


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

コットンピケ COTTON製のピケ生地は肉厚で防風・防水性にも優れています。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。

コットンピケ素材の5ポケットワークパンツです。仕様にも拘り、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）、フロントファスナーは中央ではなく外側両サイド
に2連構造のダブルジップに大き目のスライダーが付きます。グ
ローブをした状態でも開閉しやすく内側にはテングが付きます。
フロントポケット、両サイドのツールポケットの端を三角形のパッ
チで補強処理し、シルエットは太からず細からずの穿きやすいス
トレートです。

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWC505C19-DP
color          
size 

  ブラック・ネイビー
28・30・32・34・36・38・40 

price    ￥
delivery

27,500+税

9月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　▲

デッキピケ生地
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ユニバーサルファスナー
ナットボタン
ワンウォッシュ済　

▲

日本製

spec

SWCハンチングキャスケット
■SWC301CT19-DP

コットンピケ素材のハンチングキャス
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
釦があるので開閉により自由にシル
エットを変え楽しめます。肉厚も程良く
長いシーズン着用できます。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

デッキピケ生地
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color ブラック・ネイビー      
size   L（約58cm～60cm）、
　　　　　　　XL（約60cm～62cm）
price  ￥9,000＋税   

delivery  10月予定

spec

ワークジャケット
■SWCJK19-DP

コットンピケ素材のワークジャケットです。ポ
ケットの端を三角形のパッチで補強処理し堅
牢な仕様です。幅広いコーディネートが楽しめ
るワークジャケットです。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

デッキピケ生地
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ナットボタン
ワンウォッシュ済　
日本製

color ブラック・ネイビー      
size   S・M・L・XL・XXL
price  ￥28,500＋税   

delivery  10月予定

ワークパンツ

15,000+税

9月予定



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

コットンピケ COTTON製のピケ生地は肉厚で防風・防水性にも優れています。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。

コットンピケ素材の5ポケットワークパンツです。仕様にも拘り、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）、フロントファスナーは中央ではなく外側両サイド
に2連構造のダブルジップに大き目のスライダーが付きます。グ
ローブをした状態でも開閉しやすく内側にはテングが付きます。
フロントポケット、両サイドのツールポケットの端を三角形のパッ
チで補強処理し、シルエットは太からず細からずの穿きやすいス
トレートです。

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWC505C19-DP
color          
size 

  ブラック・ネイビー
28・30・32・34・36・38・40 

price    ￥
delivery

27,500+税

9月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　▲

デッキピケ生地
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ユニバーサルファスナー
ナットボタン
ワンウォッシュ済　

▲

日本製

spec

SWCハンチングキャスケット
■SWC301CT19-DP

コットンピケ素材のハンチングキャス
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
釦があるので開閉により自由にシル
エットを変え楽しめます。肉厚も程良く
長いシーズン着用できます。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

デッキピケ生地
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color ブラック・ネイビー      
size   L（約58cm～60cm）、
　　　　　　　XL（約60cm～62cm）
price  ￥9,000＋税   

delivery  10月予定

spec

ワークジャケット
■SWCJK19-DP

コットンピケ素材のワークジャケットです。ポ
ケットの端を三角形のパッチで補強処理し堅
牢な仕様です。幅広いコーディネートが楽しめ
るワークジャケットです。

▲

  ▲

　▲
 　　▲

▲ 　
▲

デッキピケ生地
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ナットボタン
ワンウォッシュ済　
日本製

color ブラック・ネイビー      
size   S・M・L・XL・XXL
price  ￥28,500＋税   

delivery  10月予定

ワークパンツ

15,000+税

9月予定



P01P02

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

コーデュロイ ブラックとカーキのコーデュロイ生地を使用しています。それぞれオールブラック仕様とブラック×カーキ仕様の
2型になります。

崩れしにくく、非常に着やすいシルエットになっています。幅広いコーディネートが楽しめるコーチジャケットです。

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWCCJ19-CD
color          
size 

