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使用モデル SS-J220 #2

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」

2023



眉間に這う深い皺、刃の如き視線は力強く
絶対の存在感を浮かび上がらせる。
愛する者のため万里一空を誓う。

SS-Y321
size 60□17-140
color:
#1 ホワイト
lens: グレーミラーグラデ

#2 ヘアラインシルバー
lens: グレー

#3 ブラック
lens: グレーグラデ

SS-Y322
size 60□16-138
color:
#1 ホワイト/ホワイトゴールド
lens: グレーミラーグラデ

#2 ブラック/シルバー
lens: グレーグラデ

#3 ブラック/ブラックマット
lens: ライトグレー

※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。使用モデル SS-Y321 #1

勇 STYLE No.45

スマートでクールなシャープなフロント。サイドのパーソ
ナルマークがアクセント。

寂寥の世に辟易し勇往邁進を忘れ去り
付和雷同に靡く。寄道済んだら帰って来い。
捲土重来など日常だ。

勇 STYLE No.46

Sunglasses Line

凛とした表情を作るツートンブローデザイン。サイドパー
ツが流れるフォルムを作り出す。

自身を律し突き進んだ人生を振り返る。
其処には独りではなく共に築き上げた証が
ただひたすらに生きてきた同志と共に。

勇 STYLE No.47

シンプルでスマートなソリッドデザイン。ワンポイントセッ
ティングでより軽快に。

閃光が迸り激しい風雨に晒されるが如く、
動乱の世に信じられるものは己自身のみ。　
仁義を道徳とし真っ当に生きてきた我のみ。

勇 STYLE No.48

睨むようなフロントシェイプと稲妻のようなサイドパーツ
で表情を作る。

襟を立て煙草を燻らせ男臭い風体で
生き難い世の中に微かな笑みを浮かべる。
三世諸仏に守られ今も昔と変わらぬ衆生。

勇 STYLE No.49

厳つく睨むスクエアシェイプフロント。ボリューム感のあ
る太めのテンプル。

SS-Y323
size 60□15-136
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 #3 #2#1#1

SS-Y324
size 59□15-142
color:
#1 ホワイト
lens: グレーミラーグラデ

#2 シルバー
lens: グレーグラデ

#3 ガンメタ
lens: ダークグレー

SS-Y325
size 59□15-140
color:
#1 ホワイトゴールド
lens: グレーミラーグラデ

#2 シルバー
lens: グレー

#3 ダークネイビー
lens: グレーグラデ

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
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
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。もうひとりの闘う顔を鋭く魅せるパワーアイテム



※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。 使用モデル SS-T120 #1

#1 #1 #2 #1

SS-T117
size 58□15-140
color:
#1 F: シルバー
T: シルバー/ネイビー

#2 F: グレー/ブラック
T: グレー/ブラック

#3 F: ダークグレー/シルバー
T: ダークグレー/グレー

SS-T118
size 58□15-144
color:
#1 F: シルバー
T: シルバー/ホワイト

#2 F: グレー
T: グレー/ブラック

#3 F: ブラック
T: ブラック/グレー

SS-T119
size 58□16-142
color:
#1 F: シルバー
#2 F: ダークグレー/ゴールド
#3 F: ネイビー/シルバー

SS-T120
size 57□17-141
color:
#1 F: シルバー
#2 F: グレー/ゴールド
#3 F: ダークグレー/シルバー

動乱の世だからこそ問われる己の五徳。
慎み道理を違えず誠実であれ。
男は永遠に侍魂を心に宿すもの。

智 STYLE No.53

繊細に組み上げられたナローフレーム。凛 し々いブロー
がSAMURAI SHOらしい。

経年幾許の刻を経て水倒渠成が身に染みる。
一知半解だった浅く青い頃、只斜に構え
毒を吐き触れるなと威嚇した未熟者。

智 STYLE No.54

堅実な作りの立体的なフレームフェイス。シャープな横
顔を作るテンプルデザイン。

栄華を極めた邪心渦巻く世俗の世。
慎ましく傲慢にならず盈満之咎を見極める
己の道を進むため日々精進す。

智 STYLE No.55

厳つく切れ込むシャープなデザイン。精悍で落ち着い
たフロントシェイプ。

鞘に納まる刀身の刃文の如き精悍な顔つき。
外柔内剛 見えざる意志は気高く尊い。
サムライの魂は現代も確実に息衝く。

智 STYLE No.56

4本スポークが生み出す靭やかな掛け心地。繊細なナ
イロールフロントがシャープ。

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
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。

