使用モデル SS -T116 #1

勇 ST YLE No. 40

勇 ST YLE No. 41

勇 ST YLE No. 42

勇 ST YLE No. 43

良きにつけ悪しきにつけ諸行無常。

義をもって師となり、幾ばくの時を経て

枯木裏龍吟、腰を落としどっしりと構える。

擾乱の如く留まる事の無い動乱の時代。

名誉と信条は譲れない。男の生きざま。

時代の流れを感じる。魂は受け継がれる。

燻し銀の存在感。

其の場所で身命惜しまず全力を尽くす。

男らしく太いブローが睨むような印象表情をキリリと
締めるソリッドな造形。サイドにもパーソナルマーク
がキラリ。

掛けやすく合わせやすいフロントシェイプ。サイド
に浮き出たパーソナルマークがキラリと印象的。

ただ一日一生な生き方であろう。

出藍之誉に喜びを世代交代に

力強くしっかりしたフロントは威圧感と男らしさを
醸し出します。存在感のあるモデル。

SS -Y316
size 59□16-140
color:
#1 ホワイト
lens : グレーミラーグラデ
#2 ブラック
lens : ライトブルー
#3 ブラック
lens : ダークグレー

使用モデル SS -Y318 #2

何を言わなくとも只其処に居るだけで

鋭い視線を強調する凛々しいスクエアシェイプの
フロント。
テンプルサイドにもパーソナルマーク。

#3

※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。

SS-Y317
size 61□15-142
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
#3 ガンメタ
lens: グレーグラデ

#1

SS-Y318
size 59□16-142
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

勇 ST YLE No. 44
磨励自彊を忘れる事なく志操堅固。

人間到る処青山有り、

#2

SS-Y319
size 59□15 -142
color :
#1 ホワイトゴールド
lens : ライトグレーグラデ
#2 ヘアラインシルバー
lens : グレー
#3 ガンメタ
lens : グレーミラーグラデ

鋭く睨む視線の先には己の目指す男の姿。
現代のSAMURAIは此処に在り。

精悍な表情を作るシャープなナイロール。サイドの
ラインも美しく鋭角的なフォルム。
スタイリッシュな
逸品。

#2

SS-Y320
size 59□15-140
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: ダークグレー

#3

令和
モデル

Limited
KAKOU

智 ST YLE No. R5
Slim Me tal L ine

鋭角的に突き刺さる
美しく靭やかなフォルム

仁 ST YLE No. R6

嘔心瀝血し築いた責任の伴う立場。

薄れゆく義理人情。軽薄な責任感、

世のため人のためと克己復礼を肝にして

我欲に溺れる世界にありながらせめて武士道を

シャープなスクエアフロントシェイプ。凛とした表情
を作る太めのアセテート。がっしりと男らしいアセ
テートフレーム。

天地深めの視界良好フレーム。
セル生地仕様の間
違いなく凛々しい男前フレーム。

社会の侍は不動の念を抱く。

忘れず敬天愛人につとめ勤倹力行を成す。

SS -TK701 #2
SS-JK801 #1

中心に一本芯を通わせ落ち着き払ったその姿勢。
時代を見つめ真っ直ぐに向けた視線の先には
貫いてきた正義がSAMURAIを試す。

智 STYLE limited kakou1
魂に問いかける。己は正しく生きているか。

#2 SS -TK701

size 57□16-142
color:
#1 シルバー
#2 グレー/ゴールド

仁 STYLE limited kakou2
SAMURAI魂に誓い律した己の生き様。

至誠通天、真贋見極め貫く姿を見返し、

恥じることなき男の人生。

この世の理が骨身に染みる。

虚心坦懐、静かに振り返る。

#1 SS-JK801

size 57□16-137
color :
#1 シルバー
#2 ブラック/グレー

SS-TR503
size 57□15-150
color :
#1 F:ブラック
T:ブラック
#2 F:ブラックササ
T:ブラック

すっきり細身でありながら凛とした表情を作る存在感。サイドからもスレンダーなフォルム。
※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