　ブラック・ブラック×カーキ 
　S・M・L・XL・XXL　 

price    ￥
delivery

37,000+税

9月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

6Wコーデュロイ（C-98％ E-2％）
赤へリンボン生地
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
日本製

コーデュロイサコッシュ
■SWCCSS19
裏生地には赤へリンボン生地を使用し
ています。財布、手帳、携帯など小物の
収納に便利です。ショルダーには30㎜
巾綿黒テープを使用し、調節可能です。

color ブラック
           ブラック×カーキ    
size  縦20cm×横25cm×マチ8cm
　　　　　　　　（ヒモ130㎝）
price  ￥7,500＋税   

delivery  9月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲
▲ 　

6Wコーデュロイ（C-98％ E-2％）
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム　　
赤へリンボン生地
YKKダブルファスナー
30㎜巾綿テープ
日本製

SWCワークキャップ
■SWC201WC19-CD

6Wコーデュロイ生地を使ったワーク
キャップです。バックにはアジャスターベ
ルトが付きますのでサイズ調整が可能
です。生地は膨らみ感があり経年変化
した表面の光沢も楽しめます。フロント
には「 SWC 」刺繍ロゴが入ります。シ
ルエットは深くもなく浅くもなく被りやす
くシーズン問わず愛用して頂けます。製
品はワンウォッシュ済です。

color ブラック
           カーキ      
size   FREE
price  ￥7,000＋税   

delivery  10月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

6Wコーデュロイ（C-98％ E-2％）
SWC刺繍
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ワンウォッシュ済
日本製

SWCコーチジャケット

裏面は両カラー共に黒

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

13ozインディゴヘリンボンと硫化ブラック生地によるワークパン
ツです。
クラシックワークな佇まいのヘリンボ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。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。

SAMURAI WORK CLOTHES 

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWC500C19-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

18,000+税

9月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
 

13ozインディゴヘリンボンデニム
13oz硫化ブラックブラックデニム
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

コットン×レザーサスペンダー
■SPD003-SWC 
ワークアイテムやミリタリーアイテムに使われ
る、肉厚30㎜巾綿テープと国産レザーを使用
した新型サスペンダーです。ナチュラルな風合
いとそれぞれの素材の経年変化を楽しんで頂
けるアイテムです。伸縮自在のゴムを使用し、
使い勝手や付け心地にもこだわりました。バッ
クレザーパーツ下のゴム部分にはSWCネーム
が付属します。

color ブラック    
size   FREE 
price  ￥11,000＋税   

delivery  9月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

30㎜巾綿テープ
国産ヌメ革
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
日本製

ワークパンツ

15,000+税

9月予定



P01P02

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

コーデュロイ ブラックとカーキのコーデュロイ生地を使用しています。それぞれオールブラック仕様とブラック×カーキ仕様の
2型になります。

崩れしにくく、非常に着やすいシルエットになっています。幅広いコーディネートが楽しめるコーチジャケットです。

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWCCJ19-CD
color          
size 

　ブラック・ブラック×カーキ 
　S・M・L・XL・XXL　 

price    ￥
delivery

37,000+税

9月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

6Wコーデュロイ（C-98％ E-2％）
赤へリンボン生地
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
日本製

コーデュロイサコッシュ
■SWCCSS19
裏生地には赤へリンボン生地を使用し
ています。財布、手帳、携帯など小物の
収納に便利です。ショルダーには30㎜
巾綿黒テープを使用し、調節可能です。

color ブラック
           ブラック×カーキ    
size  縦20cm×横25cm×マチ8cm
　　　　　　　　（ヒモ130㎝）
price  ￥7,500＋税   

delivery  9月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲
▲ 　

6Wコーデュロイ（C-98％ E-2％）
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム　　
赤へリンボン生地
YKKダブルファスナー
30㎜巾綿テープ
日本製

