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シャローレンジ攻略専用モデル。
これが ライトウエイトチューニング
「カルトラ」です！

2014年
8月25日
発売!

2014年
8月25日
発売!

集魚効果の高いスラロームアクションと、
強風をものともしないリップレス構造による
驚異の飛距離を持ち、
アングラーから厚い信頼を得た
ハニートラップのライトチューニング。
これからが旬のシャローゲームで
活躍する事間違いなしの限定モデル！

70S #X2335 / 95S #X2343
レッドヘッド

70S #X2336 / 95S #X2344
チャートバックパール

70S #X2337 / 95S #X2345
メタルギーゴ

70S #X2338 / 95S #X2346
イワシ

70S #X2339 / 95S #X2347
玉彩

70S #X2340 / 95S #X2348
ライムヘッドクリアー

70S #X2341 / 95S #X2349
アジ

70S #X2342 / 95S #X2350
ボラ

※カラーチャートはHoney Trap 95S KARUTORA。カラーは全て共通。

ハニートラップ 95S カルトラ

ハニートラップ 70S カルトラ

1,900円（税別）
限定 1,500個

2,000円（税別）
限定 1,500個［全長］95mm ［重量］20g ［タイプ］シンキング

［レンジ］30～60cm  ［アクション］スラローム
［フック］ST-46 #3 ［リング］オリジナル#4

®

®

［全長］70mm ［重量］12g ［タイプ］シンキング
［レンジ］10～50cm ［アクション］スラローム
［フック］ST-46 #6 ［リング］オリジナル#3

プガチョフコブラ

ハウンド 100F ソニック

サスケ SS-95

［全長］105mm ［重量］14g ［タイプ］スローシンキング ［アクション］ウォブンロール
［レンジ］50～90cm ［フック］ST-46 #4 ［リング］オリジナル ＃4

［全長］100ｍｍ ［重量］14ｇ ［タイプ］スローシンキング ［アクション］S字スイミング
［レンジ］5～20cm ［フック］ST46-＃6 ［リング］オリジナル＃３

サスケ 105S れっぷう ジャーク

［全長］100mm ［重量］14g ［タイプ］フローティング ［アクション］ウォブンロール
［レンジ］40～80cm ［フック］ST-46 #4 ［リング］オリジナル#3

［全長］90mm ［重量］12g
［タイプ］トップウォーター
［アクション］スライディング
［フック］ST-46 #6
［リング］オリジナル#3

［全長］95mm ［重量］10g ［タイプ］シンキング ［アクション］ウォブンロール
［レンジ］30～60cm ［フック］ST-46 #6 ［リング］オリジナル#3

干潟Day Game

Tidelandデイ
難易度の高い日中を
専用カラーで攻略！

デ イ

スケアクロウ 100S

高水温の秋口の干潟攻略用のカラーを
ラインナップ。

水質や天候に合わせて5つのカラーを使い分けよう。

2,100円（税別）限定 1,000個

2,000円（税別）限定 1,000個

1,800円（税別）限定 1,000個

1,700円（税別）限定 1,500個

2,100円（税別）限定 1,000個

秋雨による河川の濁りが入った
スポットで使用するカラー。

ライジングサーディン

リアル系カラーに反応しない
時のスペシャルカラー。

GHブラック

曇り空やシャローフラットに
ササ濁りが入った時に使う
チタン系リアルカラー。

チタンマレット

快晴時に使用する柔らかい
フラッシングでスレにくい
リアル系ベイトカラー。

コチュウバ

曇りがちの中、活性の高い群れを
フラッシング効果で
リアクションバイトを狙う。

メタルマレット

sasuke 105S 裂風 jerk : #X2392
SCARECROW 100S : #X2387
sasuke SS-95 : #X2377
PUGACHEV'S COBRA : #X2372
Hound 100F Sonic : #X2382

sasuke 105S 裂風 jerk : #X2391
SCARECROW 100S : #X2386
sasuke SS-95 : #X2376
PUGACHEV'S COBRA : #X2371
Hound 100F Sonic : #X2381

sasuke 105S 裂風 jerk : #X2393
SCARECROW 100S : #X2388
sasuke SS-95 : #X2378
PUGACHEV'S COBRA : #X2373
Hound 100F Sonic : #X2383

sasuke 105S 裂風 jerk : #X2394
SCARECROW 100S : #X2389
sasuke SS-95 : #X2379
PUGACHEV'S COBRA : #X2374
Hound 100F Sonic : #X2384

sasuke 105S 裂風 jerk : #X2395
SCARECROW 100S : #X2390
sasuke SS-95 : #X2380
PUGACHEV'S COBRA : #X2375
Hound 100F Sonic : #X2385

軽

干潟攻略に欠かせない5機種干潟攻略に欠かせない5機種

様々な状況に対応する5カラー様々な状況に対応する5カラー

そんな状況で有効な、トゥイッチやジャーク、高速リトリーブを駆使しつつ、
リアクションバイトを誘発するカラーをセレクト。
水質や天候に合わせたチョイスで秋口の干潟を攻略しよう。

デイゲームかつシャロー、
それは最も見切られやすく、バイトに持ち込みにくい釣り。




