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

2021.11.15
レディース 日傘－01カタログNO. :

手捺染で麻生地に防染プリントをした後、藍で染めました。
藍には紫外線防止や防虫などの効果があり、昔から染料として使われてきました。
また、使い込むほどに色に深みが出て風合いを増すのも藍染めの魅力のひとつです。

藍染め Japan  Blue

※藍染めは色落ちが起こりますので、白い衣服や持ち物への色移りには十分ご注意ください。

# 523201 # 523202

# 523203 # 523204

品　名：藍染め 日傘
生　地：麻　100％
サイズ：47cm×8k　手開き
　骨　：薄茶色木棒　黒グラス骨
手　元：竹製曲り
重　量： 298ｇ　　　
原産国：日本製

レディース日傘　長傘



品　名：柿渋染め 日傘
生　地：麻　100％
サイズ：47cm×8k　手開き
　骨　：薄茶色木棒　黒グラス骨
手　元：白木彫入り 曲り
重　量： 329ｇ　　　
原産国：日本製

柿渋染め

※柿渋染めは天然染料ですので、多少の染めむらも味のひとつとお考えください。
　また、色落ちが起こりますので、白い衣服や持ち物への色移りに十分ご注意ください。

柿渋染めは青柿から作られる日本古来の天然染料です。
青い柿をすりつぶして果汁を絞り、発酵・熟成させたものを「柿渋」と言います。
柿渋に含まれる「タンニン」には、抗菌・防腐・防虫などの効果があり、昔から染料や塗料として使われてきました。
また、使い込むほどに色に深みが出て風合いを増すのも柿渋染めの魅力のひとつです。

レディース日傘　長傘

# 523101 # 523102

# 523103 # 523104
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品　名：レースかわず張り 日傘
生　地：表地－綿 100％
　　　　裏地－綿 100%
サイズ：47cm×8k　手開き
　骨　：薄茶色木棒　黒グラス骨
手　元：白木彫入り 曲り
３配色：ネイビー、グレー、ホワイト
重　量： 345ｇ　　原産国：中国製

レディース日傘　長傘

かわず張り
表生地に穴あきレース、裏生地にUV加工した綿ローンを使用した 2重張り。
裏生地は全面ではなく受骨に沿って張っているので傘の上部は穴あきレースのみになり、
風が通る構造になっている「かわず張り」です。
傘の上部は風が通り涼しく、下部の裏生地で紫外線をブロック。
また、裏面からは親骨が裏生地で見えませんので、見た目も美しいです。

# 524101

# 524102

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

2021.11.15
レディース 日傘－03カタログNO. :



流行の和柄で、職人が 1版ずつ手作業で擦って染める「手捺染」の技法を用いた生地を
使用し、おしゃれな本竹曲がりのハンドル仕様の高級日本製長傘です。
和装にも洋装にもどんなファッションにも合う大人モダンな日傘です。

手捺染 和調プリント

品　名：手捺染 和調プリント
生　地：綿　100％
サイズ：47cm×8k　手開き
　骨　：黒鉄棒　黒グラス骨
手　元：竹製 クロス曲り
２配色：ブラック、ネイビー
重　量： 264ｇ　　　
原産国：日本製

レディース日傘　長傘
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折傘仕様：576509

折傘仕様：573501

綿サテン生地の裾に幅広の波状のボーダー刺繍が施され、
波状の縁の刺繍がとてもおしゃれで涼しげな日傘です。
流行の和柄で、うれしいUV防止加工付きの高級日本製長傘です。
 

綿サテン生地の裾におしゃれですっきりとしたデザインのレースを切り継ぎ、
シャープだけど重厚感のある日傘です。
カジュアルにもフェミニンにもどんなファッションにもあうデザインです。

レディース 日傘　長傘　ＵＶ加工付

品　番：# 526509
品　名：綿サテン エンブレース
生　地：綿 100％
サイズ：50cm×8k　手開き
　骨　：茶木棒　金鉄骨
手　元：木製 さくら
１配色：ブラック
重　量：359 ｇ　　
原産国：日本製　　　

レディース 日傘　Ｓ長傘　ＵＶ加工付

品　番：# 533501
品　名：綿サテン×細巾レース
生　地：綿 100％
サイズ：50cm×8k　手開き　
　骨　：ｱﾝﾃｨｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞ２段アルミ棒　金鉄骨
手　元：竹製 小曲り
２配色：ブラック、ベージュ
重　量：342 ｇ　　　
原産国：日本製　　　
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Ｓ長傘仕様：533501

綿サテン生地の裾に幅広の波状のボーダー刺繍が施され、
波状の縁の刺繍がとてもおしゃれで涼しげな日傘です。
流行の和柄で、うれしいUV防止加工付きの高級日本製長傘です。

