


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

平織りで高密度の10oz T/C 先染めキャンバス（E/50％ C/50％）です。皺になりにくく速乾性にも優れると共にインディゴ・ブラックの経年変化
も楽しめます。着用し始めの質感と、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ワークショートパンツです。股下は穿きやすさと稼働率を広くする為に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、幅広く着用頂けるます。シルエットは太からず細からずの穿きやすい形です。

SAMURAI WORK CLOTHES TC シリーズ

SWC250TC19-IB color          
size 

  インディゴ・ブラック
28・30・32・34・36・38・40 

price    ￥
delivery

15,000+税

5月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　▲

インディゴT/C生地（E-50%／C-50%）
ブラックT/C生地（E-50%／C-50%）
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

spec

TCプルオーバーベスト
SWCVS19
新型TCプルオーバーベストです。
襟回りは広めにしており、左胸にはポ
ケットが付きます。プルオーバーでも着
脱しやすく、ジャケットのインナーやシャ
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
長いシーズン着用頂けます。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

インディゴT/C生地（E-50%／C-50%）
ブラックT/C生地（E-50%／C-50%）
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
猫目鉛ボタン
ワンウォッシュ済

▲

日本製

color インディゴ・ブラック          
size   S・M・L・XL
price  ￥13,000＋税   

delivery  4月予定

spec

SWCワークキャップ
SWC201WC-IB
T/C先染めキャンバス生地によるワー
クキャップです。6枚パネルをセンター取
りにし、庇部分とサイドにステッチが入り
ます。右側面には隠しポケットも付きま
す。また、内寸を微調整可能な仕様（内
寸出し約1インチ）になっており、幅広く
着用頂けます。生地の雰囲気・肉厚も
程良く長いシーズン着用頂けます。

▲

  ▲

　▲

 　　

▲
▲

インディゴT/C生地（E-50%／C-50%）
ブラックT/C生地（E-50%／C-50%）
Samurai WORK CLOTHES
専用ラベル・ネーム
Side　Pocket
ワンウォッシュ済

▲

日本製

color インディゴ・ブラック   
size   FREE
price  ￥7,000＋税   

delivery  6月予定

ワークショートパンツ



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

平織りで高密度の10oz T/C 先染めキャンバス（E/50％ C/50％）です。皺になりにくく速乾性にも優れると共にインディゴ・ブラックの経年変化
も楽しめます。着用し始めの質感と、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ワークショートパンツです。股下は穿きやすさと稼働率を広くする為に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、幅広く着用頂けるます。シルエットは太からず細からずの穿きやすい形です。

SAMURAI WORK CLOTHES TC シリーズ

SWC250TC19-IB color          
size 

  インディゴ・ブラック
28・30・32・34・36・38・40 

price    ￥
delivery

15,000+税

5月予定

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　▲

インディゴT/C生地（E-50%／C-50%）
ブラックT/C生地（E-50%／C-50%）
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

spec

TCプルオーバーベスト
SWCVS19
新型TCプルオーバーベストです。
襟回りは広めにしており、左胸にはポ
ケットが付きます。プルオーバーでも着
脱しやすく、ジャケットのインナーやシャ
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
長いシーズン着用頂けます。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲ 　

▲

インディゴT/C生地（E-50%／C-50%）
ブラックT/C生地（E-50%／C-50%）
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
猫目鉛ボタン
ワンウォッシュ済

▲

日本製

color インディゴ・ブラック          
size   S・M・L・XL
price  ￥13,000＋税   

delivery  4月予定

spec

SWCワークキャップ
SWC201WC-IB
T/C先染めキャンバス生地によるワー
クキャップです。6枚パネルをセンター取
りにし、庇部分とサイドにステッチが入り
ます。右側面には隠しポケットも付きま
す。また、内寸を微調整可能な仕様（内
寸出し約1インチ）になっており、幅広く
着用頂けます。生地の雰囲気・肉厚も
程良く長いシーズン着用頂けます。

▲

  ▲

　▲

 　　

▲
▲

インディゴT/C生地（E-50%／C-50%）
ブラックT/C生地（E-50%／C-50%）
Samurai WORK CLOTHES
専用ラベル・ネーム
Side　Pocket
ワンウォッシュ済

