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2020年 7月 17日 

株式会社セイエンタプライズ 

 

防災のセレクトショップ「セイショップ」が 

【マイクロディザスターに備える】をテーマに 

傘ソムリエおすすめの雨具 6点を発売 

 

防災のセレクトショップ【セイショプ】（運営；株式会社セイエンタプライズ（本社：東京都千代田区、代表取締

役社長：平井雅也））は、ゲリラ豪雨や突然の雨など日常的な小さな災害≪マイクロディザスター≫に備える

と題して、傘ソムリエつちやひろゆきさんおすすめの防水スプレー、折りたたみ傘など雨具 6 点を 7 月 17 日

より発売します。 

 
◎商品ページ： https://www.seishop.jp/shopbrand/raingear/ 
～お求めは、「セイショップ」（ https://www.seishop.jp/ ）にて～ 

 

■急な大雨など日常的な小さな災害≪マイクロディザスター≫にいつも備える 

“防災”と聞くとわたしたちは比較的大きな災害での備えをイメージしがちです。巨大地震や巨大津波、スー

パー台風などメガディザスターといわれる巨大災害です。一方で、災害と呼ぶには大げさな、日常的で命に

関わることのない小さなアクシデント（困りごと）が存在します。 たとえば、突然の雨に降られてズブ濡れにな

る、突風で目にほこりが入る、寒暖の差で凍えるなど、予期せずに遭遇することで不快な気持ちになる小さ

な災害です。  

この不快をともなう小さな災害を、【セイショップ】は、マイクロディザスターと名付けました。【セイショップ】の

商品を持ち歩くことで、いつもマイクロディザスターに備えていただけます。 
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■マイクロディザスター対策に「傘屋が作った防水スプレー」 

災害は、外力である誘因に、防災力である素因が耐えられない時に起こります。雨が降ることで（誘因）、撥

水加工のない靴やバッグ（素因）が、濡れる（災害）。これは、不快という被害をともなう小さな災害です。 

 

この被害を防ぐための備え（防災）に、「傘屋が作った防水スプレー」という商品があります。 

通常の防水スプレーがフッ素を中心に作られるのに対して、強撥水をしながら速乾性と持続性を追求し、シ

リコン対フッ素の比率を 8：2 の割合にしたあらゆる繊維製品に使用できる最強の防水スプレーです。もちろ

ん、繊維である傘に効果的です。急な雨でも手持ちの日傘を雨傘に変え、お気に入りのジャケットや 

スニーカーが雨具に変わります。小さな災害（マイクロディザスター）に備える防災具（雨具）として、持ち歩い

ていただけます。 

 

■「傘屋が作った防水スプレー」の 7つの特徴 

 〇超撥水相当（フッ素樹脂とシリコン樹脂のハイブリット処方） 

 〇持続効果は約 2週間と長持ち（※他社製品は 10日ほど） 

 〇完全乾燥まで約 15分(※他社製品は 30分ほど) 

 〇スプレー後の生地にムラや白い粉（フッ素）が浮き難い 

（フッ素樹脂とシリコンの絶妙なブレンド） 

 〇スプレーしたときの臭いがきつくない 

 〇傘以外にも靴（スニーカーや革靴など）やカバンにも使用可能 

 〇紳士傘サイズ 65ｃｍで約 3～6本スプレー可能 
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【商品詳細】 

 製品名称：傘屋が作った防水スプレー 

 価格：1,200円＋税 

 容量：150ｍｌ 

 主成分：フッ素系樹脂・シリコーン樹脂・炭化水素系溶剤 

 メーカー：株式会社シューズセレクション 

 

  

■傘ソムリエつちやひろゆきさんおすすめの雨具 

セイショップでは、ゲリラ豪雨や突然の雨など日常的な小さな災害≪マイクロディザスター≫に備えると題し

て、「傘屋が作った防水スプレー」の他、傘ソムリエつちやひろゆきさんおすすめの雨具を 5つ発売します。 
 

【富山サンダー】 

富山の風雪にも耐えられるFRP骨と撥水力のある生地を使用した風速 20mの強風にも耐える長傘。親骨 20

本。 
  

製品名称：富山サンダー20 本骨（TS20-1L65-UJ） 

価格：4,000 円＋税 

 主な特徴：長傘・ジャンプ傘（男女兼用/超撥水/耐風性 FRP 強化骨（耐風速 20 メートル）/無地） 

 サイズ：全長：89.5cm/直径：110cm/親骨：65cm/親骨の数：20 本 

 重量：約 575g 

 素材：布地：ポリエステル 100%/親骨：鉄・FRP/ハンドル：プラスチック 

 開閉方法：開：ワンタッチ式（ジャンプ傘）/閉：手動 

 カラー：全 4 色（ブラック、ネイビー、グレー、ダークグリーン） 

 メーカー：株式会社シューズセレクション  

 生産国：中国 

 

 

 