SWCワークキャップ
■SWC201WC19-CD

6Wコーデュロイ生地を使ったワーク
キャップです。バックにはアジャスターベ
ルトが付きますのでサイズ調整が可能
です。生地は膨らみ感があり経年変化
した表面の光沢も楽しめます。フロント
には「 SWC 」刺繍ロゴが入ります。シ
ルエットは深くもなく浅くもなく被りやす
くシーズン問わず愛用して頂けます。製
品はワンウォッシュ済です。

color ブラック
           カーキ      
size   FREE
price  ￥7,000＋税   

delivery  10月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

6Wコーデュロイ（C-98％ E-2％）
SWC刺繍
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
ワンウォッシュ済
日本製

SWCコーチジャケット

裏面は両カラー共に黒

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

13ozインディゴヘリンボンと硫化ブラック生地によるワークパン
ツです。
クラシックワークな佇まいのヘリンボ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。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。

SAMURAI WORK CLOTHES 

SAMURAI WORK CLOTHES 

■SWC500C19-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

18,000+税

9月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
 

13ozインディゴヘリンボンデニム
13oz硫化ブラックブラックデニム
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

コットン×レザーサスペンダー
■SPD003-SWC 
ワークアイテムやミリタリーアイテムに使われ
る、肉厚30㎜巾綿テープと国産レザーを使用
した新型サスペンダーです。ナチュラルな風合
いとそれぞれの素材の経年変化を楽しんで頂
けるアイテムです。伸縮自在のゴムを使用し、
使い勝手や付け心地にもこだわりました。バッ
クレザーパーツ下のゴム部分にはSWCネーム
が付属します。

color ブラック    
size   FREE 
price  ￥11,000＋税   

delivery  9月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

30㎜巾綿テープ
国産ヌメ革
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
日本製

ワークパンツ

15,000+税

9月予定



P04 P07

spec▲

  ▲

　　▲
▲

▲

  ▲

　▲

 　　

10oz刀耳セルビッチデニム
カツラギ生地（C-100％）
ユニバーサルファスナー
刺繍入り

オリジナルワッペン
SAMURAI CLUBネーム
日本製

　

通年着やすいライトアウター
サムライ倶楽部チャンピオンジャケットです。生地は10ozインディゴデニムと、風合いの良い
COTTON100％のカツラギで、太めの糸で織った綾織りで少しライトですが丈夫な素材です。
10oz刀耳セルビッチデニムは後ろ身頃に、カツラギ生地は左肩にはオリジナルワッペン「 PEACE 
BELL」が付き、雰囲気の良いチェーン刺繍で左胸に「Neutnality 」バックには豪華に「 SAMU-
RAI CLUB SHIRTS JACKETS 」が入ります。シルエットはラグランスリーブにドッグイヤーカラー
でややタイトでショート丈です。一重で通年着やすいライトアウターです。

■SCCJK19-01/02
チャンピオンジャケット

01：￥30,000+税

02：￥28,000+税
price 

color          

size 

01：インディゴ
02：レッド・アイボリー
S・M・L・XL・XXL

delivery 9月予定

color          
size 

インディゴ   
28～36・38・40 

24,800+税

　　　 8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

01：インディゴ02：アイボリー 02：レッド



P04 P05

spec▲

  
　　▲

▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

コーティング加工ヘビィー
ナイロン生地
5W太コーデュロイ生地
WALDESリバーシブルファスナー

刺繍入り
別注リブ
SAMURAI CLUBネーム
日本製

　

■SCRC19-RV ナイロンとコーデュロイ生地によるリバーシブルジャケットです。生地は防水性機能のあるコー
ティング加工を施した厚手のブラックナイロン生地と5W太コーデュロイ生地のレッドです。異素
材生地の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。両面ブ
ラックカラーのリブは別注で編み立てました。ブラック側には、豪華に刺繍で左胸に「Samurai 
motors」バックには新キャラクターのグラフィックデザイン刺繍が入ります。レッド側にはシンプル
に左胸に刺繍で「 Samurai motors 」が入り刺繍下部にポケットが付きます。サムライ倶楽部ら
しいリバーシブルジャケットです。42,000+税price  ￥

color          
size 

ブラック×レッド  
S・M・L・XL・XXL

delivery 10月予定

spec▲

  ▲

　　▲
▲

▲

  ▲

　▲

 　　▲

T/C  (E-82 C-18)
サテン生地
中綿デュポン製ソロナ
ユニバーサルファスナー

　

