






SAMURAI WORK CLOTHES

（サムライワーククローズ）

ワークウェアの機能性 ・ 耐久性を持ちながら、 daily use （デイリーユース） にも

対応するシルエットやデザインを取り入れ、 日常のワードローブとしてのスタイルを

提案するライン 「 SAMURAI WORK CLOTHES 」

素材は、 ヘリンボーンデニム ・ TC ツイル ・ ナイロン生地など、 機能性もあり且

つ経年変化も楽しめる多種多様な生地を使っており、 デザインやパターンについ

てもワークウェアという枠にとどまらない自由な表現をしています。

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

13ozインディゴヘリンボーンと硫化ブラックヘリンボーン生地によるワークパンツです。
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が付きます。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。

■SWC500WP-HB

【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/猫目鉛ボタン/Samurai WORK CLOTHESラベル
                    Samurai WORK CLOTHESネーム/ワンウォッシュ済/日本製

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

ワークパンツ

※レングス32inch

襟回りは広めにしており、左胸にはポケットが付きます。シンプル
なヘリンボーンプルオーバーなので、ジャケットのインナーやシャツ、
ロンT・半袖シャツ等の重ね着など様々な着こなし方ができます。
生地の雰囲気・肉厚も程良くオールシーズン着用頂けます。

■SWCVS21-HB
プルオーバーベスト

color インディゴヘリンボ-ン・ブラックヘンリボ-ン size 28・30・32・34・36・38・40  price ￥18,000+税　delivery 5月予定    

color インディゴヘリンボ-ン・ブラックヘンリボ-ン size S・M・L・XL  
price ￥13,000+税　 elivery 4月予定    

【SPEC】  ユニバーサルファスナー　

HERRING
BONE DENIM

クラシックワークな佇まいのヘリンボーン生地は奥深い趣があり、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。
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P02

生地はT/C 20/10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。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。

■SWC500WP-CE
color ブラック・ネイビー・ベージュ・カーキ size 28・30・32・34・36・38・40  price ￥14,000+税　delivery 5月予定    

ユニバーサルファスナー　

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

￥20,000+税

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　（レングス 32inch） 

TCワークパンツ

※レングス32inch

【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ラベル/Samurai WORK CLOTHESネーム/ワンウォッシュ済/日本製

ブラック ネイビー

ベージュ カーキ

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

■SWCT-101

【共通SPEC】  14/-台丸ヘヴィーオンス天竺/3本針バインダーネック/丸胴
Samurai WORK CLOTHESラベル/Samurai WORK CLOTHESネーム/日本製

T-SHIRTS

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

ポケットT

price ￥7,000+税　delivery 3月予定    

■SWCT-102
price ￥7,000+税　delivery 3月予定    

■SWCT-103
price ￥7,500+税　delivery 4月予定    

color ホワイト・ブラック size XS・X・M・L・XL・XXL 

横振り刺繍
リフレクタープリント

ネーム縫い付け

※横振り刺繍とは、針が左右に動く横振りミシンを

使って図案を見ながら職人の手で直接生地に柄を

起こす日本独自の技法で、手振り刺繍とも呼ばれます。

横振りミシンは、足元のペダルを踏み込む強さによって

刺繍の振り幅が変化します。全てが一点モノです。

TCウェザーによる切り替え半袖ワークシャツです。
生地は、TCウェザー（E-65%／C-35%）
特有のシャリ感と爽やかな雰囲気と着心地も良
く、吸水性・速乾性に優れた皺になりにくい万能
な素材です。右胸にはSWC（Samurai WORK 
CLOTHES）ロゴ刺繍が入り、左胸ポケット上には
微量ながらリフレクターが入ります。少しゆったりと
したシルエットになります。生地の雰囲気も程良く
長いシーズン着用頂けます。

■SWCWS21-CE
TC切り替え半袖ワークシャツ

【SPEC】  T/Cウェザー生地（E-65%／C-35%）
Samurai WORK CLOTHESラベル/横振り刺繍
ラバーボタン/リフレクター/ワンウォッシュ済/日本製

color ホワイト×ブラック・ブラック×ブラウン 
size S・M・L・XL・XXL  
price ￥16,000+税　 elivery 5月予定    
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P04

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

4枚接ぎでアイレットが縦に2個付きます。ブリ
ム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。

ヘリンボーンデニムによる帽子です。生地は約13ozインディゴヘリンボーンデニムと、硫化染料によるブラックヘリン
ボーンデニムです。インディゴヘリンボー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。

