　　　
SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Work Pants　　　　　　　　　　　　　　

spec：ソルト＆ペッパーストライプ生地 / ユニバーサルファスナー / 猫目鉛ボタン
　　　 Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム  /  ワンウォッシュ済 / 日本製

ソルト＆ペッパーストライプ生地によるワークパンツです。
クラシックワークな佇まいの撚り杢糸によるストライプ生地は
奥深い趣があります。

color ：チャコールグレー　size ：28・30・32・34・36・38・40
price ：￥22,800+税           納期  : 10月予定   　

TCワークパンツです。
生地は平織りで高密度23sツイル（E/65％ C/35％）です。
皺になりにくく速乾性にも優れた生地です。
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SAMURAI WORK CLOTHESのワークパンツは穿き始めの質感から、エイジングを重ねて
柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。仕様にもこだわり、ウエスト
が微調整可能なウエスト裏の折り返し縫製仕様（ウエスト出し約1インチ）、股下には穿き
やすさと稼働率を広くする為、ダイヤマチを付けました。前身頃右前のベルトループのみ巾
を細く、ウォレットチェーンや懐中時計のフックを付けやすくし、右前にはウォッチポケットも
付きます。ポケットにコイン等を入れる場合など、劣化の進行が早い前ポケット袋スレーキ
底部には生地を二重にあてて強度を上げ、トップボタン部分は傷を付けないようにホック仕
様です。やや細身の穿きやすいシルエットで通年穿けるオーセンティックなパンツです。

■ SWC500C18 （ワークパンツ）　　　　　　　　　　　　　　

■ SWC500TC18-CT （ワークパンツ）　　　　　　　　　　　　　

コーチジャケット

color ：ブラック・ネイビー   
size ：28・30・32・34・36・38・40
price ：￥14,000+税     納期  : 10月予定   

spec：T/Cツイル生地（E-65%／C-35%） / ユニバーサルファスナー 
　　　 猫目鉛ボタン/Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム
　　　 ワンウォッシュ済 / 日本製

生地は平織りで高密度23sツイル（E/65％ C/35％）です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

P05

HORSE HIDE（植物タンニン鞣し）
セミアニリン仕上げ
SAMURAI CLUB総柄コットンブロード生地
サムライ飛行機倶楽部A-2専用織ラベル
ウール輪編みリブ（レッド）
HOOKLESSファスナー
日本製

新型TCテーラージャケットです。
生地は平織りで高密度23sツイル（E/65％C/35％）です。
皺になりにくく速乾性にも優れた生地です。

■ SWCTJ18-CT （SWCテーラージャケット）　　　　　　　　　　　　　　　

color ：ベージュ・ブラウン   size ：S・M・L・XL・XXL
price ：￥22,000+税          納期 : 10月予定   　

新型TCプルオーバーワーク長袖シャツです。生地は平織りで高密度の
10oz T/C 先染めキャンバス（E/50％ C/50％）です。皺になりにくく速乾
性にも優れると共に淡インディゴ・淡ブラックの経年変化も楽しめます。
シンプルな文字組をベースにグラフィックが右胸・後ろ身頃にプリントが
入ります。非常に着やすいプルオーバー長袖シャツです。無地ベースプ
ルオーバーシャツもご用意しております。

■ SWCPO18-IB （SWCプルオーバーシャツ）
■ SWCPO18-IB-M （SWCプルオーバーシャツ無地）　　　　　　　　　　　　　　　　

color ： 淡インディゴ・淡ブラック    size ： S・M・L・XL・XXL　納期  : 8月予定  
price ：￥16,000+税 （無地 IB-M：￥15,000+税 ）   　

spec： インディゴT/C生地（E-50%／C-50%） 
             ブラックT/C生地（E-50%／C-50%）
              Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム
             猫目樹脂ボタン / 猫目鉛ボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

spec： T/Cツイル生地（E-65%／C-35%）
             Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム
            猫目樹脂ボタン / 猫目鉛ボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

spec： インディゴT/C生地（E-50%／C-50%） ブラックT/C生地（E-50%／C-50%） 
             Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム  / プリント入り / WALDESファスナー
             猫目樹脂ボタン / 猫目鉛ボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

新型TCテーラージャケットです。
生地は平織りで高密度の10oz T/C 先染めキャンバス（E/50％ 
C/50％）です。皺になりにくく速乾性にも優れると共にインディゴ・
ブラックの経年変化も楽しめます。

