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▲

▲

【共通SPEC】
13ozインディゴヘリンボンデニム
13ozブラックヘリンボンデニム
Samurai WORK CLOTHESラベル Samurai WORK CLOTHESネーム
ワンウォッシュ済

日本製

▲

▲

▲

▲

デニムへリンボン×ブラックデニム

生地は約13ozインディゴヘリンボンデニムと、硫化染料によるブラックデニムです。インディゴヘリンボンは色落ちする事によって左
綾が際立ち、たて筋が目立つとストライプ調になり特有のエイジングを楽しめます。ブラックデニムは硫化染料によるロープ染色な
ので激しい色落ちが期待できます。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
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■SWC600C20-HB

新型 ワイドワークパンツ
color インディゴヘリンボン
ブラックヘリンボン

size 28・30・32・34・36・38・40
price ￥20,000+税 delivery 9月予定

spec
▲▲

ユリアボタン
太身シルエット

ヘリンボンデニム生地による新型ワイドパ
ンツです。生地はインディゴヘリンボンと硫
化ブラックヘリンボンです。ヘリンボンはク
ラシックワークな佇まいと奥深い趣があり
、穿き始めの表情とエイジングを重ねた時
の異なった特徴的な色落ちを楽しめます。
ウエスト帯の両サイド部分にはアジャスタ
ーベルト・ボタンを設置しており、ウエスト
サイズを微調整可能です。股上が深めで
今までになかった太目で無骨なシルエッ
トです。ヴィンテージライクなワイドパンツ
ですが、オールシーズン着こなし可能で、
幅広いスタイルに合わせたくなる一本で
す。

■SWCPS20-HB

ヘチマ長袖シャツ
color インディゴヘリンボン

ブラックヘリンボン
size S・M・L・XL・XXL
price ￥19,000+税 delivery 9月予定

spec
▲▲▲▲▲

13ozインディゴヘリンボンデニム
13oz硫化ブラックヘリンボンデニム
アルミ猫目ボタン
ワンウォッシュ済
日本製

ミリタリーカバーオール調の長袖シャツです。生
地はインディゴヘリンボンと硫化ブラックヘリン
ボンです。ヘリンボンはクラシックワークな佇ま
いと奥深い趣があり、エイジングを重ねた時の
異なった特徴的な色落ちを楽しめます。ヘチマ
襟・プリズンポケット仕様で、縫製仕様は箇所に
よりミシンのピッチや縫製糸の色を替え、カン止
・下糸は臙脂色で細部にわたって拘りを込めま
した。釦は、アルミ猫目ボタンで、フラップ付きの
ポケットボタンとプリズンポケットのボタンは
14.5㎜で、少し小さくし開封しやすくしておりま
す。前立は17㎜です。しっかりとした肉厚もあり
シャツとしてもジャケットとしても着て頂けます。
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▲

▲

【共通SPEC】
13ozインディゴヘリンボンデニム
13oz硫化ブラックへリンボンデニム
Samurai WORK CLOTHESラベル Samurai WORK CLOTHESネーム
日本製

■SWC401DH20-HB color インディゴヘリンボン
■SWC301CT-HB
ブラックヘリンボン
size L（約58cm～60cm）

SWCハット

デニムヘリンボンによるデイジーハットです
4枚接ぎでアイレットが縦に2個付きま
す。ツバの形を変化させて被ることで色
んなスタイルを楽しめます。持ち運びにも
便利なハットで様々なシーンで活躍しま
す。

price

XL（約60cm～62cm）

delivery

▲

▲

▲

デニムへリンボン×ブラックデニム

color インディゴヘリンボン

SWCハンチングキャスケット size

ヘリンボンデニムによるハンチングキャスケット

￥7,500＋税
です。8枚接ぎの大き目のパネルにクラシカル
6月・12月予定 な天釦が付き、庇にドットボタンがあるので開
閉により自由にシルエットを変えて楽しめます。
シーズン問わず飽きのこないシンプルでエイジ
ングを楽しめるハンチングキャスケットです。

price

ブラックヘリンボン
L（約58cm～60cm）
XL（約60cm～62cm）
￥8,500＋税

delivery 6月・12月予定

※ワンウォッシュ済。

■SWCDB-3WAY-HB
3WAYショルダーバッグ

大容量のオリジナルデニムバッ color インディゴヘリンボン
グです。生地は、13ozインディ
ブラックヘリンボン
ゴヘリンボンデニムと13oz硫
化ブラックブラックデニムの二 size 縦55cm×横39cm
￥38,000＋税
種を使用。更に中には赤ヘリン price
ボン生地を使用しています。多 delivery 10月予定
様な用途にも活躍できる十分
な収納力とディテールをもち、リ
ュックはもちろん、手持ちバック
としてご使用いただけます。使い
込むほどに風合いを増すデニム
バッグです。

