


P01

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

TCシリーズ 生地は、皺になりにくく速乾性にも優れると共に経年変化も楽しめます。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。

新型TCデッキパンツです。デッキパンツらしく
シルエットは少しゆったりとした穿きやすい形
で、肩部のストラップで調整ができ、裾のスト
ラップは裾を絞ることができます。通年穿ける
TC生地でデイリーウエアとしても使えます。

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWC605TC20-HT

color          
size 

  杢ブラウン・杢グレー
　 S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

32,000+税
5月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　▲

T/C生地（E-65%／C-35%）
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ユニバーサルファスナー
尿素ボタン

▲

日本製
ワンウォッシュ済　

TCデッキパンツ

撚り杢シャンブレー半袖ワークシャツです。晒し
糸と異なる色の糸を撚り合わせた糸で織り上
げた通称ソルト＆ペッパー（ごま塩）とも呼ば
れる撚り杢生地で、特有の素材感と経年変化
が楽しめます。吸水性・速乾性も優れており、
見た目よりも薄手で軽いので涼しく着て頂け
ます。少しゆったりとしたシルエットでボタンは
全てドットボタン仕様で脱着しやすくしました。

■SWCWS20-TC

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

撚り杢シャンブレー（C-55％／E-45％）
ドットボタン
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ワンウォッシュ済

▲

日本製

color          
size 

杢ブラック・杢ブラウン
XS・S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

12,800+税

4月予定
SWCシャツ

←
杢ブラウン

　　杢グレー ←



P01

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

TCシリーズ 生地は、皺になりにくく速乾性にも優れると共に経年変化も楽しめます。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。

新型TCデッキパンツです。デッキパンツらしく
シルエットは少しゆったりとした穿きやすい形
で、肩部のストラップで調整ができ、裾のスト
ラップは裾を絞ることができます。通年穿ける
TC生地でデイリーウエアとしても使えます。

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWC605TC20-HT

color          
size 

  杢ブラウン・杢グレー
　 S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

32,000+税
5月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　▲

T/C生地（E-65%／C-35%）
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ユニバーサルファスナー
尿素ボタン

▲

日本製
ワンウォッシュ済　

TCデッキパンツ

撚り杢シャンブレー半袖ワークシャツです。晒し
糸と異なる色の糸を撚り合わせた糸で織り上
げた通称ソルト＆ペッパー（ごま塩）とも呼ば
れる撚り杢生地で、特有の素材感と経年変化
が楽しめます。吸水性・速乾性も優れており、
見た目よりも薄手で軽いので涼しく着て頂け
ます。少しゆったりとしたシルエットでボタンは
全てドットボタン仕様で脱着しやすくしました。

■SWCWS20-TC

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

撚り杢シャンブレー（C-55％／E-45％）
ドットボタン
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ワンウォッシュ済

▲

日本製

color          
size 

杢ブラック・杢ブラウン
XS・S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

12,800+税

4月予定
SWCシャツ

←
杢ブラウン

　　杢グレー ←



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

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。

デニムヘリンボンワークショートパンツです。股下は穿きやすさと稼働域を広くする為にダイヤマチを付け、前身頃右前のベルトループのみ巾を細く
して、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ています。右前にはウォッチポケットも付きます。前ポケットはコイン等を入れる場合など、
劣化が早いスレーキ袋底に生地を二重に当て強度を上げています。トップボタンは傷が付かないようにホック仕様としました。また、後中心でウエ
ストを微調整できる仕様（ウエスト出し約1インチ）になっており、幅広く着用頂けます。シルエットは太からず細からずの穿きやすいシルエットです。

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWC250C20-HB color          
size 