■SWC401DH-HB
SWCデイジーハット

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

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。

■SWC301CT-HB
SWCハンチングキャスケット

ワンウォッシュ済ワンウォッシュ済

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

ナイロン素材による新型ジェットキャップで
す。表地は特殊撥水技術により耐久撥
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。ウェア内の発汗による不快感ムレを
軽減する快適性と、防水・透湿性素材
の機能も兼ね備え、春夏でもライトな被
り心地です。通気性を考慮して両サイド  
　　　に菊穴が付き、バックストラップはベ　
　　　ルクロ仕様となっており、付け外しが
　　 簡単で楽にサイズ調整が可能です。
　　　クラウン部分にはオリジナル刺繍
　　　「 S W C 」が入ります。

■SWC101JC21-NL
SWCジェットキャップ

color ブルー・ブラック　size フリー
price ￥6,500+税　delivery 6月予定    

【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

【共通SPEC】 機能性ナイロン100%/オリジナル刺繍/Samurai WORK/CLOTHESネーム/日本製

■SWC401BH21-NL
SWCバケットハット

color ブルー・ブラック　size フリー
price ￥7,500+税　delivery 6月予定    

高性能ナイロン素材による帽子です。生地は特殊撥水技術により耐久撥水性機能を強化した高性能ナイロンです。
※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。NYLON

HERRING
BONE DENIM

り心地です。通気性を考慮して両サイド  

ナイロン素材による新型バケットハットで
す。表地は特殊撥水技術により耐久
撥水性機能を強化した高性能ナイロン
で、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て
います。クラウン部分にはオリジナル刺繍
「 S W C 」が入ります。クラウンの高さな
ど、バランスがとても良いハットです。リフ
レクターストラップは取り外し可能で様々
なシーンで活躍してくれるアイテムです。

P05

ブラックC/N生地とホワイトC/Nのリップストップピーチ生地を使用した新型フラップバックで
す。ショルダー付近には牛革を使用しており、経年変化が楽しめます。撥水性・耐久性に
優れており、雨にも摩擦にも強く、軽量性も重視しています。スポーツや自転車、アウトドア
用として活躍します。

撥水機能を強化した高性能ナイロンを使用したデ
イパックです。雨や水を弾く優れた撥水性と防水性
を有したナイロン100％生地を使用し、タウンユース
からアウトドアまで様々なシーンでご活用頂けます。
サブポケットはシングルファスナー、メインポケットはダ
ブルファスナーをそれぞれに使用。
使い勝手にもこだわったベーシックなデザインが魅力
のデイバックです。サブポケット端にはSWCネーム、
本体内側にはSWCラベルが付きます。

■SWCFPB21

■SWCDB21-01

color ブラック・ホワイト size 縦23㎝×横29㎝【ヒモ135cm】  price ￥8,000+税　delivery 5月予定    

color ブラック・ブルー　delivery 6月予定    02：H45㎝×W40㎝×D17㎝　　　　02：￥20,000+税   

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

￥20,000+税

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　（レングス 32inch） 

SWC 新型フラップバック

01.レギュラーA4サイズ

レギュラー
A4サイズ

■SWCDB21-02 ラージ
B4サイズ

【SPEC】  ブラック・ホワイト ＜C/Nリップストップピーチ生地（E-70%／C-30%）＞/YKKファスナー/サムライスナップボタン
1mm厚ナチュラルレザー/Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム/ワンウォッシュ済/日本製

横長型のツールケースバックです。付属するストラップによ
りベルトに通してバックとしてご使用頂けるのはもちろんの
こと、横向きストラップを設けることで、自転車のフレーム
やバイクのハンドル等にも取り付け可能なツールケースと
してもご使用頂けます。本体内側にはメイン収納部のほ
かに、大きさの異なる内ポケットを付属。使いやすさにも
拘りました。日常使いからアウトドア・キャンプ等、より幅
広いシーンでご活用ください。

■SWCTCB21
ツールケースバック

NYLON
DAYPACK

size 01：H39㎝×W35㎝×D15㎝  price 01：￥19,000+税

【共通SPEC】 ナイロン100%/Samurai WORK CLOTHES専用ラベル・ネーム/YKKジッパー/日本製

color インディゴヘリンボ-ン・ブラックヘンリボ-ン price ￥15,800+税

size H約13㎝×W約32㎝×D約6㎝　delivery 5月予定    

【SPEC】 13ozインディゴヘリンボーンデニム/13ozブラック硫化ヘリンボーンデニム
Samurai WORK CLOTHESネーム/サムライスナップボタン/ユニバーサルファスナー/日本製

