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■ SWC500TC18-IB （TCワークパンツ）

新型TCワークパンツです。SWC500TC17-IBの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％）、SWC500TC17-
CTの生地は平織りで高密度23sツイル（E/65％ C/35％）を使用しています。それぞれ皺になりにくく速乾性にも優れた生地です。穿き始め
の質感、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。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
トループは巾を細くし、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ました。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底部にはスレーキ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
にホック仕様としました。通年穿けるオーセンティックなパンツです。やや細身の穿きやすいシルエットです。

color： インディゴ
            ブラック

size  ： 28・30・32・34・36・38・40　
price ：￥16,000+税
　

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ラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
スコービルファスナー
ワンウォッシュ済
日本製

color： ベージュ
            ブラウン

size  ： 28・30・32・34・36・38・40　
price ：￥14,000+税
　　
spec： T/Cツイル生地（E-65%／C-35%）

Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
スコービルファスナー
ワンウォッシュ済
日本製

インディゴ・ブラックの経年変化も楽しめます。

■ SWC500TC18-CT （TCワークパンツ）

TCワークパンツ　

spec： 



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） 

■ SM155DX-D16
　　（16oz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。

生地はインディゴの濃淡
を交互に織り込んだ
10ozインディゴストライ
プセルビッチデニムです。

生地はムラの強い5番と
6番の糸を弱テンション
で織り上げたザラ感の
強い16ozデニムです。
アタリ感の強い、メリハ
リのある色落ちを楽しめ
ます。

生地は10ozへリンボンセル
ビッチデニムになります。緯糸
にもインディゴ糸を使い、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：
  インディゴストライプ
　

color：
  インディゴへリンボン

■ SM155DX-HB18
　　（へリンボン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。

＊インディゴ・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 　　　　　　　　　　　　　　
デニム生地による新型刺繍入りベストです。生地は14ozで、インディゴはロープ染
色、ブラックは硫化染料のロープ染色、キナリの3色展開です。両ポケット上部とバッ
クには、鏡富士をイメージした刺繍が豪快に入ります。着用・洗いを繰り返すたびにデ
ニム生地と共に風合いアタリがあらわれます。ワークテイストもありますが、シンプル
且つシャープなシルエットはジャケットのインナー、綺麗目のスタイルにもコーディネ
イトして頂けます。サイドスリットもあるので動きやすくストレスを感じにくいです。ボタ
ンはクルミボタンです。サムライ倶楽部らしい遊び心とこだわりを込めたベストです。

spec
14ozデニム
14oz硫化染めデニム生地
クルミボタン
サムライ倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済 / 日本製

■ SCVS18-D  （刺繍デニムベスト） 

インディゴ・ブラック
キナリ
XS・S・M・L・XL・XXL
￥24,000+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-ST18
　　（ストライプペインターショートパンツ） 
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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、
身頃にヴィンテージストライプ柄のプリント生地で、襟・袖先部分はカラー
スレーキを使用しました。また、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となっています。サムライガススタシャツ恒
例の遊び心のあるデザインは、親しみの湧く新キャラクターとなっていま
す。また、プリント技法も細部までこだわりました。胸ポケット部分のカン止
めにはアクセントとして赤色の糸を使いました。

spec
ストライプヴィンテージプリント生地
カラースレーキ
自動車倶楽部ネーム
ラバーボタン
プリント入り
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMGS18 （自動車倶楽部半袖ガススタシャツ）

ストライプ生地による半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10ozストライプです。台襟・下前見返し・
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

■ SMST18 （ストライプワークシャツ）

刺繍・ワッペン付きの半袖ワークシャツです。生地は、高密度で織り上げ双
子使いなので独特の柔らかさがありライトで爽やかな雰囲気のある着心
地の良いコットン100％のストライプです。シャツはシンプルなWポケット
で、堅牢な三本針巻縫いや空環などのクラシカルな仕様となっています。
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、右胸には刺繍で「 garage 」、後ろに身頃には豪華刺繍「 Samurai 
Oil 」が入ります。身幅が少しゆったりしたシルエットとなっています。

spec
COTTON 100％生地
二輪車倶楽部ネーム
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

■ MCWS18-ST （二輪車倶楽部ストライプ半袖シャツ） 

ブルー
XS・S・M・ L・ XL・XXL
￥16,000+税

　　　　　　　　　　　

color
size
price

インディゴ・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL
￥15,000+税

color
size
price

ホワイト・ネイビー
XS・S・M・L・XL・XXL
￥18,000+税

color
size
price

シャツ　
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ワッペン付き・ビッグプリントの長袖ワークシャツです。生地は襟・カフス部
分には、汗によるシミを防ぐために表面に特殊加工を施したダンガリー生
地を使い、身頃・袖にはキナリ色のヨコ糸を入れたヴィンテージ感のある
綿麻生地を採用しました。シャツはシンプルなWポケットで、堅牢な三本針
巻縫いや空環などのクラシカルな仕様となっています。右胸上部にオリジ
ナルワッペン「 1％ SMC 」が付き、後ろに身頃には豪華にビッグプリントで「 
SMC CODE　SAMURAI MOTORCYCLE CLUB 」が入り抜群の雰囲気が
あります。身幅が少しゆったりしたシルエットとなっています。

spec
20s ダンガリー生地（C-100%）
20s 綿麻ダンガリー生地（C-75%／F-15%）
二輪車倶楽部ネーム
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