▲

日本製

color インディゴ・ブラック   
size   FREE
price  ￥7,000＋税   

delivery  6月予定

ワークショートパンツ



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

新型TC半袖ワークシャツです。生地は、TCウェ
ザー特有のシャリ感と、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。右胸にワークテイストを感
じさせるオリジナルデザイン「SWC SAMURAI 
WORK CLOTHES」が入り、後ろ身頃には「SWC 
DURABLUE」が入ります。少しゆったりとした
シルエットで全てスナップボタンで脱着しやすく
なってます。生地の雰囲気・肉厚も程良く長い
シーズン着用頂けます。

SAMURAI WORK CLOTHES series
SWCWS19-CT

SWCT19-101 SWCT19-102

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

T/Cウェザー生地（E/65％ C/35％）
ハーフラバープリント
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
スナップボタン

▲

ワンウォッシュ済

▲

日本製

spec

SWCベースボールキャップ
SWC101BC-CT
新型ベースボールワークキャップです。
生地は、平織りの高密度ツイルで皺に
なりにくく速乾性にも優れた生地です。
シルエットは少し浅目で、額に絶妙に
フィットするバイザーとのバランスで被り
やすい仕様になっています。サイズは調
整可能のアジャスターが付きます。
フロントには小ぶりな新しいデザインの
「 S W C 」刺繍ロゴが入ります。シーズ
ン問わず飽きのこないシンプルで末永
く愛用して頂けるキャップです。製品は
ワンウォッシュ済です。

▲

  ▲

　▲

 　　

▲
▲

T/Cツイル生地（E-65%／C-35%）
SWC刺繍
Samurai WORK CLOTHES
専用ラベル・ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color ブラック、ネイビー
size   FREE
price  ￥7,000＋税   

delivery  6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
Samurai WORK CLOTHES
専用ラベル・ネーム
丸胴
日本製

color          
size 

ホワイト・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

15,000+税

4月予定SWCシャツ

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

なってます。生地の雰囲気・肉厚も程良く長い

T/Cウェザー生地（E/65％ C/35％）

Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム▲

日本製



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

新型TC半袖ワークシャツです。生地は、TCウェ
ザー特有のシャリ感と、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。右胸にワークテイストを感
じさせるオリジナルデザイン「SWC SAMURAI 
WORK CLOTHES」が入り、後ろ身頃には「SWC 
DURABLUE」が入ります。少しゆったりとした
シルエットで全てスナップボタンで脱着しやすく
なってます。生地の雰囲気・肉厚も程良く長い
シーズン着用頂けます。

SAMURAI WORK CLOTHES series
SWCWS19-CT

SWCT19-101 SWCT19-102

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

T/Cウェザー生地（E/65％ C/35％）
ハーフラバープリント
Samurai WORK CLOTHESラベル
Samurai WORK CLOTHESネーム
スナップボタン

▲

ワンウォッシュ済

▲

日本製

spec

SWCベースボールキャップ
SWC101BC-CT
新型ベースボールワークキャップです。
生地は、平織りの高密度ツイルで皺に
なりにくく速乾性にも優れた生地です。
シルエットは少し浅目で、額に絶妙に
フィットするバイザーとのバランスで被り
やすい仕様になっています。サイズは調
整可能のアジャスターが付きます。
フロントには小ぶりな新しいデザインの
「 S W C 」刺繍ロゴが入ります。シーズ
ン問わず飽きのこないシンプルで末永
く愛用して頂けるキャップです。製品は
ワンウォッシュ済です。

▲

  ▲

　▲

 　　

▲
▲

T/Cツイル生地（E-65%／C-35%）
SWC刺繍
Samurai WORK CLOTHES
専用ラベル・ネーム
ワンウォッシュ済
日本製

color ブラック、ネイビー
size   FREE
price  ￥7,000＋税   

delivery  6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
Samurai WORK CLOTHES
専用ラベル・ネーム
丸胴
日本製

color          
size 

ホワイト・ブラック
XS・S・M・L・XL・XXL 

price    ￥
delivery

15,000+税

4月予定SWCシャツ

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

P02 P03

SM310DX-HCII
自動車倶楽部ヒッコリーワークパンツ

17ozダブルニーワークパンツ

定番ヒッコリー310ペインターパンツです。生地はオリジナル17ozヒッコ
リーブルーカラーです。17ozのなかにも柔軟性があり、穿きこむごとにイ
ンディゴとキナリ糸が風合い豊かになります。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ちます。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です。脇など
にツールポケットが付きワークパンツとしての機能性も考えられています。

