
1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
オーガンジーを刺繍で切り継ぎし、４駒に花のブーケを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒に動きのあるバラの花とスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒に動きのあるバラの花とスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 541107
品　名：オーガンジー切り継ぎ＆半駒刺繍
　　　　ポイントブーケ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　透明Ｘ黒
４配色：黒Ｘ黒、黒Ｘグレー、ベージュ、ラベンダー
重　量：約 275ｇ　　　
原産国：中国製

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

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 長傘－01カタログNO. :

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 541206
品　名：全駒刺繍　ボーダーローズ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　べっ甲Ｘ黒
３配色：黒Ｘ黒、黒Ｘグレー、ベージュ
重　量：約 275ｇ　　　　
原産国：中国製

 折 傘  仕様：561207
ミニ傘仕様：581207

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 541207
品　名：全駒刺繍　ウェーブローズ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　べっ甲Ｘ黒
３配色：黒Ｘ黒、黒Ｘグレー、ラベンダー
重　量：約 275ｇ　　　　
原産国：中国製

ミニ傘仕様：581306

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒にイラスト調のバラの花とスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 541306
品　名：全駒刺繍　コミックローズ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　透明Ｘ黒
２配色：黒Ｘ黒、黒Ｘグレー
重　量：約 275ｇ　　　
原産国：中国製

1 級遮光＆遮熱効果
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1 級遮光＆遮熱効果



1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒に２段のローズ柄を２色でシルクプリントし、ヘムにはスカラップを刺繍したとても
おしゃれな晴雨兼用傘です。

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
大胆に全面にオーナメント柄をシルクプリント。
ヘムにはスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。

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

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 長傘－02カタログNO. :

 ミニ傘仕様：581401

 ミニ傘仕様：581402

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 541401
品　名：オーナメントプリント＆スカラ刺繍
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　透明Ｘ黒
４配色：黒、ベージュ、ネイビー、ラベンダー
重　量：約 270ｇ　　　　
原産国：中国製

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 541402
品　名：２段ローズプリント＆スカラ刺繍
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　透明Ｘ黒
３配色：黒、ベージュ、ネイビー
重　量：約 270ｇ　　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒に写実的なバラの花とスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。

ミニ傘仕様：581309

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 541309
品　名：全駒刺繍　リアルローズ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒木製
４配色：黒Ｘ黒、黒Ｘグレー、ベージュ、ネイビー
重　量：約 275ｇ　　　　
原産国：中国製

ミニ傘仕様：596501

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
小さなバラの花の刺繍でオーガンジーを切り継いだとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
ワンタッチオープンのジャンプ仕様。

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 546501
品　名：ブロックプリント Xオーガンジー
　　　　刺繍切り継ぎ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段シルバーアルミ棒　白グラス骨
手　元：成型　透明Ｘ黒
３配色：黒、ベージュ、ラベンダー
重　量：約 345ｇ　　　
原産国：中国製

× ×
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1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
スカラップ付きのハートをボーダーに刺繍したとてもかわいらしい晴雨兼用傘です。
ワンタッチオープンのジャンプ仕様。

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒にオーナメント柄をボーダーにシルクプリントし、ヘムにはスカラップを刺繍しました。
55cmの大寸なので、突然の雨にも十分対応できます。

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

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 長傘－03カタログNO. :

ミニ傘仕様：596503

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 546502
品　名：全駒刺繍　ハートボーダー
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段シルバーアルミ棒　白グラス骨
手　元：成型　透明Ｘ黒
３配色：黒 X黒、黒 X白、ラベンダー
重　量：約 345ｇ　　　　
原産国：中国製

 折 傘  仕様：563201
ミニ傘仕様：593201

１級遮光 晴雨兼用傘　長傘

品　番：# 543201
品　名：オーナメントプリント＆スカラ刺繍
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：55cm×8k　
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒レザー巻き
４配色：黒、ベージュ、ネイビー、ラベンダー
重　量：約 320ｇ　　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
水玉プリントに無地をフリル加工したおしゃれな晴雨兼用傘です。

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。UV遮蔽率 99.00％以上 遮光率 99.99%以上。
無地にヒートカットを加工した無地をフリルにしたおしゃれな晴雨兼用傘です。

