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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。生地は今期新
オリジナル生地の15ozの硫化染めによるセルビッチヘビィーダック生地です。
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。シルエットは太からず細から
ずの穿きやすいストレートシルエットになります。
＊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。

■ SM410DBN-DUCK  （ブラウンダックダブルニーワークパンツ）

ブラウン
28～36・38・40
￥25,000+税

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
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■ SM410DBN16oz-OG ■ SM510DX16oz-OG

spec 16ozオーガニックコットンスペシャル
セルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
パーツ柄スレーキ（バックポケット内）
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 16ozオーガニックコットンスペシャル
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

インディゴ

28~36･38・40
￥32,000+税

インディゴ

28~36･38・40
￥32,000+税

生地はサムライ16周年限定デニム「16ozオーガニックコットンセルビッチデニム」を使用しております。縦横共にオーガニックコットンに
よるオリジナルのムラ糸で、それを特濃色で染め上げ、旧式の力織機でじっくりと織り上げた究極のデニムになります。また、セルビッチ部
分は天然のクワの葉等の草木染料で染めた糸を更に撚杢にしたスペシャルな耳となっております。

16周年限定オーガニックコットンデニムダブルニーシリーズ　　　　　　　　　　　　　　

人気の410ダブルニーワークパンツの16ozオーガニックコットンデニム版。
シルエットは太からず細からずの穿きやすいストレートシルエット。
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。

人気の510ダブルニーワークパンツの16ozオーガニックコットンデニム版。
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。
パンツのデザインはポケットとニー部分を張り合わせたタフな仕様で、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つ。
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5ポケットジーンズのようなシルエットバランスを持つダブルニーワークパ
ンツです。デザインはダブルニーやツールポケットが付くハードな仕様です
が、シルエットは細身でスッキリと穿いて頂けます。生地は身頃にオリジナル
19ozデニム、ポケットやニー部分にはおオリジナル17oz針抜きヘリンボン
セルビッチデニムを採用しており、ハード且つデニム2種のコントラストを
楽しめるものとなっております。脇部分には割って耳使いで仕上げておりま
す。他、鉄製タイヤボタン・旧車柄スレーキ・日章ネームなどの自動車倶楽部
としての仕様となっております。

■ SM111WP14 （細身ダブルニーパンツ）

■ SMNI14 （自動車倶楽部N-1デッキジャケット）
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spec 15oz硫化染めへビィーダック
セルビッチ生地
アルパカウールボア
樹脂ボタン
自動車倶楽部日章ラベル
WALDESファスナー
日本製

spec 15oz硫化染めへビィーダック
セルビッチ生地
アルパカウールボア
樹脂ボタン
自動車倶楽部日章ラベル
WALDESファスナー
日本製

ブラウン
S・M・L・XL
￥61,000+税

ブラウン
S・M・L・XL
￥62,000+税

インディゴ
28・30・32・34・36・38・40
￥24,000+税

19ozセルビッチデニム
17oz針抜きヘリンボンセルビッチデニム
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

■ SMNI14-M （プリント無し）

へビィーダック生地によるN-1デッキジャケットです。表地は新オリジナル生地の15ozの硫化染めによるセルビッチヘビィーダック生地で
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。裏地はよりリアルを追及してN-1ジャケットでは定番のアルパカウールを使用しました。自動車倶楽部
らしくSMC(サムライモーター倶楽部)のステンシルプリントが入ることにより、ミルスペックにはない雰囲気に仕上がっております。タフで
ありながら経年変化も楽しめる、まさにサムライらしいN-1ジャケットに仕上がっております。