インディゴヘリンボン・ブラックヘリンボン
28・30・32・34・36・38・40 

price     ￥
delivery

17,000+税

5月予定

spec▲

  ユニバーサルファスナー

▲

猫目鉛ボタン

【共通SPEC】  

▲

13ozインディゴヘリンボンデニム   

▲

13oz硫化ブラックブラックデニム▲

Samurai WORK CLOTHESラベル 

▲

Samurai WORK CLOTHESネーム  

▲

ワンウォッシュ済  

▲

日本製

SWCハット
■SWC401DH20-HB

新型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
便利なワークハットで様々なシーンで活
躍します。製品はワンウォッシュ済です。

color インディゴヘリンボン
           ブラックヘリンボン         
size   L（約58cm～60cm）
              XL（約60cm～62cm）
price  ￥7,500＋税   
delivery  6月予定

SWCハンチングキャスケット
■SWC301CT-HB

ヘリンボンデニムによるハンチングキャ
スケットです。8枚接ぎの大き目のパネ
ルにクラシカルな天釦が付き、庇にドッ
トボタンが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。
製品はワンウォッシュ済です。

color インディゴヘリンボン
           ブラックヘリンボン         
size   L（約58cm～60cm）
              XL（約60cm～62cm）
price  ￥8,500＋税   
delivery  6月予定

ヘリンボンワーク
ショートパンツ

デニムへリンボン×ブラックデニム

P03

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 

■SWCT-101 ■SWCT-102

spec

SWCトートバッグ
■SWCTB20-TC

ブラックT/C生地とベージュT/Cを使用し
た切り替えトートバッグです。
バッグ内側の生地にはオリーブスレーキを
使用しています。内側には小ポケットが施
されており小物等を入れる事ができます。
長く使えば使うほどに経年変化を楽しめ
ます。サイズ感と内容量は、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。

▲

  ▲

　▲

 　　▲

ブラックT/C生地（E-65%／C-35%）
ベージュT/C生地（E-65%／C-35%）
samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム
オリーブスレーキ

▲

日本製

color ブラック×ベージュ
size 縦約36cm横約50cmマチ約13cm
price  ￥12,000＋税   

delivery  2月予定

▲

14/-台丸ヘヴィーオンス天竺　

▲

三本針バインダーネック　▲

Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム　▲

丸胴 

▲

日本製T-Shirts color          
size 

ホワイト・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

7,000+税

3月予定
spec

SWCワークキャップ
■SWC101WC20

T/C素材を使用した新型ワークキャップ
です。円刺しに六本ステッチで庇裏は
チェーンステッチを入れたこだわりの仕
様です。通気性も兼ね備えてアイレット
が付き、バック部分にはレザーアジャス
ターでサイズ変更が可能となっていま
す。ワッペン生地は、サムライオリジナル
15ozキナリヘリンボンセルビッチデニム
をベースに、「 SAMURAI WC 」のグラ
フィックが入ります。

color ブラック・ベージュ     
size   フリー
price  ￥7,000＋税   

delivery  5月予定

spec▲

  

▲

　▲

 　　

T/Cツイル生地
（E-65%C-35%）
オリジナルワッペン
日本製

spec

TCワークショートパンツ
■SWC250TC20-CT

股下は穿きやすさと稼働域を広くする為に
ダイヤマチを付け、前身頃右前のベルトル
ープのみ巾を細くして、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ていま
す。右前にはウォッチポケットも付きます。
前ポケットはコイン等を入れる場合など、
劣化が早いスレーキ袋底に生地を二重に
当て強度を上げています。トップボタンは
傷が付かないようにホック仕様としました。
また、後中心でウエストを微調整できる仕
様（ウエスト出し約1インチ）になっており、
幅広く着用頂けます。シルエットは太から
ず細からずの穿きやすいシルエットです。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