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 545906
品　名：水玉 X無地フリル
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒レザー巻き
２配色：黒、ラベンダー
重　量：約 270ｇ　　　
原産国：中国製

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 545907
品　名：無地 Xヒートカット無地フリル
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒レザー巻き
３配色：黒、ネイビー、ラベンダー
重　量：約 270ｇ　　　
原産国：中国製

長傘仕様：541931
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マ サ キ 株式会社
TEL 0744-34-3100   FAX 0744-34-3310
E-mail : masaki@masaki-co.com

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 長傘－04カタログNO. :

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
無地に水玉生地とレースを 2重にしてフリルにしたおしゃれな晴雨兼用傘です。

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 545908
品　名：無地 X水玉レースフリル
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒レザー巻き
３配色：黒、ネイビー、ラベンダー
重　量：約 270ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：4,000 円

長傘仕様：541904

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
無地に水玉生地とレースを 2重にしてフリルにしたおしゃれな晴雨兼用傘です。

１級遮光 晴雨兼用傘　長傘

品　番：# 541904
品　名：無地 X水玉レースフリル
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：47cm×8k　
　骨　：黒鉄棒（8mm）　黒鉄骨
手　元：黒レザー巻き
３配色：ブラウン、ベージュ、ラベンダー
重　量：約 290ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

S 長傘仕様：545908

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
無地にヒートカットを加工した無地をフリルにしたおしゃれな晴雨兼用傘です。

１級遮光 晴雨兼用傘　長傘

品　番：# 541931
品　名：無地 Xヒートカット無地フリル
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：47cm×8k　
　骨　：黒鉄棒（8mm）　黒鉄骨
手　元：黒レザー巻き
３配色：黒、ベージュ、ラベンダー
重　量：約 290ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,000 円

S 長傘仕様：545907

1 級遮光＆遮熱効果
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マ サ キ 株式会社
TEL 0744-34-3100   FAX 0744-34-3310
E-mail : masaki@masaki-co.com

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 長傘－05カタログNO. :

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
本体には野ばらをプリントし、オーバーロック加工した無地をフリルにした晴雨兼用傘です。
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晴雨兼用傘

Ｓ長傘仕様：535203、535204、535401
ミニ傘仕様：595202、595203、595204

１級遮光 晴雨兼用傘　長傘

品　番：# 535201
品　名：ローズ柄 X無地フリル
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：47cm×8k　
　骨　：黒鉄棒（8mm）　黒鉄骨
手　元：黒レザー巻き
３配色：黒、ベージュ、ラベンダー
重　量：約 280ｇ　　　
原産国：中国製
参考上代：3,800 円

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
花柄と無地の切り替えし。アクセントにサテンテープとハートの刺繍をした晴雨兼用傘です。
ネームバンド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晴雨兼用傘

長傘仕様：525301　Ｓ長傘仕様：535204、535401
ミニ傘仕様：595202、595203、595204

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 535203
品　名：花柄 X無地　ハート刺繍
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段 Si アルミ棒　Si 鉄骨
手　元：白レザー巻き
３配色：黒、ベージュ、ピンク
重　量：約 290ｇ　　　
原産国：中国製
参考上代：3,800 円

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
花格子柄と無地の切り替えし。アクセントに小花のブレードをトリミングした晴雨兼用傘です。
ネームバンド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晴雨兼用傘

長傘仕様：525301　Ｓ長傘仕様：535203、535401
ミニ傘仕様：595202、595203、595204

１級遮光 晴雨兼用傘　Ｓ長傘

品　番：# 535204
品　名：花格子 X無地　花ブレード付き
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段 Si アルミ棒　Si 鉄骨
手　元：白レザー巻き
２配色：黒、ベージュ
重　量：約 290ｇ　　　
原産国：中国製
参考上代：3,800 円

1 級遮光＆遮熱効果
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　柄違い　：563443
ミニ傘仕様：593441

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒にカーブ状にポップな小花とスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
扱いが容易なトップレス折傘。収納袋は付きません。

軽量１級遮光 晴雨兼用傘　トップレス折傘

品　番：# 563441
品　名：全駒刺繍　ギャザーフラワー
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒レザー巻き 曲り
４配色：黒、ネイビー、ホワイト、ピンク
重　量：約 205ｇ　　　
原産国：中国製

