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レディース雨傘　長傘

レディース雨傘　長傘

品　番：# 165202
品　名：ポンジー　モノトーン花柄
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒鉄棒　黒グラス骨
手　元：細身 ベージュ成型
３配色：ブラック、ベージュ、ホワイト
重　量：382 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

品　番：# 165203
品　名：ポンジー　小花×白無地
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒鉄棒　黒グラス骨
手　元：細身 ベージュ色 レザー巻
３配色：ブラック、ベージュ、ピンク
重　量：366 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

品　番：# 165204
品　名：ポンジー　マルチボーダーフラワー
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒鉄棒　黒グラス骨
手　元：細身シルバー成型
３配色：ブラック、ネイビー、グレー
重　量：405 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

品　番：# 165201
品　名：ポンジー　無地×アニマルハート
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒鉄棒　黒グラス骨
手　元：透明アクリル×シルバー口金
３配色：ブラック、ベージュ、ピンク
重　量：405 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

　　　　　　　オードリーシリーズ雨傘

165202、165203、165204、165206、165207、165208

無地に流行のアニマル柄を切り継いだ傘です。
よく見るとハートの形になっていて、少し甘めの大人可愛いデザインです。 
UV 防止加工をしていますので、大きめの日傘としても使用できます。
手元にはオードリーのサイン入りハートのチャーム付き。

Audrey Hepburn シリーズ

　　　　　　　オードリーシリーズ雨傘

165201、165203、165204、165206、165207、165208

シンプルな花と茎、葉が傘全体にすっきりと描かれていて、
ヘムは柄と同色のパイピングがアクセントになったおしゃれな傘です。
UV防止加工をしていますので、大きめの日傘としても使用できます。
手元にはオードリーのサイン入りハートのチャーム付き。

Audrey Hepburn シリーズ

　　　　　　　オードリーシリーズ雨傘

165201、165202、165204、165206、165207、165208

キュートな花が一面に散りばめられた生地の裾をヒートカット加工し、
白生地を切り継いでいます。
UV防止加工をしていますので、大きめの日傘としても使用できます。
手元にはオードリーのサイン入りハートのチャーム付き。

Audrey Hepburn シリーズ

　　　　　　　オードリーシリーズ雨傘

165201、165202、165203、165206、165207、165208

ポップでキュートな花とラインがボーダー柄になっていて、
ヘムは白のパイピングを加工しています。 
UV 防止加工をしていますので、大きめの日傘としても使用できます。
手元にはオードリーのサイン入りハートのチャーム付き。

Audrey Hepburn シリーズ



レディース雨傘　長傘

レディース雨傘　長傘

レディース雨傘　長傘

品　番：# 165207
品　名：ポンジー　ガーリーシャンデリア
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　手開き
　骨　：黒鉄棒　黒グラス骨　サクラ骨
手　元：黒細身レザー巻
３配色：ブラック、ホワイト、ピンク
重　量：366 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

品　番：# 165208
品　名：ポンジー　ローズプリント
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒鉄棒　黒グラス骨
手　元：透明アクリル×シルバー口金
３配色：ブラック、アイボリー、ピンク
重　量：405 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

品　番：# 165206
品　名：ポンジー　アニマルハートフリル
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　手開き
　骨　：黒鉄棒　黒グラス骨　サクラ骨
手　元：黒細身レザー巻
３配色：ブラック、アイボリー、ピンク
重　量：336 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

　　　　　　　オードリーシリーズ雨傘

165201、165202、165203、165204、165207、165208

　　　　　　　オードリーシリーズ雨傘

165201、165202、165203、165204、165206、165208

　　　　　　　オードリーシリーズ雨傘

165201、165202、165203、165204、165206、165207

無地に流行のアニマルハート柄をフリル加工にしたキュートな傘です。
傘を開くと受骨が桜の花が咲いたような形になるサクラ骨使用。
UV防止加工をしていますので、大きめの日傘としても使用できます。
手元にはオードリーのサイン入りハートのチャーム付き。

Audrey Hepburn シリーズ

女性の好きなモチーフを散りばめたガーリーテイストに仕上げた傘です。
傘を開くと受骨が桜の花が咲いたような形になるサクラ骨使用。
UV防止加工をしていますので、大きめの日傘としても使用できます。
手元にはオードリーのサイン入りハートのチャーム付き。

Audrey Hepburn シリーズ

無地生地に全駒にバラのイラストが入り、ヘムはパイピングが施されていて、
綺麗ですっきりしたデザインの傘です。
UV防止加工をしていますので、大きめの日傘としても使用できます。
手元にはオードリーのサイン入りハートのチャーム付き。

Audrey Hepburn シリーズ

マ サ キ 株式会社
TEL 0744-34-3100   FAX 0744-34-3310
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レディース雨傘　中国製－02カタログNO. :



