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アミカラーが
寒い夜を熱くする！

2014年夏、
Koumeシリーズで限定発売され、
各地で実績を上げた濱本国彦Special Color

ハマーギーゴが5機種で登場！

1,400円（税別）限定 500個
コウメ60

［全長］60mm ［重量］11g ［タイプ］シンキング ［レンジ］60～120cm 
［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

1,400円（税別）限定 500個
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

1,800円（税別）限定 500個
ピース 80S

［全長］80mm ［重量］15g ［タイプ］シンキング ［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

1,600円（税別）限定 500個
ソバット 80

［全長］80mm ［重量］13g ［タイプ］シンキング ［レンジ］20～50cm
［アクション］可変アクション ［フック］ST-46 #6 ［リング］オリジナル#3

1,500円（税別）限定 500個
ビータ 70

［全長］70mm ［重量］8g ［タイプ］シンキング ［レンジ］60～100cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］ST-46 #8 ［リング］オリジナル#2

1,500円（税別）限定 300個
［全長］70mm ［重量］8g ［タイプ］シンキング ［レンジ］60～100cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］ST-46 #8 ［リング］オリジナル#2

2,000円（税別）限定 300個
［全長］95mm ［重量］25g ［タイプ］シンキング ［レンジ］30～80cm
［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

2,200円（税別）限定 300個
［全長］130mm ［重量］25g ［タイプ］フローティング ［レンジ］80～120cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］ST-46 #2 ［リング］オリジナル#4 
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ima 4.5inch 
アルミプライヤー
＆専用ホルダー
［素材］アルミ　［カラー］グリーン×ブラック

品番：4014030

軽量アルミニウム合金ボディ43gの手のひらサイズのプライヤーが登場。
スプリットリング内径2.65mm以上に対応のオープナー付き！
また、タングステンスティールカッター採用でPEラインも簡単にカットできます。
もちろん、落下防止のランヤードと専用ホルダーも付属しています。

専用ホルダー
＆ランヤード
標準付属！2015年1月30日発売!

2,900円（税別）限定 1,000個

※カラーチャートはB-太70。カラーは全て共通。

厳寒期、水色がクリアな時に使うならこのカラー。漂うアミの
中に自然に流し込むと深いバイトが出る。
B-太 70 : #X2690　　Sobat 80 : #X2695　　P-ce 80S : #X2700
Koume 60 : #X2705　　Koume 70 : #X2710

クリア系ながらも比較的アピールの強いこのカラー。アミのレ
ンジが低い時や、光量の多くないポイントで使うのに最適。
B-太 70 : #X2693　　Sobat 80 : #X2698　　P-ce 80S : #X2703
Koume 60 : #X2708　　Koume 70 : #X2713

本カラー内で最もアピールの強いのがこのカラー。
水温上昇とともに濁りが入った時にはコレ！
B-太 70 : #X2692　　Sobat 80 : #X2697　　P-ce 80S : #X2702
Koume 60 : #X2707　　Koume 70 : #X2712

明暗部に溜まるアミにボイルするシーバスにはこのカラー。
明るいポイントでも見切られにくいクリアベースに、アピール
が強いキャンディーがバイトを引き出す。
B-太 70 : #X2694　　Sobat 80 : #X2699　　P-ce 80S : #X2704
Koume 60 : #X2709　　Koume 70 : #X2714

アミにボイルしているが、なかなか食わないシーバスにリアク
ションで口を使わせるならこのカラー。オレンジのギーゴが強
烈にアピール。
B-太 70 : #X2691　　Sobat 80 : #X2696　　P-ce 80S : #X2701
Koume 60 : #X2706　　Koume 70 : #X2711

Accessories
今月のオススメ

耐荷重
約3.5kg

品番：4014029

ima
マグネット
リリーサー
［素材］アルミ　［カラー］グリーン

クリアー
品番：4005048

ブラック
品番：4005049

ウエーディングや不意の波などで浸水した
ケースをフタを閉じた状態で排水できます。
バチ抜け用の細身のルアーを収納しやすい
サイズです。

［サイズ］210×145×28mm ［カラー］クリアー、ブラック

2015年1月30日発売!
1,400円（税別）限定 500個

2015年1月30日発売!
880円（税別）限定 各色1,000個

40mm

28
mm

軽く丈夫なアルミ削り出しマグネットリリーサー。
脱着ズレ防止加工を施しているので、脱着しそこねた
時の落下を防げます。大型ランディングネットやリリー
サー、小物類も対応可能です。

ima
ルアーケース2010NSM

薄型モデルだから
細身ルアーの収納に便利！

カラーコンセプトは視認性。河川などの強い濁りの中でもしっかりと存在感を際立たせる
マットホワイトに、目を引くグリーンギーゴ。通常のパール系やリアル系カラーとのローテーション
の要として使っていただきたい。
魚に対してのアピールはもちろん、アングラーからの視認性も高く、闇夜でもキャスト後の
着水点を目で追うことができるため、狙いたいコースを正確にトレースすることが容易になる。
アイテムもこれからのシーズンに有効なものを厳選した。

ビータ 70

サスケ 130 ゴウリキ

ハニートラップ95S

2,000円（税別）限定 500個
［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

サスケ 120 レッパ

2,100円（税別）限定 300個
［全長］110mm ［重量］15g ［タイプ］フローティング ［レンジ］0～20cm
［アクション］ローリング+ウォブリング ［フック］ST-46 #3 ［リング］オリジナル#3

コモモⅡ

#X2715 #X2716 #X2717

#X2719#X2718

ハマーギーゴ ( ( ( ( (Special 
Color!

早春の東京湾奥。流れの緩い港湾部の常夜灯周りや、河川のアシ原
付近で大量発生するのがイサザアミ―通称アミ。水温も低くベイトも
少ないこの時期、バチとともに2大ベイトとなるのが、このアミである。
だが、極小サイズのベイトがゆえに、攻略が難しいのがこのアミパター
ン。だからこそ、ハマれば連発も夢ではないやりがいのあるゲームだ。
そんなアミパターンを攻略するカラーが登場。厳寒期のクリアウォー
ターや、水温が上がり濁りの入ったタイミングなど、シチュエーション
別にカラーを使い分けて、熱い冬の夜を味わおう。


