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

2020.12.06
レディース雨傘　日本製－01カタログNO. :

ミニ傘仕様：133202　　折傘仕様： 153202

メンズ：136401（ 男女兼用につき同商品 ）
ミニ傘仕様：136401

シャンタンとは、縦糸を普通の糸、横糸を玉糸で織られた先練りの平織物。 
横糸が太いので「つむぎ」のようなネップが生まれ、表情に高級感と趣が
あります。裏面は光沢あるサテン織り（バックサテン）になっています。

シャンタンとは、縦糸を普通の糸、横糸を玉糸で織られた先練りの平織物。 
横糸が太いので「つむぎ」のようなネップが生まれ、表情に高級感と趣が
あります。裏面は光沢あるサテン織り（バックサテン）になっています。
そのシャンタン生地にぼかし調の大きな花をプリントしました。

香り高い絹の美しさをポリエステルで表現した日本製です。
16 本骨を使用していますが、生地が薄手なので軽くて細身に仕上がっています。

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：# 173602
品　名：シャンタン 花柄プリント　
　　　　バックサテン
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　手開き　
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：木製　タッセル房付
３配色：ベージュ系、ピンク系、ブルー系
重　量：約 370ｇ　　
原産国：日本製　　　参考上代：10,000 円

品　番：# 176401
品　名：富士絹 無地　16 間
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：木製（茶色細身）
６配色：ブラック、ネイビー、グレー
　　　　レッド、ピンク、マスタード
重　量：約 410ｇ　　
原産国：日本製　　　参考上代：6,500 円

品　番：# 173202
品　名：シャンタン無地　バックサテン
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　手開き
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：木製　タッセル房付
５配色：ライトベージュ、キャメルベージュ、
　　　　レッド、ネイビー、ロイヤルブルー
重　量：約 370ｇ　　
原産国：日本製　　　参考上代：7,000 円

レディース 雨傘　長傘

品　番：# 176402
品　名：転写プリント　デニム柄
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×12k　手開き
　骨　：カシ棒　黒軽量スチール骨
手　元：焼き籐曲り
２配色：ブラック、ネイビー
重　量：370 ｇ　　　
原産国：日本製　　　参考上代：7,000 円

メンズ：176402（ 男女兼用につき同商品 ）
ミニ傘：136402

日本製の高級転写プリントです。
人気のデニム柄を転写プリントで表現しました。
12 間骨を使用。軽量スチール骨なので、軽く出来上がってます。
レディースにもお勧めできる男女兼用タイプ。



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

2020.12.06
レディース雨傘　日本製－02カタログNO. :

柄違い　　：173501, 173507

日本製の高級転写プリントです。
転写プリントならではの細かい柄が表現されています。
今流行りの白地に一面に描かれている清楚な花が、沈みがちな雨の日を彩ってくれます。

品　番：# 173510
品　名：転写プリント　マーベラス
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ　
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：透明アクリル　軸黒塗り　
２配色：ピンク系、パープル系
重　量：396 ｇ
原産国：日本製　　　参考上代：6,000 円

レディース雨傘　長傘

柄違い　　：173507, 173510

トップレス折仕様：152201

日本製の高級転写プリントです。
転写プリントならではの細かい柄が表現されています。
全体がぼかし調の大人モダンな雰囲気です。

レディース雨傘　長傘

品　番：# 173501
品　名：転写プリント　マスターフラワー
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ　
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：透明アクリル　軸黒塗り
３配色：ピンク系、オレンジ系、ブルー系
重　量：約 395ｇ　　
原産国：日本製　　　参考上代：6,000 円

柄違い　　：173501, 173510
ミニ傘仕様：136107 

日本製の高級転写プリントです。
写プリントならではの細かい柄が表現されています。
油絵で描かれたような美しい花柄が沈みがちな雨の日をぱっと彩ってくれます。

品　番：# 173507
品　名：転写プリント　ジャルダンテ
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ　
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：透明アクリル　軸黒塗り
３配色：ワイン系、カーキー系、ネイビー系
重　量：約 395ｇ　
原産国：日本製　　　参考上代：6,000 円