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

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 折傘－01カタログNO. :

　柄違い　：563441
ミニ傘仕様：593443

軽量１級遮光 晴雨兼用傘　トップレス折傘

品　番：# 563443
品　名：全駒刺繍　プチフラワーボーダー
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒レザー巻き 曲り
４配色：黒、ネイビー、ホワイト、ピンク
重　量：約 205ｇ　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒にオーナメント柄をボーダーにシルクプリントし、ヘムにはスカラップを刺繍しました。

 長 傘  仕様：543201
ミニ傘仕様：593201

１級遮光 晴雨兼用傘　折傘

品　番：# 563201
品　名：オーナメントプリント＆スカラ刺繍
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒レザー巻き
４配色：黒、ベージュ、ネイビー、ラベンダー
重　量：約 265ｇ　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒にボーダー状にポップな小花とスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
扱いが容易なトップレス折傘。収納袋は付きません。

1 級遮光＆遮熱効果
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1 級遮光＆遮熱効果



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

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 折傘－02カタログNO. :

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒にオーナメント柄をボーダーにシルクプリントし、ヘムにはスカラップを刺繍しました。

 長 傘  仕様：543201
ミニ傘仕様：593201

１級遮光 晴雨兼用傘　折傘

品　番：# 563201
品　名：オーナメントプリント＆スカラ刺繍
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒レザー巻き
４配色：黒、ベージュ、ネイビー、ラベンダー
重　量：約 265ｇ　　　
原産国：中国製

1 級遮光＆遮熱効果



1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒に大きな２輪ユリの花を刺繍。うち３駒はオーガンジーをはめ込みました。
スカラップ刺繍付きでとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
袋は骨を伸ばしたまま収納できができる持ち運びに便利な
２つ折りの長短袋です。

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

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 ミニ傘－01カタログNO. :

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 581304
品　名：全駒刺繍　オーガンジーはめ込み刺繍　ユリ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　黒白マーブル
２配色：黒Ｘ黒、黒Ｘ白
重　量：約 240ｇ　　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒にブーケ風のバラの花とスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
袋は骨を伸ばしたまま収納ができる持ち運びに便利な２つ折りの長短袋です。

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 581305
品　名：全駒刺繍　ブーケローズ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　黒白マーブル
２配色：黒ｘ黒、黒Ｘベージュ
重　量：約 240ｇ　　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。UV遮蔽率 99.00％以上 遮光率 99.99%以上。
全駒に写実的なバラの花とスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
袋は骨を伸ばしたまま収納ができる持ち運びに便利な２つ折りの長短袋です。

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。UV遮蔽率 99.00％以上 遮光率 99.99%以上。
全駒にアクセントの大きなバラの花とスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
裏面にはドット柄をシルク印刷をしています。
袋は骨を伸ばしたまま収納ができる持ち運びに便利な
２つ折りの長短袋です。

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 581308
品　名：全駒刺繍　アクセントローズ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒木製　細レザー巻き
２配色：黒ｘ黒、黒Ｘベージュ
重　量：約 240ｇ　　　　
原産国：中国製

Ｓ長傘仕様：541309

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 581309
品　名：全駒刺繍　リアルローズ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒木製　細レザー巻き
４配色：黒Ｘ黒、黒Ｘグレー、ベージュ、ラベンダー
重　量：約 240ｇ　　　　
原産国：中国製

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果



1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。UV遮蔽率 99.00％以上 遮光率 99.99%以上。
全駒にカーブ状にポップな小花とスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
軽量生地と親骨にカーボン素材を使用した超軽量仕様。
袋はホックの着脱で広く出来るので、収納がし易い。

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

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 ミニ傘－02カタログNO. :

軽量１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 593441
品　名：全駒刺繍　ギャザーフラワー
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒カーボン骨
手　元：黒成型
４配色：黒、ネイビー、ホワイト、ピンク
重　量：約 130ｇ　　　　
原産国：中国製　　　参考上代：7,000 円

折傘仕様：563441
柄違い：593443、593444

軽量１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 593443
品　名：全駒刺繍　プチフラワーボーダー
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒カーボン骨
手　元：黒成型
４配色：黒、ネイビー、ホワイト、ピンク
重　量：約 130ｇ　　　　
原産国：中国製　　　参考上代：7,000 円