02.ラージB4サイズ
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4枚接ぎでアイレットが縦に2個付きます。ブリ
ム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。

ヘリンボーンデニムによる帽子です。生地は約13ozインディゴヘリンボーンデニムと、硫化染料によるブラックヘリン
ボーンデニムです。インディゴヘリンボー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。

■SWC401DH-HB
SWCデイジーハット

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

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。

■SWC301CT-HB
SWCハンチングキャスケット

ワンウォッシュ済ワンウォッシュ済

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

ナイロン素材による新型ジェットキャップで
す。表地は特殊撥水技術により耐久撥
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。ウェア内の発汗による不快感ムレを
軽減する快適性と、防水・透湿性素材
の機能も兼ね備え、春夏でもライトな被
り心地です。通気性を考慮して両サイド  
　　　に菊穴が付き、バックストラップはベ　
　　　ルクロ仕様となっており、付け外しが
　　 簡単で楽にサイズ調整が可能です。
　　　クラウン部分にはオリジナル刺繍
　　　「 S W C 」が入ります。

■SWC101JC21-NL
SWCジェットキャップ

color ブルー・ブラック　size フリー
price ￥6,500+税　delivery 6月予定    

【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

【共通SPEC】 機能性ナイロン100%/オリジナル刺繍/Samurai WORK/CLOTHESネーム/日本製
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HERRING
BONE DENIM
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/ユニバーサルファスナー/日本製

02.ラージB4サイズ
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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半袖ワークシャツ
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です。生地は堅牢なCOTTON 100％のツイ

ル生地です。着込めば着込む程に風合いが増し愛着が湧いてきます。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。右胸にオリジナルワッペン「LOCAL 

SUPPLY DOMESTIC MACHINE　SA-M-URAI MOTOR 」が付き、左胸にSA-M-URAI   

MOTORデザインのバックのSにはラメプリントが入ります。バックにはラバープリントでオリジナルデザインが入

ります。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。

■SMGS21
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

　　　 2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

spec▲

  ▲

　▲

　　▲

▲

  ▲

　▲

 　　

COTTON 100% 20s ツイル
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

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

delivery  3月予定

色落ちイメージ

SAMURAI CLUB

( サムライクラブ )

「温故着新」

故きを温ね新しきを着る。

飽くなき素材開発、 徹底した品質管理の下、

先人達の知恵や工夫に倣い、

それらを上手く取り入れつつ、

さらにそこに現代の感性をミックスさせた

ハイクオリティ＆ハイブリッドウェアを提案する
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色落ちイメージ

　　
自動車倶楽部ネーム
オリジナルワッペン
ラバーボタン

▲
▲

　　▲

自動車倶楽部ネーム
オリジナルワッペン
ラバーボタン



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

P08

■MCT21-102　 

■SUT21-101　 

price  
￥7,000＋税 

delivery 
4月予定

price  
￥7,000＋税 

delivery 
3月予定

P08

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■SMT21-104

▲

  ▲

　▲

 　　▲

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

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

■SCT21-101　 

■SMT21-101　 

■SMT21-102

■MCT21-101　 

price  
￥7,000＋税 

delivery 
3月予定

price  
￥7,000＋税 

delivery 
3月予定

price  
￥7,000＋税 

delivery 
3月予定

price  
￥7,000＋税 

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

P07

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

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

P08

■MCT21-102　 

■SUT21-101　 

price  
￥7,000＋税 

delivery 
4月予定

price  
￥7,000＋税 

delivery 
3月予定

P08

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■SMT21-104

▲

  ▲

　▲

 　　▲

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

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

■SCT21-101　 

■SMT21-101　 

■SMT21-102

■MCT21-101　 

price  
￥7,000＋税 

delivery 
3月予定

price  
￥7,000＋税 

delivery 
3月予定

price  
￥7,000＋税 

delivery 
3月予定

price  
￥7,000＋税 

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

P07

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

P07



P09

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・杢グレー・ベージュ         
size     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

■SCT21-102　 

■SMT21-103

■MCT21-103

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

color          
size 

ゴールド・シルバー・ブラック   

FREE
4,600+税

　1月予定

price  ￥
delivery

■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。

spec▲

  ▲

　
真鍮製レンチ型キーホルダー
日本製

P09