N-1デッキジャケット　　　　　　　　　　　　　
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60/40クロスによるスペクタージャケットです。表地はアウトドアにも強い味方
の60/40クロスを使用しております。裏地には赤外線吸収ポリエステル素材
「フィールサーモ」を使用し、赤外線を吸収することによる発熱効果と蓄熱効果
によって衣服内温度の上昇を促進する効果があります。また、中綿には薄くて
暖かい高機能中綿素材である「シンサレート」を使用しております。襟には取り
外し可能なフードが付きます。シルエット的にも着丈や身幅を絞りある程度の
タイトさが出せるようにしております。スペクタージャケットはモータースポーツ
の観戦用ジャケットとされるものですが、防寒性も高いのでバイクに乗る時や
アウトドアシーンにもお勧めです。

■ MCRJ14  （スペクタージャケット）

 ターコイズ・レンガ
XS・S・M・L・XL
￥46,000+税

60/40クロス
中綿シンサレート
裏地フィールサーモ
二輪車倶楽部ネーム
ユニバーサルファスナー
サムライスナップボタン
日本製
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■ SM19B-P （へリンボンワークジャケット） ■ SM19B-HC （ヒッコリーワークジャケット） 

spec 17ozヒッコリーブルーカラー
セルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
自動車倶楽部日章ラベル
WALDESファスナー
ワンウォッシュ済
日本製

spec 17ozへリンボンブルーカラー
セルビッチデニム
鉄製タイヤボタン
自動車倶楽部日章ラベル
WALDESファスナー
ワンウォッシュ済
日本製

インディゴヒッコリー

36・38・40・42・44
￥27,000+税

インディゴへリンボン

36・38・40・42・44
￥27,000+税

オリジナルセルビッチデニムによる91-Bタイプワークジャケットになります。デニムならではの色落ちアタリを楽しめます。シルエットは従
来の91-Bよりもタイトですっきりとした形になります。17ozデニム仕様の為、非常に着応えのあるハードなジャケットに仕上がっておりま
す。また、ボタンはお馴染み自動車倶楽部タイヤボタン、日章ネームラベルを採用しております。

ワークジャケット　　　　　　　　　　　　　　

生地は310DXペインターパンツでお馴染みの17ozへリンボンセルビッチデニム。
へリンボンデニムならではの色落ちアタリを楽しめます。

生地は310DXペインターパンツでお馴染みの17ozヒッコリーセルビッチデニム。
ヒッコリーデニムならではの色落ちアタリを楽しめます。



ブラック・ブラウン
S・M・L・XL・XXL
￥70,000+税
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表地ナイロン100％(防水・撥水)
中綿ダウン80%フェザー20％　
ホワイトグース100％（羽毛）
裏地メランジボア
袖裏フィールサーモ
二輪車倶楽部ネーム
ユニバーサルファスナー
サムライスナップボタン
日本製

コーティング加工
ヘビィーナイロン生地
中綿シンサレート
油性プリント
魚釣倶楽部ネーム
日本製

■ MCDJ14 （モーターサイクルダウンジャケット）

ブラック／迷彩柄（リバーシブル）

S・M・L・XL・XXL
￥30,000+税

二輪車倶楽部ダウンジャケットになります。表地は防水・撥水・防風加工のナイロン100％の
生地になります。裏地のダウンはダウン80％フェザー20％ホワイトグース100％になります。
ダウンパックに使用するタフタはダウンプルーフシレ―加工を２回施してあり表に撥水加工
をしており中身を出にくくしております。さらに保温性を高めるために身頃の裏地にメランジ
ボアを使用しております。メランジとは二色以上の霜降り糸で混合した保温性の高いボアに
なります。また、袖の裏地には赤外線吸収ポリエステル素材「フィールサーモ」を使用してお
り、赤外線を吸収することによる発熱効果と蓄熱効果によって衣服内温度の上昇を促進する
効果があります。シルエットはやや細身になります。バイクでのライディングを想定し着丈・袖
丈はやや長めに仕上げ、首元はしっかり暖かい立ち襟にしており、ハンドポケットにはダイヤ
モンド型のステッチでより武骨な雰囲気に仕上げております。防寒性も高いので真冬の極寒
時にバイクに乗る時はもちろんアウトドアシーンにもお勧めです。