【ストロングアーミー60cm】 

風速 20m にも耐えられる折りたたみ傘 
 
 製品名称：ストロングアーミー60cm折りたたみ傘（STA-3F60-UH） 

 価格：2,500 円＋税 

 主な特徴：折りたたみ傘（3 段折）（男性用/超撥水/耐風性 FRP 強化骨（耐風速 20 メートル）/無地） 

       ※折りたたみとしては「大きめ」「丈夫な」傘です。 

 サイズ：全長：63cm/直径：104cm/親骨：60cm/親骨の数：8 本  

収納時：約 28cm×6cm 

 重量：約 350g 

 素材：布地：ポリエステル 100%/親骨：鉄・FRP/ハンドル：プラスチック 

 開閉方法：手動 

 カラー：全 5 色（ブラック、ライトブルー、グレー、グリーン、ネイビー） 

 メーカー：株式会社シューズセレクション  

 生産国：中国 
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【ファイブスタープレミアムプラスワン】 

丈夫なステンレス製強化骨を使用し、極限まで細く・小さく折りたためる雨晴兼用傘です。 

 
 製品名称：スファイブスタープレミアムプラスワン（5PR-3F53-UH） 

 価格：2,000 円＋税 

 主な特徴：折りたたみ傘（3段折）（男女兼用/雨晴兼用/超撥水（超高密度ナノテク超撥水加工）/UV CUT 90%（UV加

工）/無地） 

 ※極限まで「軽く」「細く」「小さく」折りたためる傘です。サビに強く鉄の 3 倍の強度を持つステンレス製強化骨のプレミ

アムモデルで生地には紫外線対策の UV加工と超撥水が施されています。 

「UV CUT 90％」なので日傘としても使用いただけます。 

サイズ：全長：56.5cm/直径：86cm/親骨 53cm/親骨の数：5 本  

収納時：約 25.5cm×3.5cm（直径） 

 重量：約 165g 

 素材：布地：ポリエステル 100%/親骨：鉄・ステンレス /ハンドル：プラスチック 

 開閉方法：手動 

 カラー：全 4 色（ブラック、ライトブルー、グレー、ネイビー） 

 メーカー：株式会社シューズセレクション   

 生産国：中国 

 

【銀行員の日傘】 

遮熱効果の高いシルバーコーティング生地を使用し、強い日差しを反射する大きな長日傘です。酷暑対策

に。 
 

 製品名称：銀行員の日傘 65cm (BKUV-1L65-SH) 

 価格：2,000 円＋税 

 主な特徴：長傘・日傘（晴雨兼用 / 男女兼用 / 遮熱・遮光 / UVCUT99% / 

FRP 骨（耐風傘）/ シルバーコーティング 無地） 

 ※「大きく」「長く」て「割と軽い」と感じる日傘です。コーティングにより耐水圧もア

ップしており雨傘としてもきちんと利用できます。 

サイズ：全長：92.5cm/直径：109cm/親骨 65cm/親骨の数：8 本  

重量：約 400g 

 素材：布地：ポリエステル 100%/親骨：鉄・FRP /ハンドル：プラスチック 

 開閉方法：手動 

 カラー：全 1 色（表：シルバー、裏：黒色） 

 メーカー：株式会社シューズセレクション   

 生産国：中国 

 

【銀行員の日傘（折りたたみ）】 

遮熱効果の高いシルバーコーティング生地を使用した大きな折りたたみの日傘です。酷暑対策に。 
 

 製品名称：銀行員の日傘 折 60cm (BKUV-3F60-SH) 

価格：1,500 円 

 主な特徴：折りたたみ傘（3 段折）・日傘（晴雨兼用 / 男女兼用 / 遮熱・遮光 / UVCUT99% / FRP 骨（耐風傘）/ シ

ルバーコーティング 無地） 

 ※折りたたみにしては「大きく」「軽い」と感じる日傘です。 

コーティングにより耐水圧もアップしており雨傘としてもきちんと利用できます。 
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サイズ：全長：61.5cm / 直径：102cm / 親骨：60cm / 親骨の数：6 本 

     収納時：約 26.5cm×4.3cm（直径） 

重量：約 290g 

 素材：ポリエステル 100％/親骨：鉄・FRP/ハンドル：プラスチック 

 開閉方法：手動 

 カラー：全 1 色（表：シルバー、裏：黒色） 

 メーカー：株式会社シューズセレクション  

 生産国：中国 

 

 

 

 

【SEISHOP(セイショップ)について】 

セイショップは、災害時でも普段と変わらない豊かな⽣活が送れるように皆様の備えをお⼿伝いする防災のセレク

トショップです。 2001 年のオープンより、多くの法⼈、⾃治体、個⼈のお客様にご愛顧頂いております。また、

2015 年からは市ヶ谷（東京都千代田区）にショールームをオープンし、非常食の試食や防災グッズを手に取って

試したり、購入することもできます。 

 

ホームページ ： https://www.seishop.jp/ 

ショールーム案内 ： https://www.seishop.jp/realshop/ 

 

＜ショールーム概要＞ 

所在地  ： 東京都千代⽥区四番町 8-13（吉野ビル 1F） 

営業日  ： 平日 AM9:00-PM5:00  ※土日祝休み 

電話番号 ： 0120-108-565 

アクセス 都営新宿線 市ヶ⾕駅(A3出⼝) 徒歩 2分 / JR市ヶ⾕駅 徒歩 5分 

 

 

※本プレスリーに関する問い合わせ先 

株式会社セイエンタプラズ セイショップ事業部 

担当：布山夕紀 

TEL.03-5212-6251 

メールアドレス： order@sei-inc.co.jp 

 

https://www.seishop.jp/
https://www.seishop.jp/realshop/