■ SWCTJ18-IB （SWCテーラージャケット）　　　　　　　　　　　　　　

color ：インディゴ・ブラック   size ： S・M・L・XL・XXL
price ：￥24,000+税            納期  : 10月予定   　

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Jacket 　　　　　　　　　　　　　　

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Pullover shirt　　　　　　　　　　　　　　

SAMURAI WORK CLOTHESのジャケットは初めて袖を通した時の質感から、エイ
ジングを重ねて柔らかくなってきた時まで、それぞれ違った表情が楽しめます。型
崩れがしにくく、非常に着やすいシルエットになっています。幅広いコーディネート
が楽しめるオーセンティックなテーラージャケットです。
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日本製

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Work Pants　　　　　　　　　　　　　　
SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Work Pants　　　　　　　　　　　　　　

spec：ソルト＆ペッパーストライプ生地 / ユニバーサルファスナー / 猫目鉛ボタン
　　　 Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム  /  ワンウォッシュ済 / 日本製

ソルト＆ペッパーストライプ生地によるワークパンツです。
クラシックワークな佇まいの撚り杢糸によるストライプ生地は
奥深い趣があります。
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             猫目樹脂ボタン / 猫目鉛ボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製

新型TCテーラージャケットです。
生地は平織りで高密度の10oz T/C 先染めキャンバス（E/50％ 
C/50％）です。皺になりにくく速乾性にも優れると共にインディゴ・
ブラックの経年変化も楽しめます。

■ SWCTJ18-IB （SWCテーラージャケット）　　　　　　　　　　　　　　

color ：インディゴ・ブラック   size ： S・M・L・XL・XXL
price ：￥24,000+税            納期  : 10月予定   　

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Jacket 　　　　　　　　　　　　　　

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

SAMURAI WORK CLOTHES　　　　　　　　　　　　　　
Pullover shirt　　　　　　　　　　　　　　
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が楽しめるオーセンティックなテーラージャケットです。
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■ SWCTJ18-CT 

spec： 
             Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム
            猫目樹脂ボタン / 猫目鉛ボタン / ワンウォッシュ済 / 日本製
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 / プリント入り / WALDESファスナー
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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。

■ SMJS18-102■ SMJS18-101　
カットソー

■ SMJS18-101　■ SMJS18-101　

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

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

color : 101 ブルー・ネイビー
            102 ブラック・ネイビー　
size : S・M・L・XL・XXL
price :￥15,000+税   
納期 : 9月末予定 

ージャージー

Spec : ポリエステルスムース
          WALDESコイルファスナー/日本製 

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。

■ SMLT18
-101 

■ SCLT18
-101

color : ホワイト・ブラック　size : S・M・L・XL・XXL   納期 : 9月予定 
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 （ヘンリーネック：二本針） / 丸胴 / 日本製 

￥9,500+税￥9,500+税

ーロングスリーブTシャツー

■ MCLT1
8-101 

■ SMLT18
-102

￥9,500+税

￥9,500+税

■ SAFLT1
8-101

■ SULT1
8-101 ￥9,500+税￥9,500+税

SMJS18-102SMJS18-102SMJS18-102

納期 : 9月予定S・M・L・XL・XXL 納期納期 : 9月
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太番手のコーマ糸をオリジナルで編みたてたヘビィーウエイトサーマルシリーズ。ウールも含まれていた時代のミリタリーサーマルのファブリッ
クを参考に、コシのある肌触りと程よい厚みをだし、サムライらしくコットン100％でも保温力も期待できるよう新たに再構築しました。日本の古
着にも見られる、脇下にある三角のマチにはサーマルらしくフライス生地をあて、シャリ感がある生地でも可動域を増やし、ハードな動きにもス
トレスを感じないようにしてあります。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本針仕様で
す。

カットソー

■ SMLTW
18-101

■ SCLTW1
8-101　 ■ MCLTW

18-101

■ SCS18-1
02

■ SCS18-1
01　

■ SMS18-
101

■ MCS18
-101

■ SMS18
-102　 ■ SAFS18

-101

color : アイボリー・スミクロ  size : S・M・L・XL・XXL  納期 : 9月予定    
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 ーサーマルー