面ファスナー
別注リブ
二輪車倶楽部ネーム
日本製

■MCRJ19
機能性ナイロン素材を使用したスペクタージャケットです。表地の生地「ハイカウントウェザー」
は、タテ糸にポリエステル、ヨコ糸にコンパクトコットンを使用した素材で撥水加工も施しており
T/Cの特性を活かしTOP調のカラー表現が独特の雰囲気を醸しています。摩擦や悪天候にも
強い素材です。中綿はデュポン社の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す。右袖にはポケットとオリジナルワッペン「 SMCC RACING MOTO 
」が付きます。フードは取り外し可能となっています。

42,000+税price  ￥

color          
size 

ブラック・ブルー・レッド   
S・M・L・XL・XXL

delivery 11月予定
※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。

リバーシブルジャケット　　

スペクタージャケット

reversible



P06 P07

15oz倭魂セルビッチデニム
15ozキナリへリンボン
　　　　　　　　　セルビッチデニム
倭インディゴジャガードスレーキ
純銀鍍金鉄製倭桜ボタン
純銀鍍金倭桜リベット
専用革パッチ・フラッシャー
倭鳳凰ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

spec

ミリタリープルオーバータイプのデニム
シャツです。生地は約10ozインディゴデ
ニムと、インディゴデニムとヒッコリーデ
ニムの切り替えバージョンです。インディ
ゴデニム・ヒッコリーデニムは色落ちする
事によって全体的に深みのある色落ち
を楽しめます。シャツのデザインは両胸
に横開きのポケットが付き、中に入れた
物が落ちにくい仕様になっています。大
戦時ならではの簡素な仕様を再現し、
ヴィンテージ感溢れる無骨なディテール
です。様々なシーンで幅広く着て頂ける
ワークシャツです。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

  

10oz刀耳セルビッチデニム
12ozヒッコリーデニム
サムライ倶楽部ネーム
メタルソーオンボタン
ワンウォッシュ済
日本製

color インディゴ・ヒッコリー
size   S・M・L・XL・XXL
price  ￥18,000＋税   

delivery 9月予定

■SCPO19-D
デニムプルオーバーシャツ

■SMJS19-101
ジャージ

spec▲

  ▲

　▲

 　　

ポリエステルスムース
WALDESコイルファスナー
日本製

color レッド・ネイビー  

size   S・M・L・XL・XXL
price  ￥15,000＋税 

delivery 9月末予定

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。

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。

spec▲

  ▲

 　　▲

ポリエステルスムース
WALDESコイルファスナー
日本製

color ブラック・レッド
size   S・M・L・XL・XXL
price  ￥15,000＋税   

delivery  9月末予定

■SCJS19-101 
ジャージ　　　　　　　

P06 P05

spec▲

  
　　▲

▲

▲

  ▲

　▲

 　　

機能性ナイロン100％ 
DELFY (専用ラベル有り)
裏地ボア
ラバープリント

スナップボタン
二輪車倶楽部ネーム
日本製

■MCCJF19
機能性ナイロンによるフード付きコーチジャケットです。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を備え防水・透
湿性素材「デルフィ」の機能も兼ね備えています。裏地にはボアを使用し保温性を高めていま
す。サムライ倶楽部らしい遊び心と拘りを込め、左胸・後ろ身頃には迫力のあるグラフィックをラ
バープリントしています。様々なシーンで幅広く着て頂けるジャケットです。

36,000+税price  ￥

color          
size 

ブラック・オレンジ・ブラック×オレンジ
S・M・L・XL・XXL

delivery 11月予定

spec▲

  ▲

　　▲
▲

▲

  ▲

　
10oz刀耳セルビッチデニム
12ozヒッコリーデニム
サムライ倶楽部ネーム
メタルソーオンボタン

ワンウォッシュ済
日本製

　