折傘仕様：563443
柄違い：593441、593444

軽量１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 593444
品　名：全駒刺繍　ボーダークローバー
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒カーボン骨
手　元：黒成型
４配色：黒、ネイビー、ホワイト、ピンク
重　量：約 130ｇ　　　　
原産国：中国製　　　参考上代：7,000 円

柄違い：593441、593443

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
小さなバラの花の刺繍でオーガンジーを切り継いだとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
イージーミニなので、ロクロの上げ下げだけで骨が伸縮します。

Ｓ長傘仕様：546501

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 596501
品　名：ブロックプリント Xオーガンジー
　　　　刺繍切り継ぎ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　透明ｘ黒
３配色：黒、ベージュ、ラベンダー
重　量：約 225ｇ　　　　
原産国：中国製　　　参考上代：7,000 円

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。UV遮蔽率 99.00％以上 遮光率 99.99%以上。
全駒にボーダー状にポップな小花とスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
軽量生地と親骨にカーボン素材を使用した超軽量仕様。
袋はホックの着脱で広く出来るので、収納がし易い。

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。UV遮蔽率 99.00％以上 遮光率 99.99%以上。
全駒にボーダー状にポップなクローバーとスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
軽量生地と親骨にカーボン素材を使用した超軽量仕様。
袋はホックの着脱で広く出来るので、収納がし易い。

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果



1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
スカラップ付きのハートをボーダーに刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
イージーミニなので、ロクロの上げ下げだけで骨が伸縮します。 Ｓ長傘仕様：546503

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 596503
品　名：全駒刺繍　ハートボーダー
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　透明ｘ黒
３配色：黒 X黒、黒 X白、ラベンダー
重　量：約 225ｇ　　　　
原産国：中国製　　　参考上代：7,000 円

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
軽量生地と軽量骨を使用しているので、とても軽く仕上がっています。
小さな花を集めてアクセントに刺繍しました。ヘムにはスカラ刺繍を加工しています。

軽量１級遮光  晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 596431
品　名：全駒刺繍　ギャザーフラワー
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　黒白マーブル
５配色：黒Ｘ黒、黒Ｘベージュ、ネイビー
　　　　ピンク、オフ白
重　量：約 150ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：6,000 円

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
軽量生地と軽量骨を使用しているので、とても軽く仕上がっています。
カジュアルな２段サークル柄をボーダー状に刺繍しました。ヘムにはスカラ刺繍を加工しています。

軽量１級遮光  晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 596438
品　名：全駒刺繍　サークルボーダー
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒成型
４配色：黒、ネイビー、ホワイト、ピンク
重　量：約 150ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：6,000 円

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

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 ミニ傘－03カタログNO. :

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
大胆に全面にオーナメント柄をシルクプリント。
ヘムにはスカラップを刺繍したとてもおしゃれな晴雨兼用傘です。
袋は骨を伸ばしたまま収納ができる持ち運びに便利な
２つ折りの長短袋です。

Ｓ長傘仕様：541401

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 581401
品　名：オーナメントプリント＆スカラ刺繍
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　黒白マーブル
４配色：黒、ベージュ、ネイビー、ラベンダー
重　量：約 235ｇ　　　　
原産国：中国製　　　参考上代：6,000 円

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果



1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
ブロック柄プリントにコミカルなローズ柄を刺繍したオーガンジーレースをピコミシンで切り継ぎました。

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 596502
品　名：ブロックプリントｘオーガンジーレース
　　　　 ピコ切り継ぎ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　黒
３配色：黒、ベージュ、ラベンダー
重　量：約 240ｇ　　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒にオーナメント柄をボーダーにシルクプリントし、ヘムにはスカラップを刺繍しました。
55cmの大寸なので、突然の雨にも十分対応できます。 長傘仕様：543201

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 593201
品　名：オーナメントプリント＆スカラ刺繍
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：55cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒レザー巻き
４配色：黒、ベージュ、ネイビー、ラベンダー
重　量：約 240ｇ　　　　
原産国：中国製

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

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 ミニ傘－04カタログNO. :