spec
▲

赤ヘリンボン生地

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■SWC501NC20

SWCアクリルニットキャップ

P02

color ブラック・ブラウン

イエロー・グリーン ・ネイビー

size FREE
price ￥3,500＋税
delivery 11月予定
spec
▲▲▲▲

新型アクリルニットキャップで
す。アクリルなので軽く保温性
が高く耐久性があります。
7ゲージ（ミドルゲージ）片畔
編みで30番双糸のやわらか
仕上げで被りやすいです。カ
ラーバリエーションも豊富にあ
り、お好きな色目を選んで頂け
ます。シンプルなデザインで男
女問わずお使い頂けます。

アクリル100％
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
日本製
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機能性ナイロンによる新型ランチジャケット 表地は特殊撥水技術による耐久撥水性機能を強化した高性能素材で、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）のような手触りです。裏地はボア仕様で保温性を高めており、ウェア内のムレを軽
減する透湿性と防風性を兼ね備えています。袖の裏地はキルティングで脱着し易くなっており、両袖には中綿にデュポン社ソロナを使用してます。
ボタンはスナップ式です。ミドル丈で着やすく特徴的な大きな襟は立てて着て頂く事もできます。ブラック、ネイビーの裏地ボアは同色です。オリーブ
は裏地ボアがホワイトになります。 ※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

■SWCRJ20

われる可能性が御座います。ご了承ください。

新型 ランチジャケット

color ネイビー・ブラック
size
price

オリーブ
S・M・L・XL・XXL

￥36,000＋税
delivery 11月予定

spec
▲▲▲▲▲▲▲

ナイロン100％
裏地アクリルボア
両袖：中綿デュポン社製高機能ポリエステルソロナ
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
スナップボタン
日本製

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ヘヴィーツイルオンブレチェック柄の長袖シャツ

生地はCOTTON 100％の二色使いのオンブレチェックです。経糸・緯糸に8番の
糸を使用した肉厚で非常に堅牢な生地です。シンプルながらも存在感があり、オンブレチェック生地特有のグラデーションが魅力的なワークシャ
ツです。ボタンはリングスナップボタンを採用しており、脱着しやすくなっています。

■■SWCoB20

新型オンブレチェック柄長袖開襟シャツ

color レッド・ブラック
size S・M・L・XL・XXL
price ￥22,000＋税
delivery 9月予定
spec
▲▲▲▲▲▲

8/1ヘヴィーツイルオンブレチェック
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
リングスナップボタン
ワンウォッシュ済
日本製

P03

■SM410DBN

定番ダブルニーワークパンツ

17ozダブルニーワークパンツ

color インディゴ
price ￥ 24,800+税
size 28～36・38・40 delivery 7月予定

定番410ダブルニーワークパンツです。生地はサムライジーンズオリジナル
デニムの代表格である17oz特ザラセルビッチデニムを使用しています。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
レーキを採用しています。生地・縫製などどこを見てもヘビィーデューティー作
りになっています。膝部分は色落ちすることによって飾りステッチが際立ちま
す。ワークパンツとしてはやや細身の穿きやすいシルエットです。

色落ちイメージ

spec

P04

￥15,000＋税

color

delivery

ブラック・ネイビー

▲

■SCJS20-101

price

▲

S・M・L・XL・XXL

ジャージ

▲▲▲

▲▲▲▲

size

銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

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。 【共通SPEC】
ポリエステルスムース
WALDESコイルファスナー
日本製

▲

ジャージ

17oz特ザラセルビッチデニム
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

9月末予定

■SMJS20-101

color

イエロー・オレンジ

ジャージ
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■MCVT20
ワークベスト

color ブラウン・ブラック price ￥ 22,000+税
size S・M・L・XL・XXL delivery 10月予定

spec

▲

▲▲▲▲▲▲

（表）ナイロン100％ 3層（3レイヤー）
（裏）トリコットンナイロン100％
中綿デュポン社製高機能ポリエステルソロナ
チェッカーフラッグ生地
二輪車倶楽部ネーム
ナットボタン
日本製
※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。ご了承ください。