■ MCWS18-L01 （長袖ワークシャツ）

自動車パーツ柄スレーキによるオープンカラーワークシャツです。生
地はお馴染み自動車倶楽部パーツ柄スレーキと、20番のコットンツイ
ルです。パーツ柄スレーキとの相性を考えた着心地の良い生地です。
シルエットはややタイト目で、襟裏と襟表はパーツ柄とツイル生地の
切り替え仕様になります。ボタンはラバー製で、安全性に優れ、車など
を傷付けない仕様となっています。

spec
ツイル生地(C100%)
自動車パーツ柄スレーキ
ラバーボタン
自動車倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

■ SMWS18-JP（自動車倶楽部パーツ柄半袖オープンシャツ）

ネイビー・ブラック
XS・S・M・ L・ XL・XXL
￥16,000+税

　　　　　　　　　　　

color
size
price

ホワイト・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL
￥14,000+税

color
size
price

シャツ　
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Ｔシャツ 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 
ヘンリーネックＴ SPEC:14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ/二本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製 
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厳選された高品質の原綿を使用し、14番手の太いムラ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。

■ SCT18-102
 （ラグランT）

（トリコロール
ボディ）

（ラグランT）

color : ブラック・ネイビー・ゴールド・モスグリーンcolor : ホワイト・ブラック・ゴールド・モスグリーン

color : ホワイト・ブラック・ネイビーcolor : ホワイト・ブラック・ネイビー

■ SCT18-103 ■ SJCT18-10
1

■ SCT18-101

color : ブラック・ネイビー・ゴールド・モスグリーンcolor : ホワイト・ブラック・ネイビー・モスグリーン

■ SMT18-10
1

■ SMT18-10
2

オリジナルへビィーウエィトTシャツ

Ｔシャツ ：
PRICE￥6,500+税　
SIZE XS・S・M・L・XL・XXL 

ヘンリーネックＴシャツ ：
PRICE￥7,000+税
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Ｔシャツ 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 
ヘンリーネックＴSPEC: 14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ/二本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製 
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■ SMT18-10
4 （ヘンリーネッ

クT）

（トリコロール
ボディ）

（ラグランT）

color : ホワイト・ブラック・ネイビーcolor : ホワイト・ブラック・ネイビー・モスグリーン

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・ゴールドcolor : ホワイト・ブラック・ネイビー

■ SMT18-10
5

■ MCT18-10
1

■ SMT18-10
3

color : ホワイト・ブラック・ネイビーcolor : ゴールド・ブラック・ネイビー・モスグリーン

■ MCT18-10
2

■ MCT18-10
3

オリジナルへビィーウエィトTシャツ
 PRICE : Tシャツ￥6,500+税   /  ヘンリーネック ￥7,000+税       SIZE :  XS・S・M・L・XL・XXL  
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■ SUT18-10
1 

（ラグランT） （ヘンリーネッ
ク）

（ラグランT）

color : ホワイト・ブラック・ゴールド・モスグリーンcolor : ホワイト・ブラック・ネイビー

color : ホワイト・ブラック・ネイビー・モスグリーンcolor : ブラック・ネイビー・ゴールド・モスグリーン

■ SUT18-10
2

■ SFT18-101

■ MCT18-10
4

color : ブラック・ネイビー・ゴールド・モスグリーン

color : 
ホワイト
ブラック
ゴールド
モスグリーン

color : ホワイト・ブラック・ネイビー

■ SFT18-102
■ SSST18-10

1

■ SOT18-10
1

オリジナルへビィーウエィトTシャツ
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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。

■ SMT18-10
7  （ヘンリーネッ

ク）

■ SMT18-10
6

リアルレーシングコラボシリーズ

  
Ｔシャツ :  PRICE￥6,500+税　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 
ヘンリーネックＴ :  PRICE￥7,000+税  SPEC:14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ/二本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製 

Ｔシャツ・ヘンリーネックTシャツ 共通 : color  ホワイト・ブラック・ネイビー  SIZE XS・S・M・L・XL・XXL 

カラー： インディゴデニム×ホワイト
サイズ： 6（24.0） 7(25.0)  8(26.0)  9(27.0)  10(28.0)
値段   ：￥23,000+税 

