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限 定 品限 定 品
カラーは全て共通。

干潟や港湾部など、気温の上昇と共に赤潮の発生や低酸
素状態などが発生し始める時期が初夏。そんな夏にかけて
のシーバスは、沖のディープエリアに移動する群れと、ベイ
トフィッシュと共に河川を上る群れがあることは皆さんご存
知であろう。一口に河川と言っても、関東平野ののっぺりし
た河川もあれば、東北を代表する雄物川のように清流とよ
ばれるタイプの河川もあり、存在するベイトや水質は様々
だ。この川鱸カラーは、全国様々な河川に対応できるカラ
ーをラインナップ。今年の夏はこのカラーで川鱸を攻略だ！

［全長］90mm ［重量］28g ［タイプ］ヘビーシンキング ［レンジ］100～120cm
［アクション］スラローム+ウォブンロール ［フック］ST-46 #6 ［リング］オリジナル#3

1,900円（税別）限定 500個
[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

[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

[全長]80mm [重量]15g [タイプ]シンキング [レンジ]40～70cm
[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

[全長]100mm [重量]17g [タイプ]シンキング [レンジ]30～60cm
[アクション]スラローム [フック]ST-46 #4 [リング]オリジナル#3

[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

[全長]100mm [重量]14g [タイプ]フローティング [レンジ]40～80cm
[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

［全長］110mm ［重量］19g ［タイプ］フローティング ［レンジ］40～70cm
［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

2,000円（税別）限定 300個 2,000円（税別）限定 1,200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

［全長］110mm ［重量］19g ［タイプ］フローティング ［レンジ］MAX1.5m 
［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

2,000円（税別）限定 300個 1,400円（税別）限定 300個 1,400円（税別）限定 300個 1,800円（税別）限定 300個

1,800円（税別）限定 300個 1,600円（税別）限定 300個 1,800円（税別）限定 300個
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全身キラキラのラメ入りボディーやアピール力抜群の高発光グ
ローボディー、日中の釣りやプレッシャーによる「スレ」に強いクリ
アカラーまで、サーフでのフラットフィッシュゲームに欠かせない
実績カラーをラインナップ！この夏のフラットフィッシュ戦線に確
実に投入したいおススメカラーです！
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水色のクリアな上流部を攻める時はこのカラー。
koume 60 :  #X3059     koume 70 : #X3064                 p-ce 80S  : #X3069
p-ce 100  :  #X3074     sobat 80   : #X3079     Hound 100F sonic : #X3084

視認性抜群のド派手カラーが
スレた魚を魅了する！！

ヒラメ・
マゴチ

に最適
！

選りすぐりの
カラーラインナップで
夏の川鱸を攻略！

魚道 heavy surfer 90 : #X3039
魚道 110MD 　　　  : #X3043
魚道 110SR             : #X3047
sasuke 120裂波        : #X3051

濁りの強い時や、朝夕のマズメ時に使える
ハイアピールカラー。

koume 60 :  #X3058     koume 70 : #X3063                 p-ce 80S  : #X3068
p-ce 100  :  #X3073     sobat 80   : #X3078     Hound 100F sonic : #X3083

濁りが入った状態やルアー
の視認性を高くしたい場合
に使用するカラー。
シルバーラメとキャンディー
模様というアピール力抜群
の配色でフラットフィッシュに
高アピール！

ラメラメキャンディー

®
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®
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マットボラ

マットアユ

マットグリーンゴールド

マットキンクロ

マットブルピン

中流から河口域まで、どこでも安定の釣果を誇る
河川のド定番のボラカラー。

koume 60 :  #X3055     koume 70 : #X3060                 p-ce 80S  : #X3065
p-ce 100  :  #X3070     sobat 80   : #X3075     Hound 100F sonic : #X3080

上流部での使用がオススメ！
アユの生息する河川で強いのがこのカラー。

koume 60 :  #X3056     koume 70 : #X3061                 p-ce 80S  : #X3066
p-ce 100  :  #X3071     sobat 80   : #X3076     Hound 100F sonic : #X3081

下流部で強いカラー。台風やゲリラ豪雨で
濁りがキツい時はこのカラーの出番。

koume 60 :  #X3057     koume 70 : #X3062                 p-ce 80S  : #X3067
p-ce 100  :  #X3072     sobat 80   : #X3077     Hound 100F sonic : #X3082

ピンクグローイワシ

魚道 heavy surfer 90 : #X3042
魚道 110MD 　　　  : #X3046
魚道 110SR             : #X3050
sasuke 120裂波        : #X3054

朝マズメや夕マズメ、夜間な
どの自然光が少ない時間帯
に使用するカラー。
ボディー全体が高輝度なピン
クに発光し確実にフラットフィ
ッシュにルアーを視認させる。

Glowスケスケキス

魚道 heavy surfer 90 : #X3041
魚道 110MD 　　　  : #X3045
魚道 110SR             : #X3049
sasuke 120裂波        : #X3053

朝マズメ後のすれた状態や日
中に使用するカラー。クリアー
ホロの艶かしい光とピンクラメ
のフラッシングが融合し、スレき
ったフラットフィッシュに違和感
を与えず捕食本能を刺激する。

ラメ

ラメ

※カラーチャートはHound 100F sonic。カラーは全て共通。

海水にくらべ水質がよりクリアになる傾向がある淡水では、過剰な
フラッシングによるアピールはかえってシーバスに違和感を抱か
せバイト遠ざける原因になってしまう。乱反射を抑えたマットフィニ
ッシュによるコーティングは、水中でよりナチュラルな存在感を演
出し、食い渋ったシーバスもバイトに持ち込むことを可能にする。

マットフィニッシュの利点

魚道 heavy surfer 90 : #X3040
魚道 110MD 　　　  : #X3044
魚道 110SR             : #X3048
sasuke 120裂波        : #X3052

イワシ等のベイトを捕食してい
るとき使用するカラー。
ゴールドラメの程よい反射光が
活性の高いフラットフィッシュに
違和感無く高アピールする。

ラメ

ラメラメグラデイワシG

ギョドウ ヘビーサーファー90 ギョドウ 110MD

サスケ 120 レッパ

コウメ 60 コウメ 70 ピース 80S

ピース 100 ソバット 80

ハウンド 100F ソニックギョドウ 110SR