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
全駒に２段のローズ柄を２色でシルクプリントし、ヘムにはスカラップを刺繍したとても
おしゃれな晴雨兼用傘です。
袋は骨を伸ばしたまま収納ができる持ち運びに便利な
２つ折りの長短袋です。

Ｓ長傘仕様：541402

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 581402
品　名：２段ローズプリント＆スカラ刺繍
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：成型　黒白マーブル
３配色：黒、ベージュ、ネイビー
重　量：約 235ｇ　　　　
原産国：中国製

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果



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

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 ミニ傘－05カタログNO. :

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
ヒートカットした花柄プリント生地に無地を切り継いだシンプルな晴雨兼用傘です。

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 596006
品　名：花柄プリント＆無地 
　　　　　　　ヒートカット切り継ぎ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段シルバーアルミ棒　白グラス骨
手　元：成型　透明ｘ黒
２配色：黒、ピンク
重　量：約 245ｇ　　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
ヒートカットした花格子柄プリント生地に無地を切り継いだシンプルな晴雨兼用傘です。

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 596007
品　名：花格子プリント＆無地 
　　　　　　　ヒートカット切り継ぎ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒レザー巻き
１配色：黒
重　量：約 245ｇ　　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
ブロック柄プリント生地に無地をサテンテープで切り継いだシンプルな晴雨兼用傘です。

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 596005
品　名：ブロックプリント＆無地 
　　　　　　　サテンテープ切り継ぎ
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段シルバーアルミ棒　Si 鉄骨
手　元：成型　透明ｘ黒
３配色：黒、ベージュ、パープル
重　量：約 255ｇ　　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
花格子プリント生地に白無地をピコミシンで切り継ぎ、1コマにワンポイントでコミカルなバラをプリント。

Ｓ長傘仕様：546001

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 596001
品　名：花格子プリント＆無地 ピコ切り継ぎ
　　　　ワンポイント印刷
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段シルバーアルミ棒　Si 鉄骨
手　元：白レザー巻き
２配色：黒、ピンク
重　量：約 255ｇ　　　　
原産国：中国製

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果



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

2021.11.15
中国製 晴雨兼用傘　1級遮光 ミニ傘－06カタログNO. :

1 級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
花格子柄と無地の切り替えし。アクセントにサテンテープをトリミングした晴雨兼用傘です。
袋のネームバンド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晴雨兼用傘

Ｓ長傘仕様：535203、535204、535401　
ミニ傘仕様：595203、595204　長傘仕様：535201　

　　　　　　　オードリーシリーズ晴雨兼用傘

Ｓ長傘仕様：535203、535204、535401　
ミニ傘仕様：595202、595204　長傘仕様：535201　

　　　　　　　オードリーシリーズ晴雨兼用傘

Ｓ長傘仕様：535203、535204、535401　
ミニ傘仕様：595202、595203　長傘仕様：535201　

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 595202
品　名：花格子 X無地　サテンテープ付き
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段シルバーアルミ棒　Si 鉄骨
手　元：白レザー巻き
３配色：黒、ベージュ、ピンク
重　量：約 245ｇ　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
花柄と無地の切り替えし。アクセントにサテンテープとハートの刺繍をした晴雨兼用傘です。
袋のネームバンド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

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 595203
品　名：花柄 X無地　ハート刺繍
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段シルバーアルミ棒　Si 鉄骨
手　元：白レザー巻き
３配色：黒、ベージュ、ピンク
重　量：約 245ｇ　　　
原産国：中国製

1級遮光＆遮熱効果生地使用製品。　遮光率 99.99%以上　UV遮蔽率 90.0％以上 。
花格子柄と無地の切り替えし。アクセントに小花のブレードをトリミングした晴雨兼用傘です。
袋のネームバンド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

１級遮光 晴雨兼用傘　ミニ傘

品　番：# 595204
品　名：花格子 X無地　花ブレード付き
生　地：ポリエステル 100％
サイズ：50cm×6k　
　骨　：３段シルバーアルミ棒　Si 鉄骨
手　元：白レザー巻き
３配色：黒、ベージュ、ピンク
重　量：約 245ｇ　　　
原産国：中国製

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果

1 級遮光＆遮熱効果