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

▲

日本製

color ベージュ・ブラック   
size 28・30・32・34・36・38・40
price  ￥13,500＋税   

delivery  5月予定



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

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。

デニムヘリンボンワークショートパンツです。股下は穿きやすさと稼働域を広くする為にダイヤマチを付け、前身頃右前のベルトループのみ巾を細く
して、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ています。右前にはウォッチポケットも付きます。前ポケットはコイン等を入れる場合など、
劣化が早いスレーキ袋底に生地を二重に当て強度を上げています。トップボタンは傷が付かないようにホック仕様としました。また、後中心でウエ
ストを微調整できる仕様（ウエスト出し約1インチ）になっており、幅広く着用頂けます。シルエットは太からず細からずの穿きやすいシルエットです。

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWC250C20-HB color          
size 

インディゴヘリンボン・ブラックヘリンボン
28・30・32・34・36・38・40 

price     ￥
delivery

17,000+税

5月予定

spec▲

  ユニバーサルファスナー

▲

猫目鉛ボタン

【共通SPEC】  

▲

13ozインディゴヘリンボンデニム   

▲

13oz硫化ブラックブラックデニム▲

Samurai WORK CLOTHESラベル 

▲

Samurai WORK CLOTHESネーム  

▲

ワンウォッシュ済  

▲

日本製

SWCハット
■SWC401DH20-HB

新型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
便利なワークハットで様々なシーンで活
躍します。製品はワンウォッシュ済です。

color インディゴヘリンボン
           ブラックヘリンボン         
size   L（約58cm～60cm）
              XL（約60cm～62cm）
price  ￥7,500＋税   
delivery  6月予定

SWCハンチングキャスケット
■SWC301CT-HB

ヘリンボンデニムによるハンチングキャ
スケットです。8枚接ぎの大き目のパネ
ルにクラシカルな天釦が付き、庇にドッ
トボタンが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。
製品はワンウォッシュ済です。

color インディゴヘリンボン
           ブラックヘリンボン         
size   L（約58cm～60cm）
              XL（約60cm～62cm）
price  ￥8,500＋税   
delivery  6月予定

ヘリンボンワーク
ショートパンツ

デニムへリンボン×ブラックデニム

P03

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 

■SWCT-101 ■SWCT-102

spec

SWCトートバッグ
■SWCTB20-TC

ブラックT/C生地とベージュT/Cを使用し
た切り替えトートバッグです。
バッグ内側の生地にはオリーブスレーキを
使用しています。内側には小ポケットが施
されており小物等を入れる事ができます。
長く使えば使うほどに経年変化を楽しめ
ます。サイズ感と内容量は、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。

▲

  ▲

　▲

 　　▲

ブラックT/C生地（E-65%／C-35%）
ベージュT/C生地（E-65%／C-35%）
samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム
オリーブスレーキ

▲

日本製

color ブラック×ベージュ
size 縦約36cm横約50cmマチ約13cm
price  ￥12,000＋税   

delivery  2月予定

▲

14/-台丸ヘヴィーオンス天竺　

▲

三本針バインダーネック　▲

Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム　▲

丸胴 

▲

日本製T-Shirts color          
size 

ホワイト・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

7,000+税

3月予定
spec

SWCワークキャップ
■SWC101WC20

T/C素材を使用した新型ワークキャップ
です。円刺しに六本ステッチで庇裏は
チェーンステッチを入れたこだわりの仕
様です。通気性も兼ね備えてアイレット
が付き、バック部分にはレザーアジャス
ターでサイズ変更が可能となっていま
す。ワッペン生地は、サムライオリジナル
15ozキナリヘリンボンセルビッチデニム
をベースに、「 SAMURAI WC 」のグラ
フィックが入ります。

color ブラック・ベージュ     
size   フリー
price  ￥7,000＋税   

delivery  5月予定

spec▲

  

▲

　▲

 　　