SS-JR603
size 58□15 -140
color :
#1 F:ブラック
T:ブラック
#2 F:ブラック
T:ホワイト

#1

繊細でシャープなフォルム。
インテリ感溢れる切れ味鋭いエッジの効いたキレ者フレーム。
使用モデル SS -TR503 #1

智 ST YLE No. 49

智 ST YLE No. 50

智 ST YLE No. 51

智 ST YLE No. 52

礼儀正しく、他者を思いやる。献身的に敬う
精神性は過去の魂の拠り所なのか。
今、SAMURAIとは信条であり、
ある意味
教義なのかも知れない。

狼貪虎視であれ、譲る気持ちは優しくも

義と勇、誇りと名誉のため武士道に生きる。

瓦解した世界。明日をも知れぬと嘆くなかれ。

己の魂の欲するところは何を望む。

内に流れるSAMURAIの血ゆえ。

あろうとも雲外蒼天はそう遠くないはず。

鋭くシャープな印象のスクエアシェイプ。凛々しく表
情を引き締めるフォルム。刀を連想させるテンプル
柄が魅力的。

精悍なフロントデザインが印象的。刃のようなカッ
トラインでサイドショットも男前。

SS-T113
size 57□15-142
color:
#1 シルバー
#2 グレー/シルバー
#3 ブラック/グレー

知言に見えて我欲を忘れる事なかれ。

#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。

SS -T114
size 57□16-142
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

強靭な精神を鍛え日本人魂を磨くのは

凛々しいフロントスクエアシェイプ。
レイヤード構造
のテンプルデザインがセンスの良さを演出します。

#2

SS -T115
size 57□15-142
color:
#1 F:シルバー
T:グレー/シルバー
#2 F:グレー/グレー
T:グレー/ダークグレー
#3 F:ダークグレー/ブラック
T:ダークグレー/ブラック

一陽来復を信じ誠実に生きる。壁立千仞で

シャープにつり上がったスクエアシェイプ。角度に
よってキラリと光るテンプルサイドの装飾ラインが
魅せます。

#1

SS-T116
size 58□15-148
color :
#1 F:シルバー
T:ブラックササ
#2 F:グレー/シルバー
T:ホワイト
#3 F:ダークグレー/シルバー
T:ブラック

#3

使用モデル SS -T116 #1

仁 ST YLE No. 49

仁 ST YLE No. 50

都街の喧騒から離れ、心を落ち着かせ

嘘偽りなく自身に恥じぬ生き方を貫き、

静寂に身を置き禅那に委ねる。

自らの心を律す。至誠通天、己の信じる正義に

己を見つめ直し謹厳実直に生きるため。

不動の意志を晒す。

キリリとシャープなナイロールフロント。繊細なデザ
インのテンプルがスマートな横顔を演出します。

SS-J213
size 58□16-140
color:
#1 F:シルバー
T:グレー/シルバー
#2 F:グレー/シルバー
T:ブラック/シルバー
#3 F:ダークグレー/シルバー
T:ネイビー/ダークグレー

凛と鋭いシャープなフロントシェイプと、すっきりと
したテンプルサイドデザインで、漂う大人の男の
風格。

#2

※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。

SS -J214
size 58□15-136
color:
#1 シルバー/ホワイト
#2 グレー/シルバー
#3 グレー/ブラック

仁 ST YLE No. 51

仁 ST YLE No. 52

深く刻んだ眉間の皺は頑なに貫き通す

迦楼羅炎を纏う揺るぎない魂の力強さ。

SAMURAIらしい生き方。

SAMURAIは打ち勝つ。

不惜身命の現れ。心頭滅却し正しい道を歩む。

落ち着いた表情を魅せるスクエアシェイプ。
テンプ
ルサイドに並ぶパーソナルマークがギラリと厳つさ
を演出。

#1

SS -J215
size 58□15-134
color:
#1 F:シルバー
T:ホワイト
#2 F:グレー
T:ブラック
#3 F:ダークグレー
T:ブラック

修羅と化した五濁悪世の闇を振り払い

しなやかな弾力を持つテンプルで心地よい掛け心
地に満足。繊細なカラーナイロール使用。

#2

SS-J216
size 57□16-141
color :
#1 シルバー
#2 グレー/シルバー
＋ブラックリムライン
#3 ダークグレー/シルバー
＋ブラックリムライン

#3

使用モデル SS -J216 #2

遊びにスポーツに、
アクティブに応える

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

#2

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

着こなし自由

#3

※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

