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真夏の日中は
デイライトセレクションで
攻めるが勝ち！

2015年
7月25日
発売!

即納可！

※カラーチャートはkoume 80 Heavy。カラーは全て共通。
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深場攻略必須UVカラー

高水温によるプランクトンの増殖で水質が濁る夏場は水中での視認性が
良いカラーが効く事が多々あります。色味の多さとコントラストがはっきり
しているカラーを選ぶと、釣果に差が出ることが多いのもこの時期。
デイライトセレクションのカラーラインナップでは側面とベリーの色の差に
より点滅効果が発生し、夏の濁り潮の中でも絶大なアピール力を保つ配
色となっています。さらにUV加工を施すことにより透明度の低い水中や
ディープエリアでも魚からルアーを捉えられるカラーに仕上がりました。

より遠くにより遠くを攻める事が出来るコウメヘビー。従来の
ノーマルウェイトの使い勝手はそのままにウェイトをアップさ
せたディープ仕様です。アクションのレスポンスはコウメ同様
に良く、ロッド操作にも機敏に反応してくれます。フォールス
ピードが速い為、夏場のディープエリア攻略には欠かせない
存在。水温の安定する深場に潜むシーバスをダイレクトに攻
める事が出来ます。

コウメヘビーについて
夏は特に日焼けが気になる時期。日照時間も長く紫外線が強く照射する日
中。魚には紫外線が見えると言われており、その特性を利用したカラーが
UVカラーです。夏場は水温が安定するディープエリアにシーバスが溜まり
やすくなり、水質も濁る事が多くなります。その中で一番深くまで届く太陽光
が紫外線なのです。一見すると無色透明のUV加工は紫外線に当たると発
光する特性があり、ルアーをより目立たせることにより釣果UPさせる事が
出来ます。また、曇りやマズメの光量が少ない時にも効果を発揮します。

UVカラーとは？

紫外線は、
水深10mでも
透過する水深

10m

シーバスは夏場、
水深が10m程の
水温の安定した
深場へ移動する

［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

1,650円（税別）限定 500個
コウメ 80ヘビー

®

［全長］70mm ［重量］18g ［タイプ］シンキング ［レンジ］80～160cm
［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 500個
コウメ 70ヘビー

®

［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

1,700円（税別）限定 500個
コウメ 90ヘビー

®

人気のゴールドキャン
ディーにラメをプラスした
カラー。実績の高い配色
にUV加工を施す事によ
り夏場のディープエリアで
より効果を発揮する。

ゴールドラメキャンディー

koume 70 Heavy : #X3141
koume 80 Heavy : #X3147
koume 90 Heavy : #X3153

チャートベリーというア
ピール力の高い配色。
下方向から見た点滅効
果が強く現れる。パイ
ロットカラーとして投げ
たい一色。

koume 70 Heavy : #X3143
koume 80 Heavy : #X3149
koume 90 Heavy : #X3155

水深の深い濁ったエリア
で水に同化するゴールド
＋レッドベリーの万能
カラー。スレたフィールド
にも強い配色だ。koume 70 Heavy : #X3145

koume 80 Heavy : #X3151
koume 90 Heavy : #X3157

夏のメインベイトカタクチ
をイミテートしたカラー。
メッキの直接的な反射と
UV加工の紫外線の反射
で多方向に強烈にアピー
ルする一色。

koume 70 Heavy : #X3142
koume 80 Heavy : #X3148
koume 90 Heavy : #X3154

イナッ子を捕食している
時に強いゴールドベー
ス。ここにUV加工をさ
れた赤を配色し、傷つ
いたベイトをイミテートし
ている。

koume 70 Heavy : #X3144
koume 80 Heavy : #X3150
koume 90 Heavy : #X3156

朝夕マズメや雲り、河口
部などで効果を発揮する
超アピールカラー。
濁りの中で実績が高い
爆発力を秘めた配色。koume 70 Heavy : #X3146

koume 80 Heavy : #X3152
koume 90 Heavy : #X3158

シルバーラメキャンディー

デイブルーキャンディー

レンズピンキン

ダメージブラッドベイト

フルチャートグリーン

紫外線紫外線
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岸壁ジギングに最適なメタルジグ。フォールさせるとランダムにスライドアク
ションを起こす為、フォール時にバイトが多発する。
バーチカルジギングでも的確なアクションをジグに伝えることができ、青物の
キャスティングはもちろん、最近ではヒラメのボトム攻略、イシモチのジギング
等万能型メタルジグとして様々な応用方法が開発されている。高いポテン
シャルを秘めたバーサタイルジグ。

高いポテンシャルを
秘めた万能型メタルジグ

5g 500円（税別）限定 2,000個

7g 500円（税別）限定 5,000個

12g 550円（税別）限定 4,000個

20g 600円（税別）限定 2,000個 40g 700円（税別）限定 4,000個

※カラーチャートはGUN吉12g。カラーは全て共通。　

#GK5-001
#GK7-001
#GK12-001

#GK5-006
#GK7-006
#GK12-006

（裏面）
#GK5-004
#GK7-004
#GK12-004

#GK5-005
#GK7-005
#GK12-005

※カラーチャートはGUN吉30g。カラーは全て共通。　

ガンキチ

®

イワシ

グリーンゴールド

ギンギン

アカキン

20g 30g 40g 50g 60g

5g 7g 12g

#GK5-002
#GK7-002
#GK12-002 

コットンキャンディー
#GK5-003
#GK7-003
#GK12-003

ピンク

#GK20-101 #GK30-101
#GK40-101 #GK50-001
#GK60-001

#GK20-102 #GK30-102
#GK40-102 #GK50-002
#GK60-002

#GK20-103 #GK30-103
#GK40-103 #GK50-003
#GK60-003

#GK20-104 #GK30-104
#GK40-104 #GK50-004
#GK60-004

#GK20-105 #GK30-105
#GK40-105 #GK50-005
#GK60-005

#GK20-106 #GK30-106
#GK40-106 #GK50-006
#GK60-006

#GK20-107 #GK30-107
#GK40-107 #GK50-007
#GK60-007

 #GK20-108 #GK30-108
#GK40-108 #GK50-008
#GK60-008

#GK20-109 #GK30-109
#GK40-109 #GK50-009
#GK60-009

#GK20-112 #GK30-112 
#GK40-112 #GK50-012
#GK60-012

#GK20-110 #GK30-110
#GK40-110 #GK50-010
#GK60-010

#GK20-111 #GK30-111
#GK40-111 #GK50-011
#GK60-011 （裏面）

イワシ マコイワシ ブルーピンク コットンキャンディー

ピンク チャートバックオレンジベリー アカキン スモモ

グリーンゴールド キンクロ 背黒

ギンギン

［全長］41mm（アイ含む） ［重量］5g ［全長］55mm（アイ含む） ［重量］12g

［全長］45mm（アイ含む） ［重量］7g

30g

60g

650円（税別）限定 5,000個
［全長］73mm（アイ含む） ［重量］20g ［全長］80mm（アイ含む） ［重量］30g

50g 750円（税別）限定 2,000個 800円（税別）限定 5,000個
［全長］90mm（アイ含む） ［重量］50g ［全長］100mm（アイ含む） ［重量］60g

［全長］85mm（アイ含む） ［重量］40g