T/Cツイル生地
（E-65%C-35%）
オリジナルワッペン
日本製

spec

TCワークショートパンツ
■SWC250TC20-CT

股下は穿きやすさと稼働域を広くする為に
ダイヤマチを付け、前身頃右前のベルトル
ープのみ巾を細くして、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ていま
す。右前にはウォッチポケットも付きます。
前ポケットはコイン等を入れる場合など、
劣化が早いスレーキ袋底に生地を二重に
当て強度を上げています。トップボタンは
傷が付かないようにホック仕様としました。
また、後中心でウエストを微調整できる仕
様（ウエスト出し約1インチ）になっており、
幅広く着用頂けます。シルエットは太から
ず細からずの穿きやすいシルエットです。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

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

▲

日本製

color ベージュ・ブラック   
size 28・30・32・34・36・38・40
price  ￥13,500＋税   

delivery  5月予定



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。

heavy weight T-shirt

■SCT20-101

■SMT20-101

■SMT20-102

■MCT20-101

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税  

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

ーオリジナルへヴィーウエイトTシャツー10oz刀耳セルビッチデニム
スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

color ホワイト・ブラック・ネイビー・ピンク          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  3月予定

spec 14/-台丸ヘヴィーオンス天竺・三本針バインダーネック・丸胴・日本製

P04 P07

spec▲

  ▲

　　▲

▲

  ▲

　
 　　

T/C生地（E-65％ C-35％）
チェーン刺繍
ワンウォッシュ済

オリジナルワッペン
自動車倶楽部ネーム

▲

  ▲

　
 　　

ラバーボタン
日本製

ガソリンスタンドのユニフォームをイメージした半袖ワークシャツ
生地は汚れにくく速乾性・通気性に優れ更に皺になりにくい生地です。デザインは今回もサムライ
ガススタシャツ恒例の親しみの湧く遊び心のあるものとなっています。右胸にチェーン刺繍、左胸・
両袖ワッペン細部まで拘っています。ボタンはお馴染みのラバー製で、安全性に優れ大事な愛車
など傷付けにくい仕様になっています。製品はワンウォッシュ済となります。

■SMGS20
自動車倶楽部半袖ガススタシャツ

color          
size 

インディゴ   
28～36・38・40 

24,800+税

　　　 1月予定

price  ￥
　delivery

■SM410DBN
17ozダブルニーワークパンツ

定番ダブルニーワークパンツ
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。

spec▲

  ▲

　▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　

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

銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

色落ちイメージ

color ブルー
size   XS・S・M・ L・ XL・XXL
price  ￥16,000＋税   

delivery  3月予定



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。

heavy weight T-shirt

■SCT20-101

■SMT20-101

■SMT20-102

■MCT20-101

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税  

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

ーオリジナルへヴィーウエイトTシャツー10oz刀耳セルビッチデニム
スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

color ホワイト・ブラック・ネイビー・ピンク          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  3月予定

spec 14/-台丸ヘヴィーオンス天竺・三本針バインダーネック・丸胴・日本製
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spec▲

  ▲

　　▲

▲

  ▲

　
 　　

T/C生地（E-65％ C-35％）
チェーン刺繍
ワンウォッシュ済

オリジナルワッペン
自動車倶楽部ネーム

▲

  ▲

　
 　　

ラバーボタン
日本製

ガソリンスタンドのユニフォームをイメージした半袖ワークシャツ
生地は汚れにくく速乾性・通気性に優れ更に皺になりにくい生地です。デザインは今回もサムライ
ガススタシャツ恒例の親しみの湧く遊び心のあるものとなっています。右胸にチェーン刺繍、左胸・
両袖ワッペン細部まで拘っています。ボタンはお馴染みのラバー製で、安全性に優れ大事な愛車
など傷付けにくい仕様になっています。製品はワンウォッシュ済となります。