Spec： バルカナイズ製法 / レザー×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 

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 

Spec： バルカナイズ製法 / 25ozスペシャルセルビッチデニム / 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 

■ SM92LOW18-D25oz■ SM92LOW18-Ⅱ

カラー： ブラック
サイズ： 6（24.0） 7(25.0)  8(26.0)  9(27.0)  10(28.0)
値段   ：￥21,000+税 

レザー×スエードの切り替え 25ozスペシャルセルビッチデニム

各スニーカーに白・黒 2組の靴紐が付属します。

20周年スペシャル仕様でヒー
ル部分には豪華に、ゴールドセ
ルビッチが装着されます。

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』を採用。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。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。

国産スニーカー

■ SM92LOW18

カラー： ブルー × ホワイト / グリーン × 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 

スエードスニーカー
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メッシュキャップ　　　　　　　　　　　　　
T/C素材とダブルメッシュを使用しましたメッシュキャップです。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。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。仕様にも拘り、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。グラフィックはサムラ
イ倶楽部らしい迫力のあるグラフィックです。

カラー： ホワイト・ブラック・グレー   サイズ： FREE
Spec： T/Cツイル生地（E-65%／C-35%） / 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

値段：￥6,500+税　

■ SM101ME18-01

P11

インディゴヘリンボン×ベージュと、インディゴストライプ×ブラックによる新型リバーシブルワークキャップ
です。生地は、インディゴの濃淡を交互に織り込んだ10ozインディゴストライプセルビッチデニム×T/Cツイ
ルのベージュと、緯糸にもインディゴ糸を使った10ozへリンボンセルビッチデニム×T/Cツイルのブラックで
す。リバーシブルなので裏表で二種類の異なる生地色目があり着こなしを2倍楽しめます。豪華にオリジナル
ワッペンと刺繍がサムライ倶楽部らしいオリジナティーに加えシルエットにも拘り、高さのある被りやすい
ワークキャップです。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、庇を折り
返して違った色目を見せて被って頂ける便利なキャップです。使い込む程に異なる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リバーシンブルです。製品はワンウォッシュ済です。

■ SC201WC18-RV （リバーシブルキャップ）

spec インディゴ濃淡ストライプ生地
インディゴへリンボン生地
T/Cツイル生地（E-65%／C-35%）
刺繍
オリジナルワッペン
ワンウォッシュ済 / 日本製

インディゴヘリンボン×ベージュ
インディゴストライプ×ブラック
FREE　
￥8,000+税

color

size
price

■ SC101ME18-01 ■ SC101ME18-03

■ SM101ME18-02

■ SC101ME18-02

■ MC101ME18-01

全ての品番
　3色展開

バックスタイル
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サムライオリジナルデニムを使用したスマホケースです。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。裏地も付きます。スマートフォンに限らず、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。

■ SMSPC-20th （スマホケース）

color
size

price

インディゴ・ヒッコリー
タテ25cm（フラップ部含む）
ヨコ10cm・マチ3cm
￥7,500+税

spec 17oz武士道セルビッチデニム
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム
サムライスナップボタン
自動車倶楽部ネーム
20周年ネーム
日本製

T/C先染めキャンバス生地によるハンチングキャスケットです。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。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。

■ SWC301CT18-TC （ハンチングキャスケット）

color
size

price

インディゴ・ブラック
L （約58cm～60cm）
XL （約60cm～62cm）
￥7,000+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ラベル
ワンウォッシュ済
日本製

 

真鍮製レンチ型キーフック　
日本製

 

多様な用途に対応できる便利なベルトループ付きミニバッグです。生地はサムライオリジナ
ルヘビィーデニムを使用しております。フロントポケットには携帯など小物を分けて収納で
きるポケットが付き、メイン収納部にはクッションが入っており、コンパクトサイズのデジカメ
など収納できます。バックのベルトループにフックが取り付けられており、鞄やベルトループ
にも装着可能です。自動車倶楽部日章ネーム、サムライ20周年ネーム、裏地にはインディゴ
濃淡ストライプ生地を使っております。

■ SMMB18 （デニムミニバッグ）

color
size
price

インディゴ・ヒッコリー
W12cm×H15cm×D5~6cm

￥9,500+税

spec 16ozお色気セルビッチ
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチデニム
インディゴ濃淡ストライプ生地
自動車倶楽部ネーム
20周年ネーム
日本製

 

自動車パーツ柄スレーキによるハンチングキャスケットです。生地はお馴染み自
動車倶楽部パーツ柄スレーキと、20番のコットンツイルです。パーツ柄とツイル
生地の切り替え仕様で、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-JP （ハンチングキャスケット）

color
size
price

ホワイト
フリー
￥7,000+税

spec 自動車パーツ柄スレーキ
ツイル生地
自動車倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

注）この生地はインディゴ・ブラック生地を使用
しているため、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。また、
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。