防水性機能のあるコーティング加工を施した厚手のナイロン生地を2枚使いし、中
綿には高機能中綿素材シンサレートが入ったリバーシブルジャケットになります。リ
バーシブルジャケットの迷彩柄にはSamurai Uotsuri Club　N.W.SIDEが入り、ブ
ラック生地の方には、REDHEAD BRIGADE S.W.SIDEが入ります。今回は、リバーシ
ブルジャケットの中綿にシンサレートを入れておりますので、保温性機能・耐水性・
耐風性もありタウンユースとしても様々なシーンで幅広く着て頂けます。
【シンサレート「高機能中綿素材」の特長】 
　●同じ厚みの一般的なポリエステル綿やダウンと比較すると1.5～2倍の保温機能がある。 
　●人体の熱をつかまえ逃がしにくい。 
　●人体にやさしく、無臭、アレルギー誘発物質を含まない。 
　●湿気が多い場所でも保温性が損なわれず、濡れても乾きやすい。

ヘビィーサテン生地を使用致しました新型ワークジャケットになります。生地は
ムラ糸を使った高密度のヘビィーサテン生地で、裏はオリジナルデザインのW
キルティング生地による赤色のライナーとなっておりファスナーを外しても着て
頂けますので様々なシーンで幅広く着て頂けます。ファスナーは表部分にはシ
ルバー色を用い、インナー取外し部分にはゴールド色のファスナーが付きアク
セントをつけました。左胸には『SMCC』サガラ風ワッペンが付き、シルエットは
タイトですっきりとした形で、タフでありながら経年変化も楽しめる、まさにサム
ライらしいワークジャケットに仕上がっております。ボタンは樹脂ボタンを採用
致しました。

■ MCWJ14 （モーターサイクルワークジャケット）

ネイビー
S・M・L・XL
￥30,000+税

表地C100%　ワンウォッシュ済み
裏地 E100%　オリジナルキルト取外し可能
ワッペン
ユニバーサルファスナー
樹脂ボタン
二輪車倶楽部ネーム
日本製

■ UOWB14  （魚釣りリバーシブルジャケット）

※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。ご了承下さい。



ヒッコリー
XS・S・M・L・XL・XXL
￥17,500+税
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10ozヒッコリーデニム
インディゴコーデュロイ生地
二輪車倶楽部ネーム
チェーン刺繍
インディゴ染めナットボタン
ワンウォッシュ済
日本製

袖ブラック生地 T/C (65%／35％)
身頃ヘリンボン生地 COTTON 100%
比翼仕立て
サムライ倶楽部ネーム
鉛ボタン
ワッペン
ワンウォッシュ済
日本製

■ MCWS14-HC （二輪車ワークシャツ）

ベージュ

XS・S・M・L・XL・XXL
￥16,500+税

10ozヒッコリーによるダブルフラップ付きワークシャツになります。左胸ポケット上
部にはチェーン刺繍で『Samurai』が入り、襟・カフス部分には生地を替えインディ
ゴコーデュロイ生地を採用し、よりワークテイストなシャツに仕上がっております。
縫製は箇所によって縫製ピッチを変え今回は縫製糸を赤色の糸を使用しアクセン
トをつけました。ボタンは天然のナットボタンにインディゴ染めし経年変化も楽しん
で頂けると共に、襟・カフスと同様インディゴ特有の色落ちも頼んで頂けます。勿論
ヒッコリーデニムならではの色落ちアタリを楽しめます。着込めば着込む程に風合
いが増し愛着が湧いてきます。
注)インディゴコーデュロイ生地は、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。

新型ラグラン袖ワークシャツになります。シルエットは少しゆったりさせ、前立ては比
翼仕立てになります。袖部分にはT/C生地、身頃生地はCOTTON100%のヘリンボン
生地になりますので、異なった生地の経年変化も楽しんで頂けます。ポケットは、少し
大き目のWポケットとなり、左胸ポケット上部には『Enjoy Samurai CLUB』のワッペ
ンが付き、左袖部分には『Samurai Club』のワッペンが付きます。ボタンは鉛ボタン
になります。着込めば着込む程に風合いが増し愛着が湧いてきます。