■SMGS20
自動車倶楽部半袖ガススタシャツ

color          
size 

インディゴ   
28～36・38・40 

24,800+税

　　　 1月予定

price  ￥
　delivery

■SM410DBN
17ozダブルニーワークパンツ

定番ダブルニーワークパンツ
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。

spec▲

  ▲

　▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　

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

銅製サムライリベット
ワンウォッシュ済
日本製

色落ちイメージ

color ブルー
size   XS・S・M・ L・ XL・XXL
price  ￥16,000＋税   

delivery  3月予定



heavy weight T-shirt
10oz刀耳セルビッチデニム
スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

color ホワイト・ブラック・ネイビー・ピンク    size   XS・S・M・L・XL・XXL 
spec 14/-台丸ヘヴィーオンス天竺・三本針バインダーネック・丸胴・日本製

■MCT20-102

■SUT20-101

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

delivery 
4月予定

delivery 
3月予定

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。

real racing        T-SHIRTコラボ

spec

リアルレーシングコラボTシャツ■SMT20-104

▲

  ▲

　▲

 　　▲

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

color ホワイト・ブラック・ネイビー   
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥7,000＋税   

delivery  3月予定

10oz刀耳セルビッチデニム
スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

綿はその流通過程で圧縮され、塊となって運搬されます。通常、その塊は歯で掻くことによって元の状態へと解され、紡績の工程へと
送られていきます。 このシリーズで使用しているリペンコットンは、この紡績前の段階で綿が好む、つまりは綿が生育された環境に近
い温度・湿度に管理された熟成室で一定期間寝かし、熟成させることで自己修復を図った綿です。硬くなった綿はその間に緊張がほ
ぐれ、傷つくことなく摘み取られた時のクリンプ（縮れ）を回復し、本来の柔らかさを取り戻します。その後、紡績され吊編機によって編
まれたこの生地は、通常よりもふっくらとして柔らかく、さらには頑丈でしっとりとした気持ちよい肌触りのTシャツとなります。

リペンコットン吊編Ｔシャツ
color  アイスホワイト・スミクロ・インクブルー・ライム         
size     XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  4月予定

spec 18/- リペンコットン吊編天竺 / 二本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製

■SCT20-102

■SMT20-103

■MCT20-103

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

P07



heavy weight T-shirt
10oz刀耳セルビッチデニム
スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

color ホワイト・ブラック・ネイビー・ピンク    size   XS・S・M・L・XL・XXL 
spec 14/-台丸ヘヴィーオンス天竺・三本針バインダーネック・丸胴・日本製

■MCT20-102

■SUT20-101

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

delivery 
4月予定

delivery 
3月予定

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。

real racing        T-SHIRTコラボ

spec

リアルレーシングコラボTシャツ■SMT20-104

▲

  ▲

　▲

 　　▲

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

color ホワイト・ブラック・ネイビー   
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥7,000＋税   

delivery  3月予定

10oz刀耳セルビッチデニム
スクエアー型ドットボタン
ネコ目ボタン
侍上段ネーム
ワンウォッシュ
日本製

綿はその流通過程で圧縮され、塊となって運搬されます。通常、その塊は歯で掻くことによって元の状態へと解され、紡績の工程へと
送られていきます。 このシリーズで使用しているリペンコットンは、この紡績前の段階で綿が好む、つまりは綿が生育された環境に近
い温度・湿度に管理された熟成室で一定期間寝かし、熟成させることで自己修復を図った綿です。硬くなった綿はその間に緊張がほ
ぐれ、傷つくことなく摘み取られた時のクリンプ（縮れ）を回復し、本来の柔らかさを取り戻します。その後、紡績され吊編機によって編
まれたこの生地は、通常よりもふっくらとして柔らかく、さらには頑丈でしっとりとした気持ちよい肌触りのTシャツとなります。

