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新 製 品・新 色

で登場の

待望の新作ルアー

2018年

11月

2種

新色ルアー 2種も発売！

メバコスケ 35F

発売

［全長］
35mm［重量］
2.3g［タイプ］
フローティング［レンジ］
5〜20cm
［アクション］
ローリング［フック］
#14［リング］
#1

1,200円（税抜）

固定重心で立ち上がりを良く
こだわりフォルムで可愛さキープ！

ima presents

Let's enjoy

港湾

磯場

初心者にも使いやすいプラグ

imaの人気ルアー kosukeをメバル用にダウンサイジング。
優れた遠投性能を備え、
大きなリップで水噛みが良いため手元に情報が伝わりやすい。
万能なローリングミノーでメバルプラッギングをさらに豊かに。

・広範囲のシャローレンジを探りたいとき
・とりあえずのパイロットルアーとして

※製品の仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

メバルプラッギング!
状況判断とルアーローテーションがカギになるメバリング。
攻めのバリエーションを豊富にするため、
より多くのシチュエーションに
対応できる期待のルア−2種がリリース。
meba kosuke 35FとCOLLET 45でメバルプラッギングをさらに楽しく。

コレット 45

サスケ SF-50
［全長］
50mm［重量］
1.5g［タイプ］
フローティング［レンジ］
10〜40cm
［アクション］
ウォブンロール［フック］
SBL-55M#12
［推奨ライン］
ナイロン・フロロ：2.5lb以下 PE：0.3号以下［リング］
#1

［全長］45mm［重量］2.5g［タイプ］
シンキング［レンジ］10〜30cm
［アクション］
ローリング［フック］#16［リング］#1

1,200円（税抜）

1,200円（税抜）

可愛いだけじゃない！
チョコモチーフのデッドスローシンペン
スイム姿勢やフォール姿勢にこだわったローリングアクションのシンペン。
ジグヘッドで攻めにくいシャローや、
ミノーで届かないストラクチャー周りにも。
デッドスローでゆっくり魅せる食わせのタイミングを意識したimaの新提案。

港湾

ポイントが近い場合やメバルからの反応が悪い場面では
sasuke SF-50の出番。派手過ぎないアクションがナーバ
スなメバルの本能を刺激する！

磯場

藻場や根の上をスローに引ける
・ストラクチャーの際や上を通したいとき

港湾

・魚の活性が低いとき
・魚のサイズが小さいとき

・シャローレンジをゆっくり攻めたいとき

メバカーム

目指せサイズアップ！
メバルプラッギングおすすめポイント
メバリングといえばライトタックルにジグヘッド＆ワームで狙うのが主流だが、大
型サイズを狙う場合やシャローレンジを攻めるときはプラグが有効な場面も多
い。
特に藻場が絡んだ磯場で狙う場合は、
藻の上や際をスローでトレースするこ
とができるプラグの独壇場！ポイント3点を参考にしながら、
積極的に大型メバル
を狙って行こう
！

®

［全長］
60mm［重量］
4.8g［タイプ］
シンキング［レンジ］
10〜30cm
［アクション］
ウォブンロール［フック］
#14［リング］
#1

シーズン

春（4〜6月）、秋（11〜1月）

春 水温が最適温になる5月がピーク。5〜6月で大型サイズを狙える。メバルは
春になると活発に動き出し、
浅場で積極的にベイトを追うようになる。

秋 産卵するために浅場にきて捕食活動をする12月がピーク。秋になると高
かった水温が徐々に下がり、
メバルの適水温に近づく。
スポーニングの時期に
入ると、
浅場を狙ってゲーム性の高いプラッギングが楽しめる。
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エリア

1,200円（税抜）

港湾、磯場

港湾 足場が良く初心者におすすめ。

磯場 大型を狙えるのが魅力。藻場が

常夜灯もあるためメバルが集まりやすい。 絡むポイントは藻の上や際を狙うと良い。

時間帯

夕マヅメ〜夜間

朝夕のマヅメ時や日没後が釣りやすいため、
マヅメを絡めた夜間に狙うと良い。

imaメバルプラグの基本meba CALM。抜群のキャスタビ
リティーとレンジキープ力で、
広範囲を狙いたい場合やレン
ジがやや深いときに活躍。

磯場

・より遠くをサーチしたいとき
・大型のメバルを狙いたいとき

2018年

11月

ima presents

Let's enjoy
メバルプラッギング!
発売

COLOR CHART

メバル8耐の釣果より

コレット 45

［全長］45mm［重量］2.5g［タイプ］
シンキング
［レンジ］10〜30cm
［アクション］
ローリング［フック］#16［リング］#1

メバコスケ 35F

1,200円（税抜）

［全長］
35mm［重量］
2.3g［タイプ］
フローティング
［レンジ］
5〜20cm［アクション］
ローリング
［フック］
#14［リング］
#1

ラメ

ラメ

#CL45-001 クリアーペッパー
ラメ

#MKK35-001 クリアーペッパー

#CL45-002 PHクリアー
ラメ

#CL45-003 チェリーブロッサム

#CL45-004 ナトリウムオレンジ

GLOW

ラメ

#MKK35-002 PHクリアー

ラメ

ラメ

#MKK35-003 チェリーブロッサム

#MKK35-004 ナトリウムオレンジ

GLOW

ラメ

#CL45-005 チャートペッパー

#CL45-006 シラスグローベリー

#MKK35-005 チャートペッパー

#MKK35-006 シラスグローベリー

#CL45-007 ワレカラ

#CL45-008 OHパール

#MKK35-007 ワレカラ

#MKK35-008 OHパール

GLOW

GLOW

#CL45-009 セグロブルーグロー
ラメ

1,200円（税抜）

GLOW

#CL45-011 マットナイトブラック

#MKK35-009 セグロブルーグロー

#CL45-010 シースルーベイト

ラメ

ラメ

#MKK35-010 シースルーベイト

GLOW

ラメ

#MKK35-011 マットナイトブラック

#CL45-012 ライムレッドペッパー

#MKK35-012 ライムレッドペッパー

※製品の仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

サスケ SF-50
［全長］
50mm［重量］
1.5g［タイプ］
フローティング［レンジ］
10〜40cm［アクション］
ウォブンロール
［フック］
SBL-55M#12［推奨ライン］
ナイロン・フロロ：2.5lb以下 PE：0.3号以下［リング］
#1

ラメ

1,200円（税抜）

メバカーム

®

ラメ

#SKF50-111 マットナイトブラック

［全長］
60mm［重量］
4.8g［タイプ］
シンキング［レンジ］
10〜30cm
［アクション］
ウォブンロール［フック］
#14［リング］
#1

1,200円（税抜）

GLOW

ラメ

GLOW

#MC60-111 マットナイトブラック

#SKF50-112 ライムレッドペッパー

ラメ

#MC60-112 ライムレッドペッパー
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