レディース雨傘　長傘

先染め糸で織り上げた定番のチェック柄をカジュアルテイストに仕上げました。
紫外線遮蔽率 90％なので、日傘としても使用可能止。

レディース雨傘　長傘

品　番：# 172201
品　名：先染め チェック柄
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：60cm×8k　ジャンプ　
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：木製（うす茶色籐）
４配色：ライトグレー系、ネイビー Xグリーン、
　　　　レッド系、グリーン Xホワイト
重　量：約 350ｇ　　
原産国：日本製　　　参考上代：6,500 円



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

2020.12.06
レディース雨傘　日本製－03カタログNO. :

アパレル資材の「綿 100％ ローンのプリント生地」をUV防止加工付きの雨傘に仕立てました。
流行のネコ柄の日本製雨晴兼用傘です。
春夏にピッタリの綿素材の雨傘です。

レディース雨傘　長傘

品　番：# 171502
品　名：綿ローンプリント　ねこ柄
生　地：綿　100％
サイズ：60cm×8k　手開き　
　骨　：黒鉄棒　黒鉄骨
手　元：木製（茶色細身）
２配色：オフホワイト、グレー
重　量：約 360ｇ　　
原産国：日本製　　　参考上代：3,500 円



長傘仕様：173202

シャンタンとは、縦糸を普通の糸、横糸を玉糸で織られた先練りの平織物。 
横糸が太いので「つむぎ」のようなネップが生まれ、表情に高級感と趣が
あります。裏面は光沢あるサテン織り（バックサテン）になっています。

日本製の高級転写プリントです。
転写プリントならではの細かい柄が表現されています。
小さな花から大きな花までぎっしりと描かれていて、華やかな印象の傘です。
傘の収納袋は、外出先で畳まなくても収納できるように長短をボタンで調整できるようになって
いますので、とても便利です。骨は 7本骨を使用。従来の 6本骨よりたたみ易くが大きいです。

品　番：# 133202
品　名：シャンタン無地　バックサテン
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×6k　丸ミニ　
　骨　：3段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：木　製
５配色：ライトベージュ、キャメルベージュ、
　　　　レッド、ネイビー、クラシックローズ
重　量：約 240ｇ　　
原産国：日本製　　　参考上代：7,000 円

品　番：# 133603
品　名：転写プリント　スプラッシュハニー
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×7k　丸ミニ　
　骨　：3段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：木　製
２配色：ネイビー系、ピンク系
重　量：約 210ｇ
原産国：日本製　　　参考上代：6,000 円

柄違い　：136105, 136106, 136107, 136108
長傘仕様：173502

日本製の高級転写プリントです。
転写プリントならではの細かい柄が表現されています。
全体がぼかし調の大人モダンな雰囲気です。

品　番：# 136102
品　名：転写プリント　カンタータ
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×6k　丸ミニ　
　骨　：3段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：樹脂成型
２配色：パープル系、オレンジ系
重　量：約 195ｇ　
原産国：日本製　　　参考上代：5,000 円

レディース雨傘　ミニ傘

レディース雨傘　ミニ傘

レディース雨傘　ミニ傘

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

2020.12.06
レディース雨傘　日本製－04カタログNO. :

柄違い　：136102, 136106, 136107, 136108
長傘仕様：173505

日本製の高級転写プリントです。
転写プリントならではの細かい柄が表現されています。
小さな花から大きな花までぎっしりと描かれていて、華やかな印象の傘です。

品　番：# 136105
品　名：転写プリント　マルベリーローズ
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×6k　丸ミニ　
　骨　：3段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：樹脂成型
３配色：ブラック系、ピンク系、ベージュ系
重　量：約 195ｇ
原産国：日本製　　　参考上代：5,000 円

レディース雨傘　ミニ傘



柄違い　：136102, 136105, 136107, 136108

日本製の高級転写プリントです。
プリントならではの細かい柄が表現されています。
落ち着いた花柄の傘なので、カジュアルな装いからフェミニンな装いまでしっかりマッチします。
濃淡で花が描かれていて、花柄でも甘すぎずシャープな雰囲気の傘です。

日本製の高級転写プリントです。
転写プリントならではの細かい柄が表現されています。
油絵で描かれたような美しい花柄が沈みがちな雨の日をぱっと彩ってくれます。

品　番：# 136106
品　名：転写プリント　ペイントマーガレット
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×6k　丸ミニ　
　骨　：3段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：樹脂成型
２配色：ブラック、ネイビー
重　量：約 195ｇ　
原産国：日本製　　　参考上代：5,000 円

