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【 不良品の返品・交換 】
取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で不具合が生じた場合は
お渡し日より1年間無償修理いたします。その際はDMC事業本部にて受付を行い、
その後、DMC大阪配送センターにご郵送ください。

2021
現代のサムライ哀川翔プロデュース
日本最高峰の技術力から生まれた
男のためのフレーム「SAMURAI SHO」

【 修理品の受付 】
破損・故障等の修理につきましては、DMC事業本部にてお受付を行い、
その後、DMC大阪配送センターにご郵送ください。
現品は写真と一部仕様が異なる場合があります。

使用モデル SS-TR502 #1

Sunglasses Line

厳つく睨みつけるような力強い視線。常に格好良く威厳在る佇まいで男らしさ

もうひとりの闘う顔を鋭く魅せるパワーアイテム

知性、揺るぎない自信と力、凛とした美しさと共に流れ続ける。

勇 STYLE No. 35

勇 STYLE No. 36

勇 STYLE No. 37

勇 STYLE No. 38

勇 STYLE No. 39

心を洗って香と為し、体を恭んで華と為す

人人悉道器 相変わらずの日常に

名を尊び、自分に恥じない高潔な

百花繚乱の世の中でも戒驕戒躁の精神

雲外蒼天を信じ突き進んできた

優しい世界へと動き出す

己の使命己の探究心と可能性

武士道における人としての美学

諦めず手繰り寄せるのだ

青い空を目指し歩むことをやめない

この世の全てが安らぎと思いやりを持って

#1

使用モデル SS-Y315 #1

を演出。現代のサムライ哀川翔の熱い思いは研ぎ澄まされた感性とあふれる

惑わされ見失っていまいか

生き方を貫くこと それが名誉

己の信じた道は必ず開かれる

まだまだ道は長いのかも知れない

力強く睨む太めのブロウラインで 印 象 的なフォ

凛々しいスクエアシェイプのナイロールフレーム。

レイヤー 構 造のフロートセッティングブロウ 。

凛々しくエッジの効いたセクシーなシルエット。

睨 みの効いた厳ついフロントとエレガントで繊

ルム。ユニークなサイドシルエットがセクシーな

鋭 い 視 線 を 強 調 するメタルブロウが 印 象 的 。

ガツンとインパクトを醸し出す比類なきフォルム

知的さ漂うスマートなシェイプと少しクセのある

細なサイドシルエット。色香漂うセクシーなフォ

横 顔をクールに描き、男らしさを醸し出す

掛けこなしやすいファッショングラス

サイドも個性的なソリッド感が魅力的

尖ったテンプルで男らしい表情にアクセント

ルム。スマートに掛けやすいマストアイテム

no: SS-Y311
size: 60□14-140
color:
#1 ホワイト/ホワイトゴールド
lens: ライトグレーグラデ
#2 シルバー
lens: ダークグレー
#3 ブラック/シルバー
lens: グレーグラデ

※写真は参考サンプルです。実際の商品と形状、色など異なる場合がございます。

#1

no: SS-Y312
size: 59□15-140
color:
#1 ガンメタ/シルバー
lens: ダークグレー
#2 シルバー/ホワイト
lens: グレーグラデ
#3 ヘアラインシルバー/
シルバー
lens: グレー

#2

no: SS-Y313
size: 59□15-140
color:
#1 シルバー
lens: グレーミラーグラデ
#2 ブラック/シルバー
lens: ダークグレー
#3 ブラック/ホワイトゴールド
lens: グレー

#1

no: SS-Y314
size: 60□15-140
color:
#1 シルバー
lens: グレーミラーグラデ
#2 ホワイトゴールド
lens: グレーグラデ
#3 ガンメタ
lens: グレー

使用モデル SS-Y315 #1

#1

no: SS-Y315
size: 59□15-139
color:
#1 ホワイト
lens: グレーミラーグラデ
#2 シルバー
lens: グレーグラデ
#3 ブラック
lens: ライトグレーグラデ