■SCCV19 ライトデニムによるカバーオールです。生地は約10ozインディゴデニムと、12ozヒッコリーデニムと
インディゴデニムとの切り替えバージョンです。インディゴデニム・ヒッコリーデニムは色落ちする事
によって全体的に深みがでます。2ポケット5ボタンで、ポケットフラップは生地向きの違いから経年
変化も異なり色落ちを楽しめます。大戦時ならではの簡素な仕様を再現し、ヴィンテージ感溢れる
無骨なディテールです。ワークカバーオールのオリジンともいうべきシンプルデザインで、様々な
シーンで幅広く着て頂けるライトオンスデニムワークジャケットです。

24,000+税price  ￥

color          
size 

インディゴ・ヒッコリー
S・M・L・XL・XXL

delivery 9月予定

※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。

コーチジャケット

デニムカバーオール
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15oz倭魂セルビッチデニム
15ozキナリへリンボン
　　　　　　　　　セルビッチデニム
倭インディゴジャガードスレーキ
純銀鍍金鉄製倭桜ボタン
純銀鍍金倭桜リベット
専用革パッチ・フラッシャー
倭鳳凰ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

spec

ミリタリープルオーバータイプのデニム
シャツです。生地は約10ozインディゴデ
ニムと、インディゴデニムとヒッコリーデ
ニムの切り替えバージョンです。インディ
ゴデニム・ヒッコリーデニムは色落ちする
事によって全体的に深みのある色落ち
を楽しめます。シャツのデザインは両胸
に横開きのポケットが付き、中に入れた
物が落ちにくい仕様になっています。大
戦時ならではの簡素な仕様を再現し、
ヴィンテージ感溢れる無骨なディテール
です。様々なシーンで幅広く着て頂ける
ワークシャツです。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

  

10oz刀耳セルビッチデニム
12ozヒッコリーデニム
サムライ倶楽部ネーム
メタルソーオンボタン
ワンウォッシュ済
日本製

color インディゴ・ヒッコリー
size   S・M・L・XL・XXL
price  ￥18,000＋税   

delivery 9月予定

■SCPO19-D
デニムプルオーバーシャツ

■SMJS19-101
ジャージ

spec▲

  ▲

　▲

 　　

ポリエステルスムース
WALDESコイルファスナー
日本製

color レッド・ネイビー  

size   S・M・L・XL・XXL
price  ￥15,000＋税 

delivery 9月末予定

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。

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。

spec▲

  ▲

 　　▲

ポリエステルスムース
WALDESコイルファスナー
日本製

color ブラック・レッド
size   S・M・L・XL・XXL
price  ￥15,000＋税   

delivery  9月末予定

■SCJS19-101 
ジャージ　　　　　　　



■SCT19-105

■SCLT19-101

■SMLT19-101

■SAFLT19-101

LONG SLEEVE T-SHIRT
ーオリジナルヘビィーウェイトＴシャツー

size  S・M・L・XL・XXL

price  
￥7,000＋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

color ホワイト・ブラック

（半袖Ｔシャツ）

price  
￥9,500＋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

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

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

color ホワイト・ブラック・モスグリーン

price  
￥9,500＋税 

color ホワイト・ブラック・モスグリーン

price  
￥9,500＋税  

color ホワイト・ブラック・モスグリーン

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。

P08

delivery 
6月予定

delivery 
8月末予定

delivery 
8月末予定

delivery 
8月末予定

目付の重いミディアムウエイトのスウェットシリーズです。二本針を基本とした丈夫な縫製仕様に加え、長年の着用に耐えうるよう細か
なところに補強のステッチも加えた仕様としています。また、重ね着をした時の着心地と見え方を考慮して、厚みが出る部分には四本
針フラットシーマ縫製、フードは古着の立体感のある形状を参考にし、頭がすっきりと入るようにアップデートしています。サイズ感もそ
れぞれ例年のものから微調整を加え、現代のスタイルに合うように作成したものを採用しています。