レディース雨傘　長傘

レディース雨傘　長傘

レディース雨傘　長傘

品　番：# 162101
品　名：ポンジー　無地 深張り カーブカット
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　手開き
　骨　：黒鉄棒　黒鉄骨
手　元：細身 茶色レザー巻
６配色：ブラック、ベージュ、ピンク
　　　　ネイビー、カーキー、レッド
重　量：330 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

　　　　　　　深張りシリーズ

162102、162103、162104、162303

無地生地のヘムを深くカーブカットして、オーバーロックでアクセントを付けました。
盤の直径が 92cmで丸いコロンとした形が大人気の深張り（バードゲージ）の傘です。
手開きの骨を使用して軽くて細身のデザインに仕上げました。

品　番：# 162102
品　名：ポンジー　無地 カラフル切継ぎ
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　手開き
　骨　：黒鉄棒　黒鉄骨
手　元：細身 茶色レザー巻
３配色：ブラック、ネイビー、ワイン
重　量：338 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

　　　　　　　深張りシリーズ

162101、162103、162104、162303

無地生地本体にパステルカラーをカラフルに 4色を切継ぎました。
盤の直径が 92cmで丸いコロンとした形が大人気の深張り（バードゲージ）の傘です。
手開きの骨を使用して軽くて細身のデザインに仕上げました。

品　番：# 162103
品　名：ポンジー　ドット×無地 深張り
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　手開き
　骨　：黒鉄棒　黒鉄骨
手　元：細身 茶色レザー巻
４配色：ブラック、ネイビー、カーキー、ワイン
重　量：341 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,500 円

　　　　　　　深張りシリーズ

162101、162102、162104、162303

ドット柄の本体に無地をパイピング加工で切継ぎ、ヘムにはピコレースでアクセントを付けました。
盤の直径が 92cmで丸いコロンとした形が大人気の深張り（バードゲージ）の傘です。
手開きの骨を使用して軽くて細身のデザインに仕上げました。

品　番：# 162104
品　名：ポンジー　ボーダー花柄 深張り
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　手開き
　骨　：黒鉄棒　黒鉄骨
手　元：細身 茶色レザー巻
３配色：ネイビー、カーキー、ワイン
重　量：344 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

　　　　　　　深張りシリーズ

162101、162102、162103、162303

無地生地にポップな花柄をボーダープリントし、ヘムにはピコレースでアクセントを付けました。
盤の直径が 92cmで丸いコロンとした形が大人気の深張り（バードゲージ）の傘です。
手開きの骨を使用して軽くて細身のデザインに仕上げました。

レディース雨傘　長傘

マ サ キ 株式会社
TEL 0744-34-3100   FAX 0744-34-3310
E-mail : masaki@masaki-co.com
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レディース雨傘　中国製－03カタログNO. :



レディース雨傘　長傘
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品　番：# 162303
品　名：ポンジー　タウンプリント 深張り
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　手開き
　骨　：黒鉄棒　黒鉄骨
手　元：細身 茶色レザー巻
４配色：ブラック、ベージュ、ネイビー、ブラウン
重　量：330 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

　　　　　　　深張りシリーズ

162101、162102、162103、162104

品　番：# 162001
品　名：ポンジー　無地 ヒートカット切継ぎ
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒アルミ棒　黒グラスファイバー骨
手　元：黒色レザー巻
４配色：ブラック、ネイビー、ワイン、ベージュ
重　量：398 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,500 円

品　番：# 162002
品　名：ポンジー　水玉×ローズプリント
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒アルミ棒　黒グラスファイバー骨
手　元：黒色レザー巻
３配色：ネイビー、ワイン、ベージュ
重　量：398 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,500 円

　　　　　　　強風対策傘シリーズ

162002

　　　　　　　強風対策傘シリーズ

162001

無地生地の裾をレース花調にヒートカットし、別色の生地をアクセントに切り継いでいます。
昨今大人気の耐風傘です。
特殊な骨の構造になっているので生地が風に煽られても、骨が折れず、傘を閉じれば、もとに戻ります。

傘全体のドット柄と裾の大き目なバラ柄が開いていても、閉じていても明るく華やかなおしゃれ傘です。
昨今大人気の耐風傘です。
特殊な骨の構造になっているので生地が風に煽られても、骨が折れず、傘を閉じれば、もとに戻ります。

無地生地に街並みをポップなイラストでプリントし、ヘムにはピコレースでアクセントを付けました。
盤の直径が 92cmで丸いコロンとした形が大人気の深張り（バードゲージ）の傘です。
手開きの骨を使用して軽くて細身のデザインに仕上げました。

マ サ キ 株式会社
TEL 0744-34-3100   FAX 0744-34-3310
E-mail : masaki@masaki-co.com

2020.02.01
レディース雨傘　中国製－04カタログNO. :



レディース雨傘　長傘

レディース雨傘　長傘

レディース雨傘　長傘

品　番：# 161201
品　名：先染め チェック柄　パイピング付
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：シルバーアルミ棒　白グラスファイバー骨
手　元：細身 白木曲り
４配色：ブラック系、ネイビー系、オレンジ系、
　　　　ピンク系
重　量：385 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：1,200 円