令和
モデル

Ac e t a t e L i n e

血の通う人の暖かみに触れ、仁義に生きるサムライは

力みなぎる存在感と圧倒的なインパクト

智 STYLE No. R3

徒然なる日々、自灯明法灯明を思い

サムライならば不惜身命、

サムライらしい生き方も在る

謹厳実直に生きてゆきたい

SS-TR502 #1

#1

この無常の世で不惜身命、己が試される。

勇 STYLE No. R4

是を真実と疑わず迷わず生きる

SS-JR602 #1

時代の波に抗いながら己の正義を貫く生き方を選ぶ。

全力で向かい、己の選んだ道を信じて

人気の令 和シリーズ第二弾の登場。厚めのセル

凝った造りのデザインフレーム。サイドのパーソ

生地にシャープなエッジを施した 精 悍なフレー

ナル マー クは 上 品 な 七 宝 仕 様 。テンプル 内 側

ム。一際 凛々しい表情を作ります

にはパターンテクスチャ―が華やか

no: SS-TR502
size: 57□15-146
color:
#1 ブラック
#2 F : ブラック
T : ホワイト

使用モデル SS-Y315
#1
※写真は参考サンプルです。
実際の商品と形状、色など異なる場合がございます。

#1

no: SS-JR602
size: 57□16-142
color:
#1 ブラック
#2 F : ブラックササ
T : ブラック

使用モデル SS-TR502 #1

Business Line

日々日常の大半を社 会で 過ごす 。常に相 棒と共に 。それは 表 情の 一 部

現代社会の戦場でクールな眼差しで戦い挑む

智 STYLE No. 45

で 性 格のひとつ。他人が 作った自分もまた本当の自分のひとつ。自分の
人生から他人の人生に干渉するのも自分の選んだ人間関係のシナリオ。

智 STYLE No. 46

智 STYLE No. 47

智 STYLE No. 48

明日をも知れぬ激動の時代を歩み続ける

如意宝珠を手にして尚、誠実に生きる事は

永遠不変は無常の世の理、生滅流転し

世間虚仮と云えど世の事物を真実と誤り

人生の選択肢は常に今である

サムライは何を想うのか

堂々と生きてゆく

戒めて、心正しく或りたいと想う

どう闘うかどう生きるか己の意志が試される

#3

できるのか殺伐とした世の中に現代の

人生を繋ぐ真贋見定め天を仰いで

邪執を抱くことなく純粋な求道心で

鋭 角的につり上がったシャープなスクエアフロ

凛とした 力 強 いフォルム 。S A M U R A I S H O

睨むようなシェイプ 。特 徴 的なブロウラインが

力強いブロウラインに繊 細なナイロール 仕 様 。

ントが 表 情を凛 々しく引き締める 。こだ わりの

らしい 、鋭いデザインが魅力的なフレームライン

魅 力 。テンプル サイドに飛び 出した爪 が力強く

カッチリとしたスクエアシェイプについた、ナイ

モダンも特 徴的なポイント

を作り、マット色調がクールに映える

鋭い印象。表 情を引き締めます

ロールラインのカラーが 個性を演出

no: SS-T109
size: 57□15-138
color:
#1 ヘアラインシルバー
#2 グレー/シルバー
#3 ダークグレー/シルバー

※写真は参考サンプルです。実際の商品と形状、色など異なる場合がございます。

#1

no: SS-T110
size: 58□15-142
color:
#1 シルバー/ゴールド
#2 グレー/シルバー
#3 ダークグレー/シルバー

#1

no: SS-T111
size: 58□15-145
color:
#1 F : シルバー
T : ホワイト
#2 F : グレー
T : ブラックササ
#3 F : ダークグレー
T : レッドササ

#1

no: SS-T112
size: 59□15-136
color:
#1 シルバー
lens: ブラックライン
#2 ダークブルー/グレー
lens: ブルーライン
#3 ブラック/グレー
lens: レッドライン