綿サテンジャガード生地の裾にローンレースを切り継いだとてもおしゃれで涼しげな日傘です。  
光沢のあるジャガード ( 織り柄 ) 生地が日差しに映え豪華な日傘です。
流行の和柄で、うれしいUV防止加工付きの 2つ折り高級日本製傘です。
 

綿サテン生地の裾におしゃれですっきりとしたデザインのレースを切り継ぎ、
シャープだけど重厚感のある日傘です。
カジュアルにもフェミニンにもどんなファッションにもあうデザインです。

レディース 日傘　折傘　ＵＶ加工付

品　番：# 576509
品　名：綿サテン エンブレース
生　地：綿 100％
サイズ：50cm×8k
　骨　：ｱﾝﾃｨｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞ３段アルミ棒　金アルミ骨
手　元：茶木製 細レザー巻
１配色：ブラック
重　量：248 ｇ　　
原産国：日本製　　　

レディース 日傘　折傘　ＵＶ加工付

品　番：# 577903
品　名：綿サテンジャガード×細巾レース
生　地：綿 100％
サイズ：50cm×8k
　骨　：金３段アルミ棒　金アルミ骨
手　元：白木 彫入り
４配色：ブラック、ベージュ、ブルー、ピンク
重　量：295 ｇ　　　
原産国：日本製　　　

レディース 日傘　折傘　ＵＶ加工付

品　番：# 573501
品　名：綿サテン×細巾レース
生　地：綿 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：ｱﾝﾃｨｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞ３段アルミ棒　金アルミ骨
手　元：竹製 
４配色：ブラック、ベージュ、サックス、ブラウン
重　量：298 ｇ　　　
原産国：日本製　　　

長傘仕様：546509
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折傘仕様：525301

麻 100％の生地に刺繍の一種であるドロンワークとさらにスワトー刺繍を施しました。
ドロンワーク  は布地にステッチをかけたり、縦糸や横糸を部分的に抜き取った残りの糸をかがったり、
渡した糸にステッチかけるなど、布地に模様を描く技法の総称です。
和装はもちろんカジュアルにも合うデザインです。

麻 100％の生地に刺繍の一種であるドロンワークと野ばらをワンポイント刺繍しました。
ドロンワーク  は布地にステッチをかけたり、縦糸や横糸を部分的に抜き取った残りの糸をかがったり、
渡した糸にステッチかけるなど、布地に模様を描く技法の総称です。
和装はもちろんカジュアルにも合うデザインです。

麻 100％の生地に刺繍の一種であるドロンワークと野ばらをワンポイント刺繍しました。
ドロンワーク  は布地にステッチをかけたり、縦糸や横糸を部分的に抜き取った残りの糸をかがったり、
渡した糸にステッチかけるなど、布地に模様を描く技法の総称です。
和装はもちろんカジュアルにも合うデザインです。

麻 100％の生地に刺繍の一種であるドロンワークとさらにスワトー刺繍を施しました。
ドロンワーク  は布地にステッチをかけたり、縦糸や横糸を部分的に抜き取った残りの糸をかがったり、
渡した糸にステッチかけるなど、布地に模様を描く技法の総称です。
和装はもちろんカジュアルにも合うデザインです。

レディース 日傘　長傘　ＵＶ加工付

品　番：# 521301
品　名：麻 スワトー刺繍 ドロンワーク
生　地：麻 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：白木棒　鉄骨
手　元：自然木製 
４配色：ネイビー、ベージュ、グリーン、レンガ
重　量：320 ｇ　　　
原産国：中国製　　　

折傘仕様：526301

レディース 日傘　長傘　ＵＶ加工付

品　番：# 522301
品　名：麻 スワトー刺繍 ドロンワーク
生　地：麻 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：白木棒　鉄骨
手　元：籐 製 
５配色：ブラック、ネイビー、ベージュ、
　　　　グリーン、レンガ
重　量：311 ｇ　　
原産国：中国製

長傘仕様：521301

レディース 日傘　長傘　ＵＶ加工付

品　番：# 525301
品　名：麻 スワトー刺繍 ドロンワーク
生　地：麻 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：3段 Si アルミ棒　白グラス骨
手　元：焼 籐 ズンドー 
４配色：ネイビー、ベージュ、グリーン、レンガ
重　量：242 ｇ　　　
原産国：中国製　　　

長傘仕様：522301

レディース 日傘　長傘　ＵＶ加工付

品　番：# 526301
品　名：麻 スワトー刺繍 ドロンワーク
生　地：麻 100％
サイズ：50cm×8k　
　骨　：3段 Si アルミ棒　白グラス骨
手　元：焼 籐 ズンドー 
５配色：ブラック、ネイビー、ベージュ、
　　　　グリーン、レンガ
重　量：235 ｇ　　
原産国：中国製