ジャズネップヘリンボン生地を使用した新型ハンティングワークシャツになります。生地は
ヴィンテージファブリックをイメージし、ジャズネップヘリンボン生地を採用する事によっ
てウール感はありますが、洗っても頂ける品に致しました。人気のハンティングベストの仕
様であるゲームポケット・ガンパッチを基本としながらも、山型フラシポケット、エルボー
パッチ等のヴィンテージワークのテイストを加えた唯一無二のオリジナルデザインとなっ
ております。タウンユースを考慮しハンティングの要素は残しつつ、シンプルかつ着回し
の効くシャツとなっております。生地・付属とシルエットが相まってクラシカルな雰囲気を
醸し出しておりヘリンボン組織にする事によって表面変化も楽しんで頂けます。シャツ感
覚でもジャケット感覚でも着て頂ける様に致しました。

■ UOWS14 （ゲームポケットワークシャツ）

ネイビー・ブラウン
XS・S・M・L・XL・XXL
￥23,000+税

ジャズネップヘリンボン生地（C 68%、E 16%、
AC 16%）
魚釣り倶楽部ネーム
ナットボタン
ワンウォッシュ済
日本製

■ SCWS14-HB  （ラグランワークシャツ）



ブラック ・ ネイビー
XS・S・M・L・XL・XXL
￥24,000+税
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アーミーサージ生地（C 50%、W 50%）
アンカーボタン
飛行機倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

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
錨キャストボタン
飛行機倶楽部ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

■ SFCP14 （飛行機倶楽部CPOシャツ）

インディゴ・ブラック

XS・S・M・L・XL・XXL
￥18,000+税

CPOシャツをイメージ致しましたコットンウール混のアーミーサージシャツになり
ます。生地は縦糸にコットン・横糸にウールを使用しました頑強な素材でヴィン
テージ感を演出しております。コットンウール生地になりますので、毛羽が少なく程
よい厚さのシャツになります。胸部分には片ポケットマチポケ仕様にしておりますの
で、容量が入る様にも考慮しフロント部分にはシャツ仕立てでありながら、片玉縁
両ポケットは少し大き目に付けましたので、冬場に寒い時などに直ぐに手を入れて
頂ける様に致しました。ボタンは少し大き目の16mm樹脂アンカーボタンを使用し
ております。シンプルな一重なのでシャツやジャケットしても着て頂ける様なスタイ
ルに致しました。※ウール製品になりますので、ご洗濯・取扱いにはご注意ください。洗濯時
に、多少の色落ち・色移り・斜行(ねじれ)・伸縮が生じることがございます。

ミリタリーカバーオール調のシャツになります。生地は約13ozインディゴヘリンボンと
硫化ブラック生地になります。インディゴヘリンボンデニムは色落ちする事によって左
綾が際立ちタテ筋の目立ち、ブラックデニムは縦糸がロープ染色なので全体的に深み
のある色落ちを楽しんで頂けます。シャツのデザインは、NAVYらしくヘチマ襟・プリン
ズンポケット仕様で、襟裏・カフス裏・プリズンポケット部分は生地切替えをする事に
よって異なったデニム特有の経年変化も楽しんで頂けます。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、細部にわたって拘りを込めました。釦はキャスト製
のアンティークゴールド錨ボタンになりフラップ付きポケット箇所とプリズンポケット箇
所のボタンは13mmと前立てボタンより少し小さくし開封しやすく致しました。しっかり
とした肉厚も御座いますので、シャツとしてもジャケットしても着て頂けます。

