
NEWS
no.82015 MAY

限 定 品

※カラーチャートはHound 80F Sonic。カラーは全て共通。

ナイトゲームに比べ警戒心の強いデイゲームのシーバス。勿論、捕食
を目的としてバイトしてくることが多いが、時として威嚇やリアクション
でルアーへアタックしてくるシーンも見受けられる。
そんな一筋縄ではいかないデイゲームのシーバスのスイッチを入れる
のが「デイリアクションカラー」。フィールドを選ばない、シーバスの本
能に刺激する魅惑の限定カラー。
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シーバスの威嚇スイッチをオンにする
レッドカラー。クリア、マッディウォーターと
水質を選ばずアピールする。

sasuke SS-95 : #X2982
SCARECROW100S : #X2987
Hound 80S Sonic : #X2977
B-太 70 : #X2972

フィッシュイーター全般に効果的なカラーとして
実績の高いピンク。このピンキーフラッシングが
シーバスのリアクション本能を増幅させる。

sasuke SS-95 : #X2985
SCARECROW100S : #X2990
Hound 80S Sonic : #X2980
B-太 70 : #X2975

sasuke SS-95 : #X2983
SCARECROW100S : #X2988
Hound 80S Sonic : #X2978
B-太 70 : #X2973

シチュエーションを選ばずシルエットを強調する
ブラックベース。艶めかしいボディカラーで
シーバスも堪らずバイト！

2,100円（税別）限定 300個

［全長］100mm ［重量］14g
［タイプ］スローシンキング
［レンジ］5～20cm
［アクション］S字スイミング
［フック］ST-46 #6
［リング］オリジナル#3

スケアクロウ 100S

1,700円（税別）限定 300個

［全長］80ｍｍ ［重量］9ｇ
［タイプ］シンキング
［レンジ］60～120cm
［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#３

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

サスケ SS-95

1,700円（税別）限定 300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

シーバスのバイトを
強制的に　　　 にする
デイリアクションカラー

シーバスのバイトを
強制的に　　　 にする
デイリアクションカラー

オン

デイリアクションカラー

®

ハウンド 80S ソニック ビータ 70

デイゲームに有効なシルバーラメを纏ったカラー。
傷付いたイワシをイミテートしたレッドスポットが
リアクションを誘う。

sasuke SS-95 : #X2984
SCARECROW100S : #X2989
Hound 80S Sonic : #X2979
B-太 70 : #X2974

水質が濁っている場合に圧倒的にシーバスへ
アピールするチャート。抜群の視認性で
シーバスのバイトを誘発する。

sasuke SS-95 : #X2981 
SCARECROW100S : #X2986
Hound 80S Sonic : #X2976
B-太 70 : #X2971

®株式会社アムズデザイン  〒289-2516 千葉県旭市ロ404番1  tel 0479-62-8505 fax 0479-62-7880  info@ima-ams.co.jp

no.9NEWS
2015 MAY

限 定 品

2015年
5月15日
発売!

夏のテレストリアルをイメージした限定カラーが登場

 モンシロ コガネ

カエル アマガエル クロチャン

※実寸大
※カラー共通
   画像はissen 45S

insect color
解禁後の喧騒がようやく落ち着きを見せる春から夏にかけての季節、陸上では虫たちが羽化し、カエルが冬眠
から醒め活発に動き始める。この時期、鱒たちは虫やカエルなどのテレストリアル生物を主な餌としている。上か
ら落ちてきて、流されているテレストリアル生物は格好の餌となるのだ。
この頃になると再びつり人は増え、より多く、より大きな鱒たちを追い求め河に入っていく。このプレッシャーをか
い潜り生き抜いている鱒達は、よりシビアな流芯やシェードのあるところにタイトに潜んでいる。
流れの中での演出が得意な、イッセン・スカリシリーズをテレストリアル生物カラーに吹いたのがインセクトカラー
だ。アクションだけでなくリアルカラーのアピール効果でより多くの鱒たちを誘惑することは間違いない。

インセクト カラー

［全長］50mm ［重量］4g ［タイプ］シンキング 
［リング］オリジナル#1 ［フック］ST-36BC #12

［全長］45mm ［重量］3.7g ［タイプ］シンキング ［リング］オリジナル#1
［フック］SBL-55M #10 シングルフック（スイベル式フックハンガー仕様）

［全長］50mm ［重量］5g ［タイプ］シンキング 
［リング］オリジナル#1 ［フック］ST-36BC #12

1,500円（税別）

1,500円（税別）

1,700円（税別） 1,700円（税別）

1,500円（税別）

スカリ 50SS スカリ 50SS ディープ

イッセン 45Sスカリ 60ディープ
スカリ 63HS

［全長］63ｍｍ ［重量］8g ［タイプ］シンキング ［リング］#2
［フック］ST-36BC ＃10（スイベル式フックハンガー仕様） 

［全長］60ｍｍ ［重量］8g ［タイプ］シンキング ［リング］#2
［フック］ST-36BC ＃10（スイベル式フックハンガー仕様） 

issen 45S            #X2991   sukari50SS     #X2997
sukari 50SS Deep #X3003　sukari 60 Deep #X3009
sukari 63 HS        #X3015

issen 45S            #X2992   sukari50SS     #X2998
sukari 50SS Deep #X3004　sukari 60 Deep #X3010
sukari 63 HS        #X3016

issen 45S            #X2993   sukari50SS     #X2999
sukari 50SS Deep #X3005　sukari 60 Deep #X3011
sukari 63 HS        #X3017

issen 45S            #X2994   sukari50SS     #X3000
sukari 50SS Deep #X3006　sukari 60 Deep #X3012
sukari 63 HS        #X3018

issen 45S            #X2995   sukari50SS     #X3001
sukari 50SS Deep #X3007　sukari 60 Deep #X3013
sukari 63 HS        #X3019

issen 45S            #X2996   sukari50SS     #X3002
sukari 50SS Deep #X3008　sukari 60 Deep #X3014
sukari 63 HS        #X3020

青バッタブラウンベリー