使用モデル SS-T112 #1

Re l a x L i n e

都街の喧騒から離れ、一番落ち着ける場所へと向かう。心地よく目を閉じる

風の音を聞き素の自分を見つめる人になる

仁 STYLE No. 45

と柔らかな暖かさを感じる。気のおけない仲間と酒を酌み交わしひととき
の安らぎを心から愉しむ。英気を養いまた社会という戦場で闘える。

仁 STYLE No. 46

仁 STYLE No. 47

仁 STYLE No. 48

道心中に衣食有り、衣食中に道心無し

義を見てさぜるは勇なきなり 武士道に

自分自身の心に向き合う心の姿勢

大死一番、率先垂範 男に生まれたからには

一陽来復は必ず訪れる

サムライらしくありたい

美しく生きる姿勢 己の生きる指針

お天道様はいつでも見ている

地についた足を見て西施捧心に気づくなら

#2

込められた魂は一念不動、神色自若

日本の美学 武士道とは人が人として

男らしく、清く力強く生きる

ボリューム 感 の あ るソリッド な エッジ を 持 つ

目尻を鋭く尖らせたシャープなフロントシェイプ

エッジの立ったシャープなブロウと落ち着いた

目を 惹くカラーが 特 徴 的 なインパクトを放 つ

シャープなフロント 。立体 的なテンプル の 作る

と直 線 的に構成されたテンプルサイドデザイン

表 情を 魅 せるスクエアシェイプ マット質 感 が

凛々しく力強いブロウライン。テンプルサイドも

横 顔に光るパーソナルマーク

で漂う大人の男の色気

上品で 大 人の雰囲気を醸し出す

エンブレム風のパーソナルマークが光る

no: SS-J209
size: 57□16-137
color:
#1 グレー/シルバー
#2 ダークグレー/シルバー
#3 ブラック/グレー

※写真は参考サンプルです。実際の商品と形状、色など異なる場合がございます。

#1

no: SS-J210
size: 57□16-140
color:
#1 シルバー
#2 グレー/シルバー
#3 ダークグレー/シルバー

#1

no: SS-J211
size: 56□15-147
color:
#1 シルバー
#2 グレー/シルバー
#3 ブラック/グレー

#1

no: SS-J212
size: 57□15-145
color:
#1 F : シルバー
T : ブルーササ
#2 F : ヘアラインライトグレー
T : ブラックササ
#3 F : グレー
T : ブラック

使用モデル SS-J209 #2

水の反射を抑え、視界から得られる情報をより正確に感じとることができます。

対峙した瞬間 、男の顔はサムライになる

今までのサングラスでは感じ取れなかった「色の変化」に気づくことでしょう。
従来のレンズにはない透き通った視界を得られる唯一無二の偏光レンズです。

SS-F404 #2

遊びにスポーツに、アクティブに応える

SS-F406 #3

遊びだって真剣に

レジャーにスポーツに

行動派サングラス

スポーツ、遊びをクールにこなす

着回し無限大のアクティブギア

大きくホールド感のあるテンプル。
ラバーモダン使用でフィット感も気持ちいい

弓状のラインでスピード感があるテンプル。
フェイスをがっつりホールドする安定感

レンズに負担が少ないフローティング仕様。
エッジの効いた滑らかなテンプルが魅力

アウトドアに欠かせない

凛々しいデザインで

着こなし自由

SS-F405 #3

#2

■Neo Light Gray
レンズ濃度
可視光線透過率
偏光度

70%
30％
99％

■Neo Green
レンズ濃度
可視光線透過率
偏光度

74%
26％
99％

光の透過率が高く、光の変化の激しい環境での使用に適しています。例えば山道
のドライブ。通常のサングラスの場合、急にトンネルに入ると暗く感じてしまいま
すが、視認性が高いカラー設定にしているのでコントラスト効果も向上し、安全か
つオールマイティーにお使いいただけます。

目に刺激が強いと言われる短波長を大きくカットすることによりスッキリとした
視界を得られます。明暗のコントラスト効果も高いカラー設定に加え色調の感度
も向上する目に優しいカラー設定です。光量の少ない時間帯から、日中の日差し
まで対応できるバランスが特徴です。

■Neo Black
レンズ濃度
可視光線透過率
偏光度

可視光線域を自然な色調で捉えられるとともに、580nmの抑制によってコントラスト効果が
83%
17％
99％

■Neo Amber
レンズ濃度
可視光線透過率
偏光度

76%
24％
99％

向上するハイパフォーマンス設計です。夏の日差しや、雪山での雪面からの反射など、刺激の
強い光の環境において効果を感じます。濃度の高い偏光レンズは、立体感を掴みづらい場合
がありますが、光のバランスをコントロールすることにより立体感をより感じる波長設計です。

適度な明るさをキープしながら温かみのあるブラウンに色調を抑えたカラー設定です。水中
に溶け込んだストラクチャーやラインの動きなど、色調の変化をとらえやすく目への負担が少

no: SS-F404
size: 60□15-140
color:
#1 ホワイト
lens: ネオアンバー/
レッドミラー
#2 シルバー
lens: ネオライトグレー
#3 ブラック
lens: ネオグリーン

#3

no: SS-F405
size: 59□15-144
color:
#1 ホワイト
lens: ネオライトグレー
#2 シルバー
lens: ネオブラック
#3 ホワイトゴールド
lens: ネオグリーン/
シルバーミラー

ないコントラストカラーです。眼へのストレスとなる短波長域をよりカットした波長特性です。

frame: made in china / lens: made in japan ＊度付きレンズ対応設計

※写真は参考サンプルです。実際の商品と形状、
色など異なる場合がございます。

#3

no: SS-F406
size: 59□16-135
color:
#1 ホワイトゴールド/ホワイト
lens: ネオライトグレー/
シルバーミラー
#2 ホワイトゴールド/ブラック
lens: ネオアンバー
#3 シルバー/ネイビー
lens: ネオブラック

