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メンズ 雨傘　長傘

品　番：# 365201
品　名：ポンジー　EDWIN ロゴチェック
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：65cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒成型 ｱﾝﾃｨｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞ玉留付き
３配色：ブラック、ネイビー、カーキー
重　量：481 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,800 円

　　　　　　　

EDWIN シリーズ雨傘：365203

メンズ 雨傘　長傘

品　番：# 365203
品　名：ポンジー　EDWIN ロゴボーダー
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：65cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：黒成型 ｱﾝﾃｨｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞ玉留付き
３配色：ブラック、ネイビー、カーキー
重　量：481 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：2,800 円

　　　　　　　

EDWIN シリーズ雨傘：365201

メンズ 雨傘　長傘

品　番：# 321501
品　名：先染め格子　強風対策傘
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：65cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：茶合板　玉留付き
２配色：ネイビー系、グレー系
重　量：456 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：3,000 円

　　　　　　　

強風対策傘シリーズ雨傘：321503

人気の EDWIN の雨傘です。傘一面 EDWIN のロゴでチェック柄を構成しました。
裾には同色の迷彩柄のパイピングを施しています。
ハンドルはアンティックゴールドの玉留付きです。

EDWIN シリーズ

人気の EDWIN の雨傘です。傘一面 EDWIN のロゴでボーダー柄を構成しました。
裾には同色の迷彩柄のパイピングを施しています。
ハンドルはアンティックゴールドの玉留付きです。

EDWIN シリーズ

シーンや年齢を問わない定番の先染め格子柄です。 
昨今大人気の強風対策傘です。
親骨と受骨のジョイント箇所（ダボ）が Z型なので、強風を受け流し骨が折れず「おちょこ」になりにくい。
たとえ「おちょこ」になっても傘を閉じれば、元に戻ります。

強風対策傘 シリーズ

メンズ 雨傘　長傘

品　番：# 321502
品　名：先染め格子　強風対策傘
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：65cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：茶合板　玉留付き
２配色：ブラック系、グレー系
重　量：456 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：3,000 円

　　　　　　　

強風対策傘シリーズ雨傘：321501

シーンや年齢を問わない定番の先染め格子柄です。 
昨今大人気の強風対策傘です。
親骨と受骨のジョイント箇所（ダボ）が Z型なので、強風を受け流し骨が折れず「おちょこ」になりにくい。
たとえ「おちょこ」になっても傘を閉じれば、元に戻ります。

強風対策傘 シリーズ
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メンズ 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

　　　　　　　

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。

メンズ 雨傘　長傘

品　番：# 322201
品　名：先染め チェック柄
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：65cm×8k　ジャンプ
　骨　：黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：竹製曲り
３配色：ネイビー Xグリーン A、ネイビー Xブルー
　　　　ネイビー Xグリーン B
重　量：390 ｇ　　　
原産国：日本製　　　参考上代：7,000 円

　　　　　　　
トップレス折傘仕様：372201
ミニ傘仕様：392201

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。
昨今大人気の強風対策傘です。親骨と受骨のジョイント箇所（ダボ）がスライドするので、
強風を受け流し骨が折れず「おちょこ」になりにくい。
たとえ「おちょこ」になっても傘を閉じれば、元に戻ります。
紫外線遮蔽率 90％以上なので、日傘としても使用できます。
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レディース：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

メンズ雨傘　ミニ傘

レディース：136401（ 男女兼用につき同商品 ）

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

メンズ雨傘　ミニ傘

メンズ 雨傘　トップレス折傘

品　番：# 372201
品　名：先染め チェック柄
生　地：ポリエステル　100％
サイズ：55cm×8k　トップレス折
　骨　：２段黒アルミ棒　黒グラス骨
手　元：竹製曲り
３配色：ネイビー Xグリーン A、ネイビー Xブルー
　　　　ネイビー Xグリーン B
重　量：215 ｇ　　　
原産国：日本製　　　参考上代：7,000 円

　　　　　　　
  長傘仕様   ：322201
ミニ傘仕様：392201

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。
操作が簡単なトップレス骨を使用。
紫外線遮蔽率 90％以上なので、日傘としても使用できます。

メンズ 雨傘　ミニ傘

品　番：# 392201
品　名：先染め チェック柄
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：茶色木製
３配色：ネイビー Xグリーン A、ネイビー Xブルー
　　　　ネイビー Xグリーン B
重　量：230 ｇ　　　
原産国：日本製　　　参考上代：6,000 円

　　　　　　　
トップレス折傘仕様：372201
長傘仕様：322201

先染め糸で織り上げた定番のチェック柄なので、TPOを選びません。
7本骨を使用しているので、従来の 6本骨よりも大きく感じます。
紫外線遮蔽率 90％以上なので、日傘としても使用できます。
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メンズ 雨傘　ミニ傘

品　番：# 391501
品　名：先染め格子
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
２配色：ネイビー系、グレー系
重　量：200 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：3,000 円

　　　　　　　
　　長傘：321501
　柄違い：391503

メンズ 雨傘　ミニ傘

品　番：# 391503
品　名：先染め格子
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
２配色：ブラウン系、グレー系
重　量：200 ｇ　　　
原産国：中国製　　　参考上代：3,000 円

　　　　　　　
　柄違い：391501

レディース：136301（ 男女兼用につき同商品 ）

シーンや年齢を問わない定番の先染め格子柄です。 

シーンや年齢を問わない定番の先染め格子柄です。 

メンズ雨傘　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

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。

105ｇ