■ SFPS14  （飛行機倶楽部ヘチマシャツ）



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。

spec spec

■ SCLT14-101

ホワイト・ブラック・ブルー・オレンジ・グリーン
S・M・L・XL / ￥8,800＋税 

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

■ SMLT14-101

カットソー

ホワイト・ブラック・ブルー・オレンジ・グリーン
S・M・L・XL / ￥8,800＋税 

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

spec spec

ホワイト・ブラック・ブルー・オレンジ・グリーン
S・M・L・XL / ￥8,800＋税 

14/-台丸ヘヴィーオンスTシャツ
丸胴 / 日本製

■ SULT14-101

ホワイト・ブラック・ブルー・オレンジ・グリーン
S・M・L・XL / ￥8,800＋税 

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

spec

ホワイト・ブラック・ブルー
オレンジ・グリーン
S・M・L・XL / ￥8,800＋税 

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 

■ MCLT14-101

■ SMLT14-102
（ヘンリーネック）



spec spec

■ SAFLT14-101

ホワイト・ブラック・ブルー・オレンジ・グリーン
S・M・L・XL / ￥8,800＋税 

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

■ SOLT14-101 （切り替え七分Tシャツ）

■ MCLT14-102 （切り替え七分Tシャツ）

spec

ブラック・ブルー・オレンジ・グリーン
S・M・L・XL / ￥8,800+税 

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

spec spec

■ SMLTW14-101（ビッグワッフルTシャツ）

ホワイト・ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥8,800+税 

オリジナルビッグワッフルTシャツ / フラットシーム縫製
三本針バインダーネック / 日本製

■ SMLTW14-102 （ビッグワッフルTシャツ）

ホワイト・ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥8,800+税 

オリジナルビッグワッフルTシャツ / フラットシーム縫製
三本針バインダーネック / 日本製

     

サーマル

ブラック・ブルー・オレンジ・グリーン
S・M・L・XL / ￥8,800＋税

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



spec

ホワイト・ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥8,800+税 

オリジナルビッグワッフルTシャツ / フラットシーム縫製
三本針バインダーネック / 日本製

spec spec

■ SCS14-101 （フリーダムスウェットシャツ）

グレー・ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥13,200+税 

18/10空紡糸鬼度詰め裏毛 
フラットシーム縫製 / 丸胴 / 日本製

■ SMS14-101 （切り替えフリーダムスウェットシャツ）

ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥13,200+税  

18/10空紡糸鬼度詰め裏毛 
フラットシーム縫製 / 丸胴 / 日本製

サムライ鬼度詰め裏毛SWEAT
spec

ホワイト・ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥8,800+税  

オリジナルビッグワッフルTシャツ / フラットシーム縫製
三本針バインダーネック / 日本製

spec spec

■ SAFS14-101 （フリーダムスウェットシャツ）

グレー・ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥13,200+税 

18/10空紡糸鬼度詰め裏毛 
フラットシーム縫製 / 丸胴 / 日本製

■ MCS14-101 （フリーダムスウェットシャツ）

グレー・ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥13,200+税  

18/10空紡糸鬼度詰め裏毛 
フラットシーム縫製 / 丸胴 / 日本製

■ MCLTW14-102■ MCLTW14-101
（ビッグワッフルTシャツ） （ビッグワッフルTシャツ）



spec

■ SCS14-102

グレー・ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥18,500+税 

18/10空紡糸鬼度詰め裏毛 
フラットシーム縫製 / 丸胴 / 日本製

spec spec

■ SMS14-102

グレー・ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥18,500+税 

18/10空紡糸鬼度詰め裏毛 
フラットシーム縫製 / 丸胴 / 日本製

ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥17,000+税 

18/10空紡糸鬼度詰め裏毛 
フラットシーム縫製 / 丸胴 / 日本製

■ MCS14-102

spec

ブラック・ネイビー
S・M・L・XL / ￥18,500+税 

18/10空紡糸鬼度詰め裏毛 
フラットシーム縫製 / 丸胴 / 日本製

spec

■ SCJS14-101

グリーン・レッド
S・M・L・XL / ￥14,000+税 

ポリエステルスムース / WALDESコイルファスナー
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。