機能性ナイロンによる新型ベストです。表地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、防・撥水・透湿三層素材です。ポリウレタン膜にある1～30マイクロメーターの細かい
孔が水を通さず、内部に滞留した湿気を外部に放散する性能を兼ね備えた生地です。裏
地にはチェッカーフラッグ生地を使用し、中綿はデュポン製ソロナを使用しています。羽毛
のような軽さと温かさ、保温性に優れた中綿素材で従来の中綿に比べて、二酸化炭素を
63％削減できるエコ素材です。両サイドポケット、更に内側にも両ポケットが付き、実用性
の高いデザインとなっています。様々なスタイルにも合わせやすく、着心地の良いノーカ
ラーベストです。

■SCCJK20

チェトパジャケット
color オリーブ・マスタード・ブラック
size S・M・L・XL・XXL
price ￥20,000+税
delivery 10月予定

サムライ倶楽部チェトパツイルジャケット
サムライ倶楽部チェトパツイル新型ジャケットです。生地は風合いの良いCOTTON 100％の20s
ツイルで、ややライトですが耐久性に優れた素材です。シンプルな一重のジャケットですが、フロント
両ポケットの左フラップにはペン刺しもあり、エルボーパッチなどのヴィンテージジャケットの要素も
取り入れています。タウンユースアイテムとして幅広いシーズン着て頂けます。ワンウォッシュ済での
納品となります。

spec
▲▲▲▲▲▲

P04

20sコットンツイル生地
WALDESファスナー
SAMURAI CLUBネーム
ユリアボタン
ワンウォッシュ済
日本製

P05

heavy weight T-shirt

color ホワイト・ブラック・ネイビー
size XS・S・M・L・XL・XXL
delivery 6月予定

ーオリジナルへヴィーウエイトTシャツー

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。

￥7,000＋税

■MCT20-104

price

￥7,000＋税

P06

日本製

▲

price

丸胴

▲

■SMT20-105

三本針バインダーネック

▲

14/-台丸ヘヴィーオンス天竺

▲

spec

■SMSPC20
新型スマホケース

color インディゴ・ヒッコリー
size タテ27ｃｍ（フラップ含む）

ヨコ11ｃｍ・マチ3.5ｃｍ
price ￥9,000＋税
delivery 8月末予定

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
10oz太ヒッコリーデニム
サムライスナップボタン
自動車倶楽部ネーム
日本製

サムライオリジナルデニムを使用した新
スマホケースです。IPHONE+等、大き
なサイズが収納可能になります。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。

■SMTB02

デニムトートバッグ

color インディゴ
size タテ35ｃｍ・ヨコ33ｃｍ・マチ9ｃｍ
マチ9ｃｍ
price ￥6,800＋税
delivery
spec

7月末予定

▲▲▲

サムライオリジナルセルビッチデニム
自動車倶楽部日章革ラベル
日本製
サムライオリジナルデニムを使用したデ
ニムトートバッグです。中心に自動車倶
楽部日章ロゴの革ラベルが付くシンプ
ルなデザインです。サイドにマチポケッ
トも付きます。

P08
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国産スニーカー

size 6（24.0） 7(25.0) 8(26.0) 9(27.0) 10(28.0)
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。

製造を全て国内で行った純国産のスニーカーです。「バルカナイズ製法」は今では貴重な技術と言われており、クラシカル
で手作業を要する非効率的な製法ですが、手法を変えずに手間暇をかけて丹念に作っています。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、型崩れもしにくくなっています。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。
日本製

▲

サムライ自動車倶楽部インソールデザイン

▲

ヒールパッチ日章マーク

▲

アイアンクロスデザイン

▲

バルカナイズ製法

▲

spec ＜共通＞

SM92LOW20-D17L
■SM92LOW20-D17L
スニーカー【17oz左綾特ザラ蒼刀セルビッチ】

color インディゴデニム×ホワイト
price ￥24,800＋税
delivery

6月予定

i i

■SM92LOW20-iii

color ブラック×ホワイト / マスタード×ネイビー / ホワイト
price ￥24,800＋税 delivery 6月予定

キャンバススニーカー【8号帆布（弱撥水加工）】

■ 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。人気の高いゴールド・シルバー・ブラックの3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。

delivery
P08

ゴールド・シルバー・ブラック
FREE

spec

▲▲

color
size
price

真鍮製レンチ型キーホルダー
日本製

￥4,600＋税
7月予定

P09

