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ネイティブブルー
水中での視認性が高いと言われるブルーバックは
本流での大型トラウトを狙う上で欠くことのできないカラー。

マッドネス
雪代の濁りの中では刺激色である
チャートリュースとエッグスポットが強烈アピール。

尺メバ
ル

vs
新保明

弘
全身ラメ入り！

全身ラメ入り！

限定
各300個

sasuke SF-50 #X2634
meba CALM #X2639
CALM 80 #X2644

sasuke SF-95 #X2649
komomo SF-95 Slim #X2654

2014年
12月25日
発売!

2014年
12月10日
発売!

※カラーは共通。画像はmeba CALM。

1,800円（税別）限定 200個 1,800円（税別）限定 300個

1,400円（税別）
限定 300個

1,550円（税別）
限定 300個

1,600円（税別）
限定 300個

［全長］85mm ［重量］16g ［タイプ］ヘビーシンキング 
［フック］ST-46 #6 （スイベル式フックハンガー仕様） ［リング］＃３

sukari 85DXS-18sukari 85DXS-16

［全長］85mm ［重量］18g ［タイプ］ヘビーシンキング 
［フック］ST-46 #6 （スイベル式フックハンガー仕様） ［リング］＃３

スカリ 85 ダウンクロススペシャル

［全長］90mm ［重量］20g ［タイプ］シンキング
［レンジ］160～300cm ［アクション］バイブレーション
［フック］ST-46 #4 ［リング］オリジナル#2

［全長］80mm ［重量］15g ［タイプ］シンキング
［レンジ］80～180cm ［アクション］バイブレーション
［フック］ST-46 #8 ［リング］オリジナル#2

コウメ90コウメ80コウメ70

［全長］70mm ［重量］13g ［タイプ］シンキング
［レンジ］70～150cm ［アクション］バイブレーション
［フック］ST-46 #10 ［リング］オリジナル#2

冬から春にかけてアングラーを熱くさせる
メバルゲームに、尺メバルハンター
新保明弘 監修の専用カラーが登場。
ド派手カラーからナチュラル系まで、状況に
応じて使い分けられる5色を揃えた。
ルアーラインナップには、漁港や小磯で強いミ
ニプラグ meba CALMとsasuke SF-50に、
sasuke SF-95・komomo SF-95 slim・CALM80
といった80～90mmのシーバス用プラグ達。ちょっ
と大きいのではと思うアングラーもいるとだろうが、尺
メバルは想像以上に大きなルアーに反応を示す。磯マ
ルを狙って120mm以上のルアーを使っていると、外道で
ヒットしてきた経験のある方も多いのではないだろうか。この
サイズのプラグは、磯やゴロタなどの大場所でアピールを強くし
たい時に特に有効だ。

さくら
水中まで届く波長の大きい赤い光によってシルエットが変
化するカラー。ベリーのグローバイトポイントがアピール力
を倍増させる。マズメ時や常夜灯下、月夜に光をコントロー
ルするスペシャルなカラーだ。

チャートヘッドブルークリアーラメ
海面に漂う、泳ぎゴカイをイメージしたカラー。
ブルーラメボディが水と同化し、頭のチャートをバイトポイン
トとして際立たせる。ベイトフィッシュパターン時にも効果を
発揮する。

グローハナダイ

テールにラメ入り！

ベリーにラメ入り！

ベリー全体が光るので、テール部分にまとまった銀ラメが影
になりバイトポイントを演出する。
光を当て蓄光させて、ハイアピール化させるのも良し、蓄光
させず弱い発光でアピールを抑えて使うも良し。

コマス
グリーンのバックとピンクホロのボディが元気の良いマスの
子供を彷彿とさせる。
様々なベイトフィッシュが存在する川の流れ込みの中で、ナ
チュラルにアピールして大型に口を使わせるカラー。

パープルゴールドラメベリー
ベイトフィッシュライクだが、ゴールドのクラッシュホロでア
ピール力も保持する。
キビナゴやトウゴロウイワシが多いポイントでナチュラルに
アピールしてベイトフィッシュに狂うメバルを攻略。

尺メバルハンター
イチ押しカラー！

変
化
の
激
し
い
水
色
に
合
わ
せ
て

使
い
分
け
る
サ
ク
ラ
マス
専
用
カ
ラ
ー

sasuke SF-50 #X2630
meba CALM #X2635
CALM 80 #X2640

sasuke SF-95 #X2645
komomo SF-95 Slim #X2650

sasuke SF-50 #X2631
meba CALM #X2636
CALM 80 #X2641

sasuke SF-95 #X2646
komomo SF-95 Slim #X2651

sasuke SF-50 #X2633
meba CALM #X2638
CALM 80 #X2643

sasuke SF-95 #X2648
komomo SF-95 Slim #X2653

sasuke SF-50 #X2632
meba CALM #X2637
CALM 80 #X2642

sasuke SF-95 #X2647
komomo SF-95 Slim #X2652

koume 70 #X2680
koume 80 #X2682
koume 90 #X2684

koume 70 #X2681
koume 80 #X2683
koume 90 #X2685

sukari 85DXS-16 #X2687
sukari 85DXS-18 #X2689

16g16g 18g18g

sukari 85DXS-16 #X2686
sukari 85DXS-18 #X2688

1,350円（税別）

メバカーム
［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］ST-36BC #14 ［リング］オリジナル＃1

1,350円（税別）

［サイズ］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
［リング］#1 ［推奨ライン強度］フロロ2.5lb以下

サスケ SF-50
［全長］80mm ［重量］7g
［タイプ］シンキング ［レンジ］0～20cm
［アクション］スローウォブンロール
［フック］ST-46 #10 ［リング］オリジナル#2

カーム 80

1,450円（税別）

［全長］95mm ［重量］6g
［タイプ］フローティング（海水）
［レンジ］15～30cm ［アクション］ウォブンロール
［フック］ST-46 #10 ［リング］オリジナル#2

コモモ SF-95 スリム

1,800円（税別）1,700円（税別）

［全長］95mm ［重量］8g
［タイプ］フローティング ［レンジ］10～60cm
［アクション］ウォブンロール
［フック］ST-46 #6 ［リング］オリジナル#3

サスケ SF-95

ベリーにラメ入り！

※カラーは共通。画像はkoume 80

河川を遡上すると、基本的に捕食行動をとらなくなるとされるサクラマス。
バイトに持ち込むには、リアクションを誘発させなければならないが

そのためにはルアーの存在を認識させることがとても重要になってくる。
シーズン初頭は雪代の影響で水色は目まぐるしく変化する。

その変化を見極めて、状況にマッチしたカラーを選ぶ事が釣果への近道だ。
クリアな水色ではナチュラルかつ存在をアピールする「ネイティブブルー」
水中気温が上がり濁りがキツイ時は、ド派手な「マッドネス」をチョイス。

いよいよ始まるサクラマスシーズンに、この2色は欠かせない！

100匹
斬り！

辺見哲也 監修
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