リペンコットン吊編Ｔシャツ
color  アイスホワイト・スミクロ・インクブルー・ライム         
size     XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  4月予定

spec 18/- リペンコットン吊編天竺 / 二本針バインダーネック / 丸胴 / 日本製

■SCT20-102

■SMT20-103

■MCT20-103

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定
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P11

 spec

キャンバススニーカー【8号帆布（弱撥水加工）】

■SM92LOW20-

国産スニーカー

＜共通＞

▲

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

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

P08

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。

i
i iii

スニーカー【17oz左綾特ザラ蒼刀セルビッチ】

■SM92LOW20-D17L

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

delivery  6月予定

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。

▲

  ▲

　
真鍮製レンチ型キーホルダー
日本製

■ SMBLH101 -レンチ型キーホルダー-

spec

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。

color 　

sizesize
price
delivery 

color 　ゴールド・シルバー・ブラック   
size   　FREE
price      ￥4,600＋税   

delivery  1月予定

P09

 spec

サムライ倶楽部メッシュキャプ
＜共通＞

▲

T/Cツイル生地（E-65%／C-35%）　 

▲

オリジナルワッペン 

▲

アメリカンメッシュ（表×裏） 

▲

ダブルメッシュ

▲

スナップバック 

▲

日本製

P08

T/C生地とメッシュ素材を使用しました新型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。型崩れしにくく皺
になりにくい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。仕様にも拘り円刺しに六本ステッチで庇裏はチェーンステッチが入り、ヘッド部分にはアメリカンメッシュ（表×裏）異なるカラーリングで後部
にはダブルメッシュを使用しています。メッシュ部分より髪の毛が外部に出にくく、今回の仕様は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。

サムライ倶楽部メッシュキャップ

color トリコロール・レッド・ブラック　

■ SM101ME20-01 
サムライ倶楽部メッシュキャップ

color ネイビー・ブラック

■ SM101ME20-02

サムライ倶楽部メッシュキャップ

color グリーン・ブラック　　　　　

■ UO101ME20

サムライ倶楽部メッシュキャップ

color トリコロール・レッド・ブラック　　　

■ SC101ME20

サムライ倶楽部メッシュキャップ

color レッド・ネイビー・ブラック

■ MC101ME20

size ＦＲＥＥ　　price ￥6,500＋税 　　delivery 6月予定  



P11

 spec

キャンバススニーカー【8号帆布（弱撥水加工）】

■SM92LOW20-

国産スニーカー

＜共通＞

▲

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

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

P08

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。

i
i iii

スニーカー【17oz左綾特ザラ蒼刀セルビッチ】

■SM92LOW20-D17L

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

delivery  6月予定

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。

▲
  ▲
　
真鍮製レンチ型キーホルダー
日本製

■ SMBLH101 -レンチ型キーホルダー-

spec

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。

color 　

sizesize
price
delivery 

color 　ゴールド・シルバー・ブラック   
size   　FREE
price      ￥4,600＋税   

delivery  1月予定

P09

 spec

サムライ倶楽部メッシュキャプ
＜共通＞

▲

T/Cツイル生地（E-65%／C-35%）　 

▲

オリジナルワッペン 

▲
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▲
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▲

スナップバック 
▲

日本製

P08

T/C生地とメッシュ素材を使用しました新型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。型崩れしにくく皺
になりにくい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。仕様にも拘り円刺しに六本ステッチで庇裏はチェーンステッチが入り、ヘッド部分にはアメリカンメッシュ（表×裏）異なるカラーリングで後部
にはダブルメッシュを使用しています。メッシュ部分より髪の毛が外部に出にくく、今回の仕様は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。

サムライ倶楽部メッシュキャップ

color トリコロール・レッド・ブラック　

■ SM101ME20-01 
サムライ倶楽部メッシュキャップ

color ネイビー・ブラック

■ SM101ME20-02

サムライ倶楽部メッシュキャップ

color グリーン・ブラック　　　　　

■ UO101ME20

サムライ倶楽部メッシュキャップ

color トリコロール・レッド・ブラック　　　

■ SC101ME20

サムライ倶楽部メッシュキャップ

color レッド・ネイビー・ブラック

■ MC101ME20

size ＦＲＥＥ　　price ￥6,500＋税 　　delivery 6月予定  