品　番：# 136107
品　名：転写プリント　ジャルダンテ
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×6k　丸ミニ　
　骨　：3段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：樹脂成型
２配色：ワイン系、カーキ系
重　量：約 195ｇ
原産国：日本製　　　参考上代：6,000 円

柄違い　：136102, 136105, 136106, 136107
長傘仕様：173508

柄違い　：136102, 136105, 136106, 136108
長傘仕様：173507

日本製の高級転写プリントです。
転写プリントならではの細かい柄が表現されています。
傘一面に咲いたいろいろな花が、沈みがちな雨の日をぱっと彩ってくれます。

品　番：# 136108
品　名：転写プリント　スモリー
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×6k　丸ミニ　
　骨　：3段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：樹脂成型
２配色：ネイビー系、ホワイト系
重　量：約 195ｇ
原産国：日本製　　　参考上代：6,000 円

レディース雨傘　ミニ傘

レディース雨傘　ミニ傘

レディース雨傘　ミニ傘

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

2020.12.06
レディース雨傘　日本製－05カタログNO. :

日本製の高級転写プリントです。
本体生地にはブロック柄のジャガード織りを使用。
転写プリントならではの細かい柄が表現されています。 
傘一面に咲いたいろいろな花が、沈みがちな雨の日をぱっと彩ってくれます。

品　番：# 136109
品　名：転写プリント　シンフォニー
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×6k　丸ミニ　
　骨　：3段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：木　製
２配色：パープル系、ピンク系
重　量：約 205 ｇ
原産国：日本製　　　参考上代：6,000 円

レディース雨傘　ミニ傘



メンズ：136401（ 男女兼用につき同商品 ）

メンズ：136402（ 男女兼用につき同商品 ）

香り高い絹の美しさをポリエステルで表現した日本製です。
カーボン骨を使用した超軽量。
生地が薄手なのでコンパクトに収納出来ていて常時携帯に最適です。

品　番：# 136401
品　名：富士絹　無地
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×6k　丸ミニ　
　骨　：3段黒アルミ棒　黒カーボン骨
手　元：樹脂成型　黒
６配色：ブラック、ネイビー、グレー、
　　　　レッド、マスタード、ピンク
重　量：約 124ｇ
原産国：日本製　　　参考上代：6,000 円

レディース雨傘　ミニ傘

日本製の高級転写プリントです。
人気のデニム柄を転写プリントで表現しました。
カーボン骨を使用した超軽量。
生地が薄手なのでコンパクトに収納出来ていて常時携帯に最適です。

品　番：# 136402
品　名：転写プリント　デニム柄
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×6k　丸ミニ　
　骨　：3段黒アルミ棒　黒カーボン骨
手　元：樹脂成型　黒
４配色：ブラック、ネイビー、グレー、サックス
重　量：約 126ｇ
原産国：日本製　　　参考上代：7,000 円

レディース雨傘　ミニ傘

長傘仕様：172201

先染め糸で織り上げた定番のチェック柄をカジュアルテイストに仕上げました。
紫外線遮蔽率 90％なので、日傘としても使用可能止。
操作が簡単なトップレス骨を使用。
持ち運びに便利な手提げ付き袋。

品　番：# 152201
品　名：先染め チェック柄
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：50cm×8k　トップレス折　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：竹 製
４配色：ライトグレー系、ネイビー Xグリーン、
　　　　レッド系、グリーン Xホワイト
重　量：約 210ｇ
原産国：日本製　　　参考上代：7,000 円

レディース雨傘　トップレス折傘

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

2020.12.06
レディース雨傘　日本製－06カタログNO. :

長傘仕様：173202　　ミニ傘仕様：133202

シャンタンとは、縦糸を普通の糸、横糸を玉糸で織られた先練りの平織物。 
横糸が太いので「つむぎ」のようなネップが生まれ、表情に高級感と趣が
あります。裏面は光沢あるサテン織り（バックサテン）になっています。

品　番：# 153202
品　名：シャンタン無地　バックサテン
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×8k　折　
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：竹 製
３配色：ロイヤルブルー、レッド、
　　　　ライトベージュ
重　量：約 283ｇ
原産国：日本製　　　参考上代：7,000 円

レディース雨傘　折傘