Business Line

現代社会の戦場でクールな眼差しで戦い挑む



#1 #1 #1 #2

使用モデル SS-J220 #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。

鋭く睨む瞳は鷹のよう、虎のように獰猛で
狼のように貪欲、威圧する姿は龍の如く。
気高く誇り高い獅子の心を持つサムライ。

仁 STYLE No.53

鋭角的なソリッドデザイン。シャープなフォルムで精悍な
表情を演出。

餓鬼が現れ世を蝕み我田引水渦巻く現世に
善因善果を信じ無私無偏を貫く生き方。
心に宿る武士道を忘るるべからず。

仁 STYLE No.54

幾重にも重なるパーソナルマークが印象的。ブローで
凛 し々い表情を作ります。

騒がしい世俗の喧騒を離れ、塵一つ無い
茶室のように明鏡止水の境地を得る。
侍は穏やかな心で五常を信条とする。

仁 STYLE No.55

エッジの効いたシャープなフロント。個性的な装飾のテ
ンプルサイドが魅力的。

弛まぬ努力を続けていても一栄一辱。
逆境で試される己の判断。
心に宿る観音様には胸を張っていたい。

仁 STYLE No.56

立体的な多層構造のフロントデザイン。パーソナルマー
クの効いたサイドフェイス。

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
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。

Relax Line

風の音を聞き素の自分を見つめる人になる

SS-J217
size 58□16-149
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: ブラック/グレー
T: ブラック

SS-J218
size 58□16-142
color:
#1 F: シルバー/ゴールド
#2 F: グレー/ゴールド
#3 F: ダークグレー/シルバー

SS-J219
size 58□15-148
color:
#1 F: シルバー
T: ブラック

#2 F: グレー
T: ホワイト

#3 F: ダークグレー/シルバー
T: ブラック

SS-J220
size 58□15-142
color:
#1 F: グレー/シルバー
T: ホワイト

#2 F: ダークグレー/グレー
T: ブラックササ

#3 F: ブラック/グレー
T: ブラック



#3

#1

SS-U901 #3

SS-KW01 #2

誠実で我儘で実直で 猾で世俗の衆生に見る
人間とは何を求める、何を欲するのか
サムライは刀を握り己に問う。

スマートな印象の跳ね上げタイプフレーム。素早く跳ね上
がるので快適です。

刃の一閃に見る不撓不屈の精神。
現代の侍にも通ずる貫く姿勢は末の世に射す
一閃の光と成り戮力協心を確とする。

SAMURAI SHOらしさそのままに、ダイナミックに跳ね上が
ります。

SS-U901
size 62□14-150
color:
#1 ホワイトゴールド
lens: ダークグレー

#2 ヘアラインシルバー
lens: ライトグレー

#3 ガンメタ
lens: グレーグラデ

SS-U902
size 60□16-150
color:
#1 シルバー
lens: グレー

#2 ダークネイビー
lens: グレーグラデ

#3 ブラック
lens: ダークグレー

※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。

機能性に特化したアクティブギア

ON／OFFをスマートに切り替える。

機能性サングラスが新登場

FLIP UP

FLIP UP

※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。

惑わぬ智、憂えぬ仁、懼れぬ勇。
三徳を心にサムライらしく生きる。
媚びることなく気位高く堂 と々。

SS-KW01
size 58□15-133
color:
#1 シルバー/ブラック
#2 ライトグレー/ブラック
#3 ブラック/ブラック

春発売予定
2023年

シリアルナンバーカード付属
#2#2



遊びにスポーツに、アクティブに応える
アウトドアに欠かせない
行動派サングラス

遊びだって真剣に
凛 し々いデザインで

スポーツ、遊びをクールにこなす

レジャーにスポーツに
着こなし自由

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。

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

#3#3#2
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