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。シルエットはやや細身で穿きやすいシルエットです。

SM410DBN

color          
size 

インディゴヒッコリー      
28～36・38・40 

18,800+税price    ￥

color          
size 

インディゴ        
28～36・38・40 

24,800+税

色落ちサンプル

price    ￥

spec▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

▲

  ▲

　
17ozヒッコリーブルーカラーセルビッチ
パーツ柄スレーキ
鉄製タイヤボタン
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▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

　　

▲

  ▲

　　

　　

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

　



P03P04

spec

ストライプペインターショートパンツ
SM155DX-ST
人気の310DXペインターパン
ツシリーズの短パンです。生地
は10oz程のインディゴストライ
プになります。しっかりとした生
地感でインディゴ糸の変化も楽
しみです。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
ルを持ちます。シルエットは太か
らず細からずの穿きやすい形で
す。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

インディゴストライプ生地
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

　

▲

  ▲

　

color インディゴストライプ     
size   28・30・32・34
　　　　　　36・38・40
price  ￥18,000＋税   

delivery  3月予定

ピンストライプペインターショートパンツ
SM155DX-PS
人気の310DXペインターパン
ツシリーズの短パンです。生地
は10oz程のピンストライプにな
ります。しっかりとした生地感で
インディゴ糸の変化も楽しみで
す。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
ちます。シルエットは太からず細
からずの穿きやすい形です。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

インディゴピンストライプ生地
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

▲

  ▲

　

color インディゴピンストライプ        
size   28・30・32・34
　　　　　　36・38・40
price  ￥18,000＋税   

delivery  3月予定

color インディゴ  
size   XS・S・M・ L
　　　　　　XL・XXL
price  ￥16,000＋税   

delivery  3月予定

spec

自動車倶楽部半袖ガススタシャツ
SMGS19
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。今回生地
は、10oz刀耳セルビッチデニムを使用
し切り替え部分の襟・袖先部分も全て
デニムで統一致しました。また、ラバー
ボタンを採用し、安全性に優れ大事な
愛車などを傷付けない仕様となってい
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。プリントも細部
までこだわり、左胸と後ろ身後に入りま
す。製品はワンウォッシュ済となります。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

10oz刀耳セルビッチデニム生地
自動車倶楽部ネーム
ラバーボタン
プリント入り
ワンウォッシュ済
日本製

spec
10oz刀耳セルビッチデニム生地

        

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。

SCT19-102

SCT19-101　 

SJCT19-101

SMT19-101

SMT19-102

heavy weight T-shirt
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・モスグリーン・ピンク          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  3月予定

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

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

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定



P03P04

spec

ストライプペインターショートパンツ
SM155DX-ST
人気の310DXペインターパン
ツシリーズの短パンです。生地
は10oz程のインディゴストライ
プになります。しっかりとした生
地感でインディゴ糸の変化も楽
しみです。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
ルを持ちます。シルエットは太か
らず細からずの穿きやすい形で
す。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

インディゴストライプ生地
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

　

▲

  ▲

　

color インディゴストライプ     
size   28・30・32・34
　　　　　　36・38・40
price  ￥18,000＋税   

delivery  3月予定

ピンストライプペインターショートパンツ
SM155DX-PS
人気の310DXペインターパン
ツシリーズの短パンです。生地
は10oz程のピンストライプにな
ります。しっかりとした生地感で
インディゴ糸の変化も楽しみで
す。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
ちます。シルエットは太からず細
からずの穿きやすい形です。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

インディゴピンストライプ生地
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

▲

  ▲

　

color インディゴピンストライプ        
size   28・30・32・34
　　　　　　36・38・40
price  ￥18,000＋税   

delivery  3月予定

color インディゴ  
size   XS・S・M・ L
　　　　　　XL・XXL
price  ￥16,000＋税   

delivery  3月予定

spec

自動車倶楽部半袖ガススタシャツ
SMGS19
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。今回生地
は、10oz刀耳セルビッチデニムを使用
し切り替え部分の襟・袖先部分も全て
デニムで統一致しました。また、ラバー
ボタンを採用し、安全性に優れ大事な
愛車などを傷付けない仕様となってい
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。プリントも細部
までこだわり、左胸と後ろ身後に入りま
す。製品はワンウォッシュ済となります。

