傘

Umbrel l a

荷物の多い時でもスムーズオープン！ ワンタッチで開閉できます

耐久性の高い特殊骨を採用。風が強くても安心！

旅 先で 急に 必 要 に な る レイングッズ。
最近、日本や海外でも突然のゲリラ豪雨が増えています。

TS-1256-009(BK)

TS-1123-009(BK) TS-1123-006(NV)

TS-1256-006(NV)

傘

傘

緊急需要アイテムとして、ツーリストが旅先で安心して使えるような、
様々な悩みを解決する機能傘をゴーウェルはセレクトしました。
濡れた傘も安心して携帯できるボトルケース付き傘

傘の使用中は、ケース底部に
ついているフタをつければ、水
漏れしません

①ボタンを押します

②自動的に開きます

③再度ボタンを押せば
閉じます。

逆さ向いても壊れにくい折りたたみ傘

自動開閉折りたたみ傘

Unbreakable Folding Umbrella (Turn Over)

Automatic Switch Folding Umbrella

2,200

￥

スリムボトル UV折りたたみ傘

UV Folding Umbrella with Slim Bottlecase

2,300+税

￥

サイズ : ケース／φ52×236ｍｍ 親骨／約 500ｍｍ 折りたたみ時／約 225ｍｍ 材質 :ポ
ンジポリエステル､ スチール 他
ケース／ポリエステル系樹脂 他 備考 : ネイルガード付

TS-1286-009(BK)

TS-1286-044(WH)

＜ JAN コード＞ BK：4580298435662
WH：4580298435686

ハードケースタイプなので、水漏れの心配がありません

920+税

￥

+税

サイズ : 親骨／約 550ｍｍ 折りたたみ時／約 280ｍｍ 材質 : ポンジポリエステル､ スチー
ル､ グラスファイバー 他
＜ JAN コード＞ BK ：4580298422464
NV ：4580298420347

サイズ : 親骨／約 530ｍｍ 折りたたみ時／約 240ｍｍ 材質 : ポリエステル､ スチール
備考 : ネイルガード付
＜ JAN コード＞ BK ：4560210684668
NV ：4560210684675

他

BE ：4560210684682

急な突風が来ても簡単に元に戻る耐風設計！

雨と風が強い日の味方！ 長く使える丈夫な傘

女性らしい丸みのある傘。体をすっぽり包み UVカット !

TS-1124-009(BK)

TS-1131-030(PK)
TS-1237-044(WH)

TS-1237-009(BK)

TS-1123-028(BE)

傘の接合部が壊れにくい特殊骨を採用

ボトルケースＵＶ折りたたみ傘

TS-1185-006(NV)

深張 UV折りたたみ傘

UV Folding Umbrella with Bottlecase

傘の接合部が壊れにくい特殊骨を採用

TS-1185-009(BK)

1,800+税

1,780+税

￥

サイズ : ケース／φ54×248ｍｍ 親骨／約 500ｍｍ 折りたたみ時／約 237ｍｍ
材質 : ポンジポリエステル､ スチール 他
ケース／ ABS
備考 : ネイルガード付

￥
サイズ : 親骨／約 530ｍｍ
備考 : ネイルガード付

折りたたみ時／約 250ｍｍ

＜ JAN コード＞ BK：4580298424567
WH：4580298424594

もう傘の置き場に困らない！
ハンガーグリップで雨の日もスマートに

TS-1124-006(NV)

逆さ向いても壊れにくいジャンプ傘

Deep Upholstery UV Folding Umbrella
材質 : ポリエステル､ スチール

どんなに濡れてもひと振りすればカラッと！スリムで軽いボディで持ち歩きしやすい

強い風でひっくり返っても簡単に戻ります！

TS-1124-028(BE)

TS-1122-006(NV)

耐風ジャンプ傘

TS-1122-028(BE)

Wind Resistance Umbrella

Unbreakable Umbrella (Turn Over)

920+税

1,450+税

￥

￥

他

＜ JAN コード＞ BK ：4560210697378
NV ：4560210697347
PK ：4560210697385

TS-1122-009(BK)

サイズ : 親骨／約 580ｍｍ 材質 : ポリエステル､ スチール

他

＜ JAN コード＞ BK ：4560210684729
NV ：4560210684743

BE ：4560210684774

突然の豪雨に対応できるポータブルポンチョの登場

サイズ : 親骨／約 580ｍｍ 材質 : ポリエステル､ グラスファイバー
＜ JAN コード＞ BK ：4560210684781
NV ：4560210684798

他
BE ：4560210684804

急な雨でも大丈夫！念のためにぜひ。

クルッと回せば、柄の
部分がハンガーに！

撥水加工の生地

TS-1302-009(BK)

TS-1276-011(GRY)

TS-1276-009(BK)

TS-1302-006(NV)
TS-1187-009(BK)
TS-1276-006(NV)

TS-1187-006(NV)

撥水コンパクト折りたたみ傘

ハンガーグリップＵＶ折りたたみ傘

Water Repelling Umbrella

Color UV Hanger Umbrella

1,380

￥

+税

サイズ : 親骨／約 530 ｍｍ 折りたたみ時／約 270 ｍｍ 材質 : ポンジポリエステル､ スチール
他 備考：ネイルガード付
＜ JAN コード＞
BK：4580298424246
NV：4580298424277
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使用後は水滴が残っていますが、
サッと傘を振れば水滴がほとんど取れます。

1,600+税

￥

サイズ : 親骨／約 500ｍｍ 折りたたみ時／約 225ｍｍ 材質 : ポンジポリエステル､ スチー
ル 他
備考 : ネイルガード付
＜ JAN コード＞ BK ：4560210681292
NV ：4560210681278

イベントポンチョ（ポーチ付）
Event Poncho(with Pauch)

ポケットレインコート

試着イメージ

GW-2000-509

Pocket Rain Parka

650+税

550+税

￥

サイズ : 本体／着丈約 815ｍｍ ポーチ／約 W190×H240ｍｍ 材質 :PEVA 他
備考：取説付、身長約 150 〜 180cm 対応
＜ JAN コード＞ BK ：4580298421641 GRY：4580298421696
NV ：4580298421658

￥

サイズ :110表記／ 160 〜 170ｃｍ 120表記／ 170 〜 180ｃｍ 重さ:110表記／約 140ｇ
120表記／約 168ｇ 材質 : 塩化ビニール パッケージサイズ :W110×H180×D30ｍｍ
※色はクリアになります。

＜ JAN コード＞

4905414005091
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