■SCS19-101

MDIAM WEIGHT SWEAT
ー丸胴ミディアムウエイトスウェットー

size  S・M・L・XL・XXL

price  
￥13,500＋税 

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲

 　

19/11丸胴裏毛
はめこみ両Vガゼット
セットインスリーブ
二本針　

▲

日本製

color 杢グレー・ブラック

spec

17oz武士道セルビッチデニムを使
用したデニムサコッシュになります。
裏生地にはサムライ自動車倶楽部
パーツ柄スレーキを使用しています。
財布、手帳、携帯など小物の収納に
便利です。長く使うほどに、経年変化
を楽しめます。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

17oz武士道セルビッチ生地
サムライ自動車倶楽部パーツ柄スレーキ
自動車倶楽部ネーム
YKKファスナー
日本製

color インディゴ
size   縦20cm×横25cm×マチ8cm
　　　　　　（ヒモ130㎝）
price  ￥7,500＋税   

delivery 9月予定

■SCDSS19
デニムサコッシュ

spec

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。

▲

  ▲

　
 　　▲

▲
▲

  

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
日本製

color インディゴ・ヒッコリー
size   タテ25ｃｍ（フラップ部含む）
　　　　　　ヨコ10ｃｍ・マチ3ｃｍ
price  ￥8,000＋税   

delivery 12月予定

■SMSPC19
スマホケース

delivery 
9月末予定

P09



■SCT19-105

■SCLT19-101

■SMLT19-101

■SAFLT19-101

LONG SLEEVE T-SHIRT
ーオリジナルヘビィーウェイトＴシャツー

size  S・M・L・XL・XXL

price  
￥7,000＋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

color ホワイト・ブラック

（半袖Ｔシャツ）

price  
￥9,500＋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

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

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

color ホワイト・ブラック・モスグリーン

price  
￥9,500＋税 

color ホワイト・ブラック・モスグリーン

price  
￥9,500＋税  

color ホワイト・ブラック・モスグリーン

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。

P08

delivery 
6月予定

delivery 
8月末予定

delivery 
8月末予定

delivery 
8月末予定

目付の重いミディアムウエイトのスウェットシリーズです。二本針を基本とした丈夫な縫製仕様に加え、長年の着用に耐えうるよう細か
なところに補強のステッチも加えた仕様としています。また、重ね着をした時の着心地と見え方を考慮して、厚みが出る部分には四本
針フラットシーマ縫製、フードは古着の立体感のある形状を参考にし、頭がすっきりと入るようにアップデートしています。サイズ感もそ
れぞれ例年のものから微調整を加え、現代のスタイルに合うように作成したものを採用しています。

■SCS19-101

MDIAM WEIGHT SWEAT
ー丸胴ミディアムウエイトスウェットー

size  S・M・L・XL・XXL

price  
￥13,500＋税 

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲

 　

19/11丸胴裏毛
はめこみ両Vガゼット
セットインスリーブ
二本針　

▲

日本製

color 杢グレー・ブラック

spec

17oz武士道セルビッチデニムを使
用したデニムサコッシュになります。
裏生地にはサムライ自動車倶楽部
パーツ柄スレーキを使用しています。
財布、手帳、携帯など小物の収納に
便利です。長く使うほどに、経年変化
を楽しめます。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

17oz武士道セルビッチ生地
サムライ自動車倶楽部パーツ柄スレーキ
自動車倶楽部ネーム
YKKファスナー
日本製

color インディゴ
size   縦20cm×横25cm×マチ8cm
　　　　　　（ヒモ130㎝）
price  ￥7,500＋税   

delivery 9月予定

■SCDSS19
デニムサコッシュ

spec

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。

▲

  ▲

　
 　　▲

▲
▲

  

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
日本製

color インディゴ・ヒッコリー
size   タテ25ｃｍ（フラップ部含む）
　　　　　　ヨコ10ｃｍ・マチ3ｃｍ
price  ￥8,000＋税   

delivery 12月予定

■SMSPC19
スマホケース

delivery 
9月末予定

P09