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

10oz刀耳セルビッチデニム生地
自動車倶楽部ネーム
ラバーボタン
プリント入り
ワンウォッシュ済
日本製

spec

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。

SCT19-102

SCT19-101　 

SJCT19-101

SMT19-101

SMT19-102

heavy weight T-shirt
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・モスグリーン・ピンク          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  3月予定

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

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

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定

delivery 
3月予定



MCT19-102

MCT19-101　 

SUT19-101

SCT19-103

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・モスグリーン・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

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,800＋税 

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（リペン）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。

ripen cotton T-shirt
ーリペンコットン吊編Tシャツー

color アイボリー・スミクロ・リペンブルー・グレープ          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  4月予定

spec 【クルーネック】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
【ヘンリーネック】18/- リペンコットン吊編天竺 / パイピング / 丸胴・日本製

delivery 
3月予定

delivery 
4月予定

delivery 
3月予定

delivery 
4月予定

ーポケットＴシャツー

SMT19-103

SCT19-104　 

MCT19-103

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

price  
￥8,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

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コラボ

spec

リアルレーシングコラボTシャツSMT19-104

▲

  ▲

　▲

 　　▲

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      
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥7,000＋税   

delivery  3月予定

spec

リアルレーシングコラボ
パイピングヘンリーネックSMT19-105

▲

  ▲

　▲

 　　▲

18/- リペンコットン吊編天竺
パイピング
丸胴
日本製

color アイボリー・スミクロ・リペンブルー
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥8,800＋税   

delivery  4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定



MCT19-102

MCT19-101　 

SUT19-101

SCT19-103

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・モスグリーン・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

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,000＋税 

price  
￥7,800＋税 

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（リペン）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。

ripen cotton T-shirt
ーリペンコットン吊編Tシャツー

color アイボリー・スミクロ・リペンブルー・グレープ          
size   XS・S・M・L・XL・XXL 
delivery  4月予定

spec 【クルーネック】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
【ヘンリーネック】18/- リペンコットン吊編天竺 / パイピング / 丸胴・日本製

delivery 
3月予定

delivery 
4月予定

delivery 
3月予定

delivery 
4月予定

ーポケットＴシャツー

SMT19-103

SCT19-104　 

MCT19-103

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

price  
￥8,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

price  
￥7,800＋税 

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コラボ

spec

リアルレーシングコラボTシャツSMT19-104

▲

  ▲

　▲

 　　▲

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      
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥7,000＋税   

delivery  3月予定

spec

リアルレーシングコラボ
パイピングヘンリーネックSMT19-105

▲

  ▲

　▲

 　　▲

18/- リペンコットン吊編天竺
パイピング
丸胴
日本製

color アイボリー・スミクロ・リペンブルー
size   XS・S・M・L・XL・XXL
price  ￥8,800＋税   

delivery  4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定

delivery 
4月予定



P11

spec

国産キャンバススニーカー
SM92LOW19-

▲

  ▲

　▲

 　　▲
▲

▲

バルカナイズ製法
10号帆布 （パラフィン樹脂防水加工）
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 レッド×ホワイト 
           オレンジ×ブラック     
size  6（24.0） 7(25.0)  8(26.0)  
　　　　　 9(27.0)  10(28.0)
price  ￥24,800＋税   

delivery  6月予定

P08

ご好評頂いておりますSM92シリーズ、初のキャンバス生地仕様です。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。
生地は堅牢な帆布（キャンバス）です。経糸、緯糸ともに太番手の糸で強い力で密
に織られている厚手の平織物です。パラフィン樹脂防水加工をすることにより、汚れ
にく、防水性を高める効果と使い込むことによる独特のエイジングも楽しむこともで
きます。ソールカラーもボディー色目と合わせ今までにないカラーリングです。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。
（※紐は一色のみ付属します。オレンジ「黒紐」・レッド「白紐」）
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。

i
i iii

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。
2018年AWシーズンより新カラーとしてネイビー・レッドを加えた5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

color 

size
price
delivery 

ゴールド・シルバー・ブラック
ネイビー・レッド
FREE
￥4,600＋税   

1月予定

■ SMBLH101 -レンチ型キーホルダー-

spec


