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本格的な夏を目前にして、イナッコに代表されるシーバスが捕食しているベイト
フィッシュたちは10cm前後に育つ。このベイトフィッシュの大群に突っ込みボイル
するシーバスがよく見られるのもこの頃で、当然トップウォーターを使った釣りが最
も熱くエキサイティングな季節へと突入する。そしてこの時期から黒鯛のトップゲー
ムも面白くなってくる。近年注目される好敵手だ。
今回のサマーカラーでは、魚種を問わず様々な水の色＆シチュエーションで“浮か
せた魚をキッチリ獲る”ことを目的にスペシャルカラーをご用意しました！
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アイマポッキー80エアラコブラ 60
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発売!サマーカラーで

浮かせた魚をキッチリ捕る！

AIRACOBRA 60 : #X2906
PUGACHEV’S COBRA 60 : #X2911
PUGACHEV’S COBRA : #X2916
imapopkey 80 : #X2921

オレンジヘッドチャート
AIRACOBRA 60 : #X2907
PUGACHEV’S COBRA 60 : #X2912
PUGACHEV’S COBRA : #X2917
imapopkey 80 : #X2922

クリアーボラ
AIRACOBRA 60 : #X2908
PUGACHEV’S COBRA 60 : #X2913
PUGACHEV’S COBRA : #X2918
imapopkey 80 : #X2923

パープルイワシ

AIRACOBRA 60 : #X2909
PUGACHEV’S COBRA 60 : #X2914
PUGACHEV’S COBRA : #X2919
imapopkey 80 : #X2924

ハラシロアカキン
AIRACOBRA 60 : #X2910
PUGACHEV’S COBRA 60 : #X2915
PUGACHEV’S COBRA : #X2920
imapopkey 80 : #X2925

ゴールド潮見スパークル

1,900円（税別）限定 500個
［全長］80mm ［重量］9g ［タイプ］直立浮き ［アクション］ドッグウォーク＆ ウェイク
［フック］ST-46 #6 ［リング］オリジナル#3

1,650円（税別）限定 500個

プガチョフコブラ

［全長］60mm ［重量］7g ［タイプ］フローティング ［アクション］スプラッシュ
［フック］ST-46 #10 ［リング］オリジナル#2

1,600円（税別）限定 500個
［全長］60mm ［重量］6g ［タイプ］トップウォーター ［アクション］ドッグウォーク＆ダイブ
［フック］ST-46 #10 ［リング］オリジナル#2

2,000円（税別）限定 500個
［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

プガチョフコブラ60

※カラーチャートはPUGACHEV’S COBRA。カラーは全て共通。
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「より遠く」「より深く」探る事が出来るコウメheavyシリーズに夏のディープ
エリアを攻める事に特化した限定カラーが登場。点滅効果やバイトマーク、
グロー等の特化型のカラーを採用することで、光量が少なくなる水深の深い
ポイントでシーバスに発見され、バイトまでもちこめるよう工夫された配色だ。
水温の上昇と共に水色が濁ってくる事も多いこれからの時期、激戦区東京
湾港湾部から生まれた自信のカラーラインナップでぜひディープエリアの
シーバスを攻略してみてはいかがだろうか。
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港湾ディープエリアを
完全攻略！
港湾ディープエリアを
完全攻略！

コウメ 90 ヘビー

1,600円（税別）限定 500個

［全長］90mm ［重量］28g
［タイプ］シンキング
［レンジ］150cm over
［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#3

コウメ 80 ヘビー

1,550円（税別）限定 500個

［全長］80mm ［重量］20g
［タイプ］シンキング
［レンジ］90～190cm
［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

koume 80 heavy : #X2961
koume 90 heavy : #X2967
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koume 80 heavy : #X2962
koume 90 heavy : #X2968

デイ
キャン

ディー

koume 80 heavy : #X2963
koume 90 heavy : #X2969

デイ
グリー

ンイワ
シ

koume 80 heavy : #X2964
koume 90 heavy : #X2970

デイ
ディー

プベイ
ト

koume 80 heavy : #X2960
koume 90 heavy : #X2966
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koume 80 heavy : #X2959
koume 90 heavy : #X2965
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ー

グロー
メッキDEEP

C O L O R
ディープカラー

ジギング等の深いエリアの釣りでは定番となったグローボーダー
を採用。ランカーキラーのカラーとしてシーバスにも定番となりつ
つある配色。

濁り潮に強いピンクゴールドにグローボーダーを採用する
事により、ディープエリアで強烈なアピールを放つ配色。

マズメ時に強いゴールド＋ギーゴの実績カラー。光を広角に
拡散させるレンズホロによりボディー面全体でシルエットを
はっきりとアピールさせる。

澄み潮から濁り潮まで幅広く効果のある万能カラー。メリハリ
のはっきりとしたキャンディーパターンを採用。迷った時はまず
このカラーからだ。

港湾エリアを中心に高い実績のグリーン。朝マズメのローライトや
濁り潮が得意な万能カラー。バイトマーカーのワンポイント付き。

シリーズ中で最もナチュラルな配色。しかしオレンジベリーは下方向
から追尾するシーバスに対して強烈な点滅効果を発揮する。自然な
フラッシングの中にもしっかりとアピール力を兼ね備えた万能カラー。