￥12,000+税￥12,000+税 ￥12,000+税

￥13,500+税 ￥13,500+税
刺繍付けフェルト 14/－ 天竺貼り付け ￥13,000+税

￥18,000+税 ￥16,000+税
ユニバーサルジッパー
四本針フラットシーマ

植毛フロッキー ￥13,000+税

目付の重いミディアムウエイトのスウェットシリーズです。二本針を基本とした丈夫な縫製仕様に加え、長年の着用に耐えうるよう細かなところに
補強のステッチも加えた仕様としています。また、重ね着をした時の着心地と見え方を考慮して、厚みが出る部分には四本針フラットシーマ縫
製、フードは古着の立体感のある形状を参考にし、頭がすっきりと入るようにアップデートしています。サイズ感もそれぞれ例年のものから微調
整を加え、現代のスタイルに合うように作成したものを採用しています。

color : 杢グレー・インクブルー・モスグリーン  
size   : S・M・L・XL・XXL  納期 : 10月予定    
共通Spec  : 19/11丸胴裏毛 / セットインスリーブ / 二本針 / 日本製 ー丸胴ミディアムウエイトスウェットー

6.5cm
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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。
2018年AWシーズンでは新カラーとしてネイビー・レッドを加えた5色
展開となります。真鍮独特の使い込む程に味わい深い経年変化を楽し
む事ができ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）

color

size
price
delivery

ゴールド・シルバー・赤さび
ネイビー・レッド
FREE
￥4,600+税
8月予定

color
size
price

delivery

color
size
price
delivery

ブラウン
H30cm×W35cm×D10cm
￥26,000+税
11月予定

spec :
真鍮製レンチ型キーホルダー
日本製

spec :
15oz硫化染めヘビィーダックセルビッチ生地 
20周年スレーキ
サムライスナップボタン
20周年ネーム / 自動車倶楽部ネーム
WALDESジッパー / 日本製 

 

15ozヘビィーダックセルビッチ生地を使用したバックになります。バック
内側の生地にはサムライ20周年オリジナルスレーキを使用しています。
サイズ感と内容量は、トートバックとして使用するときも、もしくは付属の
ベルトを使用してショルダーバックとして使用する時なども考慮して、普
段使いはもちろんのこと1～2泊程度の旅行や出張にも問題なく対応で
きるような絶妙なバランスになっています。

■ SCSDB20th-DUCK （ダックショルダートートバッグ）

平織で織られたヘビィーな9号帆布による新型ボア付きワークキャップで
す。生地は厚手な9号帆布で堅牢な生地を使用し、内側・外側に折り返せ
ることができます。キャップとしての機能と、防寒時はボア付きなので耳当
て付きのキャップとしても自由に変化可能な仕様です。被り始めの質感と
エイジングを重ねフェードし、柔らかくなってきた時、どちらも違った表情
が楽しめます。生地の雰囲気・肉厚も程良く長いシーズン着用頂けます。

■ SC201WC18-DK （耳当て付きワークキャップ）

spec :
9号帆布
ポリエステルボア
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

 

color
size

price
delivery

カーキベージュ・パープル
L（約58cm～60cm）
XL（約60cm～62cm）
￥7,000+税
 9月予定

ブラック・ネイビー・カーキ
FREE
￥6,000+税
 9月予定

spec :
モールスキン生地
サムライ倶楽部ネーム
ドットボタン
ワンウォッシュ済
日本製

 

モールスキン生地によるハンチングキャスケットです。生地は起毛させな
がら織り上げ密度をとても高くしながら織り上げているので強度があり生
地の表も裏も起毛してあるので優しい肌触りと保温性もあります。被り始
めの質感とエイジングを重ねフェードし、柔らかくなってきた時、どちらも
違った表情が楽しめます。8枚接ぎの大きめのパネルに少し大きめなク
ラシカルな天釦が付き、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。

■ SC301CT18-MS （ハンチングキャスケット）

が楽しめます。生地の雰囲気・肉厚も程良く長いシーズン着用頂けます。

2018年AWシーズンでは新カラーとしてネイビー・レッドを加えた5色
展開となります。真鍮独特の使い込む程に味わい深い経年変化を楽し
む事ができるこだわりのキーフックとなっています。

color ブラウン spec :
15oz硫化染めヘビィーダックセルビッチ生地 

段使いはもちろんのこと1～2泊程度の旅行や出張にも問題なく対応で
きるような絶妙なバランスになっています。

color ブラウン spec :

きるような絶妙なバランスになっています。


