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新 製 品

2015年
1月25日
発売!

※カラーチャートは共通。 画像はsasuke 120裂波。

あの頃のsasukeに
会いに行こう。
限定クラシックカラー発売!
imaのフラッグシップモデルとして君臨し続けるsasukeシ
リーズ。これまで数々のカラーがリリースされてきたが、惜しま
れつつもなくなっていったカラーも多数あり、いまだに根強
いファンを持つ。そしてその実釣性能は当然折り紙付き。
今回はそんなカラーを限定「クラシックカラー」としてリバイバ
ル。手に取って思い出に浸るもよし、釣果を求めて実戦に
繰り出すもよし。懐かしさだけではない、本当の意味の「クラ
シック＝一流の」カラーの限定発売だ！

2,000円（税別）限定 1,000個

サスケ 120 レッパ

［全長］120mm ［重量］17g ［タイプ］フローティング(海水) ［レンジ］70～90cm
［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

2,400円（税別）限定 500個

［全長］140mm ［重量］20g ［タイプ］フローティング ［レンジ］60～100cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］ST-46 #3 ［リング］オリジナル#3 

サスケ 140 レッパ

1,700円（税別）限定 600個

サスケ SF-95

［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

1,700円（税別）限定 600個

［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

サスケ SS-95

2,000円（税別）限定 600個

［全長］105mm ［重量］13g ［タイプ］フローティング ［レンジ］50～80cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］ST-46 #4 ［リング］オリジナル#3 

サスケ 105

SF-95 #X2720
SS-95 #X2730
105 #X2740

ピンクヘッド砂目
120裂波 #X2750
140裂波 #X2760

120裂波 #X2751
140裂波 #X2761

コットンキャンディーパール
SF-95 #X2721
SS-95 #X2731
105 #X2741

SF-95 #X2722
SS-95 #X2732
105 #X2742

チャートバックキャンディー
120裂波 #X2752
140裂波 #X2762

SF-95 #X2723
SS-95 #X2733
105 #X2743

イワシ砂目
120裂波 #X2753
140裂波 #X2763

SF-95 #X2724
SS-95 #X2734
105 #X2744

姫イワシ
120裂波 #X2754
140裂波 #X2764

SF-95 #X2725
SS-95 #X2735
105 #X2745

アカキン
120裂波 #X2755
140裂波 #X2765

SF-95 #X2726
SS-95 #X2736
105 #X2746

クリアーレッド
120裂波 #X2756
140裂波 #X2766

SF-95 #X2727
SS-95 #X2737
105 #X2747

チャート&チャート
120裂波 #X2757
140裂波 #X2767

SF-95 #X2728
SS-95 #X2738
105 #X2748

チャートヘッドクリアー
120裂波 #X2758
140裂波 #X2768

SF-95 #X2729
SS-95 #X2739
105 #X2749

シラスマットクリアー
120裂波 #X2759
140裂波 #X2769

ClassicClassicColorColor

■ 若かりし日のRED中村

LIGHT TUNE

2015年
1月25日
発売!

※カラーチャートは共通。画像はCALM 80。
　商品番号は左からCALM80、CALM110の順です。

［全長］80mm ［重量］5g ［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） 1,650円（税別）

流れの緩い港湾部や浅い河川のバチパターンに。
CALMが軽くなった！

［全長］110mm ［重量］10g［タイプ］シンキング ［レンジ］0～30cm
［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

カーム 110

#CAL80-001 #CAL110-001 チャートバックパール #CAL80-002 #CAL110-002 クリームソーダ #CAL80-003 #CAL110-003 グリーム

#CAL80-004 #CAL110-004 チャート＆チャート #CAL80-005 #CAL110-005 シラス #CAL80-006 #CAL110-006 黒バチ

#CAL80-007 #CAL110-007 ピンクオレンジ #CAL80-008 #CAL110-008 チャートヘッドキャンディー

LIGHT

TUNE

NORMAL  7g

5g
港湾部や流れの緩く
水深の浅い河川に
ベストマッチ!

LIGHT

TUNE

NORMAL  11g

10g
バチ抜け早期のデカバチを

表層で補食する
シーバスに！

小櫃川や養老川といった、流れの強い河川を攻略するために生まれた

バチ抜けシーズンに必須のCALMシリーズを、

流れの緩い港湾部や干潮間際の水深が浅い河川の攻略用にライトチューニング！ 

9つのキャ
ンディース

ポット ※現行品は6つ

9つのキャ
ンディース

ポット ※現行品は6つ