（ジップアップパーカー） （切り替えジップアップパーカー）

（ジップスウエット）
■ SAFS14-102
（切り替え後付けフードパーカー）

ジャージ
デニム生地などに使われる空紡糸（オープンエンドヤー
ン）を使用した高密度のオニ度詰め裏毛SWEAT。空気
の力を用い、オープンエンド紡績された太番手の糸を限
界まで密度を高めしっかりと編み立てる事で、ざっくりと
コシのある風合いと、ふっくらとした厚みのある着心地を
持つ裏毛生地を完成させました。空紡糸は繊維間に空
気を多く含む為、糸の外側が硬く内側が柔らかいといっ
た特徴を持っており、コシのある厚みの中にも柔らかさ
を感じる事が出来る素材感となっています。縫製は風合
いをより一層高める綿糸4本針フラットシームを中心と
した縫製仕様。着込めば着込むほどに馴染み風合いを
増すこだわりのSWEATシリーズとなっております。

とはサムライ鬼度詰め裏毛SWEAT



国内最高峰のレース「SUPERGT」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。

リアルレーシングコラボシリーズ

color
size
price

spec

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。

■ SMJS14-101 （リアルレーシングコラボジャージ）

ブルー
S・M・L・XL
￥14,000+税

ポリエステルスムース
WALDESコイルファスナー
日本製

 

color
size
price

color
size
price

■ SMWS14-L01 （リアルレーシングコラボワークシャツ1） ■ SMWS14-L02 （リアルレーシングコラボワークシャツ2）

spec 綿20/-ツイル生地
猫目ボタン
プリント入り
REAL RACINGネーム
SAMURAI CLUBネーム
ワンウォッシュ済
日本製

spec 綿20/-ツイル生地
猫目ボタン
プリント入り
REAL RACINGネーム
SAMURAI CLUBネーム
ワンウォッシュ済
日本製

ブルー・ブラック
S・M・L・XL・XXL
￥17,000+税

ブルー・ブラック
S・M・L・XL・XXL
￥17,000+税

REAL RACINGとSAMURAI CLUBのコラボワークシャツです。左胸ポケットの上部には「Samurai motor club」のプリントが入り、右胸ポ
ケットの上部には「REAL RACING」ロゴプリントが入ります。バックプリントはREAL RACINGとSAMURAI MOTOR CLUBのコラボレー
ションプリントになります。 縫製は箇所により、ミシンのピッチは縫製の糸をかえており、細部にわたって拘りを込めております。縫製はトリ
プルステッチ巻縫い中心で堅牢な仕様でシルエットは全体的にスッキリさせております。生地は綿100％の20番糸によるツイルで、ボタン
は猫目ボタン仕様です。

ワークシャツ　　　　　　　　　　　　　

ジャージ



ヘリンボン・ブラウン
FREE
￥7,000+税

color
size
price

spec

color
size
price

spec

17oz針抜きヘリンボン
セルビッチデニム
15oz硫化染めへビィーダック
セルビッチ生地
SAMURAI CLUBネーム
日本製

真鍮製レンチ型キーフック
日本製

■ SC301W14 （デニムワークキャップ）

ブラック・ゴールド
シルバー（黒バレル）

FREE
￥4,600+税

生地は今期新作の15ozの硫化染めによるセルビッチヘビィーダック生地と、ペイ
ンターパンツでお馴染みの針抜き17ozへリンボンセルビッチデニムを使用致しま
したワークキャップになります。ヘビィーダック生地は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、17oz針抜きヘリンボンセル
ビッチ生地もヘリンボン生地とはまた違う風合いや色落ちアタリを楽しめます。パ
ネルは4枚ハギとなり被り心地は若干深めにし、両サイドにはホルダーが付きメガ
ネを差し込んだりして頂ける様にし、右部分にはブルーラメセルビッチが付くスペ
シャルなアイテムになっております。タウンユースとしても使いやすく被りやすく致し
ました。

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。 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出来るこだわりの
キーフックとなっております。

■ SMBLH14-101  （レンチ型キーホルダー）


	S.C.2014.秋冬表紙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

