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限 定 品限 定 品

sasuke SF-95 #X2820
sasuke SS-95 #X2824
koume 60 #X2828

B-太 70 #X2832
sobat 80 #X2836

2015年
3月25日
発売!

2015年
3月25日
発売!※画像はsasuke 120裂波。カラーは共通。

写真は前回のサラシ中毒

ボディはサラシの中で視認がしやすいガンメタベース。
光量が少なめの曇天の時に。悶絶ウルメェ～ン

BarbarossA 95 #X2798
sasuke 120 剛力 #X2803
sasuke 130 剛力 #X2808
sasuke 120 裂波 #X2813
sasuke 140 裂波 #X2818

厚めのサラシの中でも目立つカラーを背中に配色。
青物にも効き目抜群。ロットンサーディン

BarbarossA 95 #X2796
sasuke 120 剛力 #X2801
sasuke 130 剛力 #X2806
sasuke 120 裂波 #X2811
sasuke 140 裂波 #X2816

バイトの浅い時に使うブラック系カラーの決定版。
リアル系から目先を変えたい時に。シャドウフォビア

BarbarossA 95 #X2799
sasuke 120 剛力 #X2804
sasuke 130 剛力 #X2809
sasuke 120 裂波 #X2814
sasuke 140 裂波 #X2819

サラシの中でもメッキの反射光で広範囲のヒラスズキに
猛アピール！！ 高活性の朝マヅメに。RHフラッシュ

BarbarossA 95 #X2795
sasuke 120 剛力 #X2800
sasuke 130 剛力 #X2805
sasuke 120 裂波 #X2810
sasuke 140 裂波 #X2815

BarbarossA 95 #X2797
sasuke 120 剛力 #X2802
sasuke 130 剛力 #X2807
sasuke 120 裂波 #X2812
sasuke 140 裂波 #X2817

サラシで目立つブラック系とベイトフィッシュライクなカラーが
コラボ。ショートバイト多発時にどうぞ！腹黒サーディン

サラシに映える！
アピール抜群限定カラー！

稚鮎パターンといえばバチ抜けと同じく最も代表的な早春パターンの一つ。
産卵から回復したシーバスが体力回復のために荒食いすることで知られるが、ベイトフィッシュの
サイズが小さくまたその量も多いため、難攻不落なパターンの一つとしても知られている。
今回の「稚鮎カラー」ではそんなマイクロベイト攻略のために選りすぐりのアイテムをチョイス。
様々な水色に適応するカラーをまとった。これでもう早春の稚鮎パターン攻略に死角なし！

1,700円（税別）限定 500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 500個
［全長］95mm ［重量］10g ［タイプ］シンキング ［レンジ］30～60cm
［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 SS-95

白いベールが覆うサラシの中で、
ヒラスズキを魅了するスペシャルカラー。
サラシの厚さ、光量、活性に合わせた
カラーチョイスが可能！

2,000円（税別）限定 1,500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

2,200円（税別）限定 600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 

サスケ 130 ゴウリキ

2,000円（税別）限定 500個
［全長］120ｍｍ ［重量］19ｇ ［タイプ］フローティング ［レンジ］50～100cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］ST46-＃3 ［リング］オリジナル＃3

サスケ 120 ゴウリキ

［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

®

1,400円（税別）限定 300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

1,500円（税別）限定 300個 1,600円（税別）限定 300個
ビータ 70 ソバット 80

［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

1,800円（税別）限定 200個
バルバロッサ 95

［全長］95mm ［重量］22g ［タイプ］シンキング ［レンジ］20～80cm
［アクション］S字スラローム+ローリングフォール ［フック］ST-46 #4
［リング］オリジナル#3

稚鮎カラー稚鮎カラー

sasuke SF-95 #X2823
sasuke SS-95 #X2827
koume 60 #X2831

B-太 70 #X2835
sobat 80 #X2839

sasuke SF-95 #X2821
sasuke SS-95 #X2825
koume 60 #X2829

B-太 70 #X2833
sobat 80 #X2837

sasuke SF-95 #X2822
sasuke SS-95 #X2826
koume 60 #X2830

B-太 70 #X2834
sobat 80 #X2838