品　番：# 161202
品　名：先染め チェック柄　波型レース付き
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：シルバーアルミ棒　白グラスファイバー骨
手　元：細身 白木曲り
４配色：サックス系、グリーン系、ブラウン系、
　　　　ピンク系
重　量：356 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：1,200 円

　　　　　　　

柄違い：161202

雨傘の定番といえば、チェック柄・通勤、通学に最適です。
先染めのチェック柄ですので、上質な生地感です。
裾にはパイピング、ハンドルは白木の細手元でおしゃれです。
骨は折れにくいグラスファイバー骨使用です。

　　　　　　　

柄違い：161201

雨傘の定番といえば、チェック柄・通勤、通学に最適です。
先染めのチェック柄ですので、上質な生地感です。
裾には波型のコードレース、ハンドルは白木の細手元でおしゃれです。
骨は折れにくいグラスファイバー骨使用です。

品　番：# 162406
品　名：ポンジー　水玉
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×16k　手開き
　骨　：黒鉄棒　黒鉄骨
手　元： 細身 茶木製曲り
４配色：ブラック、ワイン、ベージュ、ブラウン
重　量：429 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：1,500 円

　　　　　　　16 本骨シリーズ

162405

「無地ではさびしい。でも柄が主張しているような傘はイヤ !!」という方にぴったりのピンドット柄の雨傘。 
人気の 16 本骨仕様の長雨傘で、なだらかな丸いカーブが美しい形の傘です。 
アクセントカラーの縁レースがとてもおしゃれですよ♪ 

品　番：# 162405
品　名：ポンジー　水玉×レース花柄
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×16k　手開き
　骨　：黒鉄棒　黒鉄骨
手　元： 細身 茶木製曲り
６配色：ブラック、カーキー、ワイン、ピンク
　　　　ベージュ、ブラウン
重　量：429 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

　　　　　　　16 本骨シリーズ

162406

傘全体に小さな水玉、すそには動きのあるレースの花柄がボーダー模様にプリントされています。 
女子らしく優雅でかわいらしい傘です。 
人気の 16 本骨仕様の長雨傘で、なだらかな丸いカーブが美しい形の傘です。 

レディース雨傘　長傘

マ サ キ 株式会社
TEL 0744-34-3100   FAX 0744-34-3310
E-mail : masaki@masaki-co.com

2020.02.01
レディース雨傘　中国製－05カタログNO. :



レディース雨傘　長傘

レディース雨傘　長傘

レディース雨傘　ミニ傘

品　番：# 136301
品　名：無地　超軽量
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：黒３段アルミ棒　黒カーボンファイバー骨
手　元：黒薄型成型
４配色：ブラック、ワイン、ネイビー、ピンク
重　量：105 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,800 円

傘全体にポップな小さな花がシャワーから飛び出したように描かれていて、
とてもキュートな印象の傘です。 
ヘムには本体色と白色の 2色でピコレースが施されていておしゃれな仕様になっています。

なんと約 105 グラム !! 　小さな備えで大きな安心感！
鞄のわずかな隙間に収納できる大きさ、重さなのに、いざという時には大きな存在感！ 
頼りになる傘が登場しました。 
親骨にカーボン骨、生地に軽い素材を使用して、驚きの軽さに仕上がりました。 

傘全体に動きのある花が描かれています。
無地の本体に 1色のプリントなので、上品な華やかさです。
プリント色と同色のピコレースが端に施されていておしゃれな仕様になっています。

品　番：# 161066
品　名：ポンジー　ラインフラワープリント
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒鉄棒　黒鉄骨
手　元： シャンパンゴールド色成型
４配色：ブラック、ワイン、ベージュ、ネイビー
重　量：432 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：1,000 円

　　　　　　　

柄違い：161067、161071

品　番：# 161067
品　名：ポンジー　モノトーンフラワープリント
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒鉄棒　黒鉄骨
手　元： 黒色成型
４配色：ブラック、ピンク、ベージュ、カーキー
重　量：432 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：1,000 円

　　　　　　　

柄違い：161066、161071

品　番：# 161071
品　名：ポンジー　シャンパンフラワープリント
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒鉄棒　黒鉄骨
手　元： シルバー色成型
４配色：ブラック、ベージュ、ネイビー、レッド
重　量：432 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：1,000 円

　　　　　　　

柄違い：161066、161067

傘全体にいろいろな花の形がいっぱい描かれています。 傘を開いた瞬間、満開の花に包まれた気分です。
女子らしく優雅でかわいらしい傘です。 
プリント色と同色のピコレースが端に施されていておしゃれな仕様になっています。

レディース雨傘　長傘

105ｇ

マ サ キ 株式会社
TEL 0744-34-3100   FAX 0744-34-3310
E-mail : masaki@masaki-co.com

2020.02.01
レディース雨傘　中国製－06カタログNO. :

メンズ：136301
※常時携帯傘として男女兼用で案内していますので、
　同じ製品です。


