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発売!

1,900円（税別）限定 800個

自然に恵まれた
一大エリアを楽しむ
美しき4色。

#X3180 

ナイト秋田運河SP

THE・東北鮎

グリピンイワシ

リアルカタクチイワシ

全国屈指のシーバスの魚影を誇る川、サーフ、
磯、都市型河川などを抱える北海道・東北・北陸
地方。恵まれた自然環境によりそのシチュエー
ションは美しく、今や各メディアで注目を浴び、関
東や関西からの遠征アングラーも訪れるほど。
そんな北海道・東北・北陸地方の各フィールドに適
応した限定カラーがこの度発売となる。
これからますます熱くなるこの地域のシーバスに
対するリーサルウェポンとして、君のルアーボックス
に忍ばせよう！

メタルジグでは定番中の定番カラー
のグリピン。フィッシュイーター全般
に実績の高いカラーは勿論シーバ
スにも最適。

秋田運河で高実績のレンズホロ採
用のオリジナルレッドヘッド。魅惑な
フラッシングでナイト秋田運河シー
バスを攻略。

天然鮎の遡上する河川が多い東北
の河川。オレンジラインで個性を主
張した鮎カラー。雨後の濁った水色
にも対応。

東北沿岸各地に大量接岸するカタ
クチイワシをリアルに再現・オーソ
ドックスなカラーリングながらシーバ
スへのアピールは大きい。

［全長］110mm ［重量］12g ［タイプ］フローティング
［レンジ］0～50cm ［アクション］ローリング+ウォブリング
［フック］ST-46 #8 ［リング］オリジナル#2

コモモ SF-110

#X3177

#X3178 

#X3179

北海道／青森／岩手／宮城／秋田／山形／福島／新潟／富山／石川／福井販売エリア
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1,800円（税別）限定 600個

関東のアングラーのために
都市型のシーバスエリアに特化して開発された
関東のみで発売される地域限定カラー

p-ce 80S #X3181
komomo SF-110 #X3185アカツキ

p-ce 80S #X3182
komomo SF-110 #X3186レイメイ

p-ce 80S #X3183
komomo SF-110 #X3187タソガレ

p-ce 80S #X3184
komomo SF-110 #X3188ヤハン

[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

ピース 80S

1,900円（税別）限定 600個
［全長］110mm ［重量］12g ［タイプ］フローティング ［レンジ］0～50cm

［アクション］ローリング+ウォブリング ［フック］ST-46 #8 ［リング］オリジナル#2

コモモ SF-110

明滅する光とストラクチャーの影。
都市型のシーバスエリアに対応するのは”反射”と”透過”。
この相反する光の演出が関東のスレきったポイントへの戦略だ。
光を反射させることと透過させること、
この相反する２つのアピールで、
常夜灯の下、暗闇の港湾、シェードの影と光の境といった、
さまざまなシュチュエーションを攻略する。

メッキ系カラーのアカツキ・レイメイはフラッシングアピール。
少ない光を捉えて反射し存在感を示す。
クリアー系カラーのタソガレ・ヤハンはボディを透過する光が
生身のベイトらしさを演出し、スレきったエリアの
シーバスに違和感を与えずバイトに持ち込む。

関東のシーバスゲームでは欠かせない
シャロー域の定番komomo SF-110と港湾から河川、
干潟までの高いポテンシャルを持つp-ce 80Sにて
都市型シーバスエリアに最適化された限定カラーが登場。

茨城 ・ 栃木 ・ 群馬 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ 東京 ・ 神奈川販売エリア
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1,500円（税別）限定 800個

キャンディースポットがターゲットを狂わせる！
カラフル玉彩で鉄板ローテーションを組め！
シーバス・クロダイ等には、もはや説明不要の実績を持つキャンディー系。
特に中部・甲信地区では、浜名湖やリバーシーバスなどで強烈な実績を出しています。
そんな「実績カラーだけでローテーションしたら、どうなるか？」なんて想像したら
いつものフィールドがもっと刺激的に、もっと楽しくなると思いませんか？
他者を圧倒する「あなただけの爆釣カラー」を、この４色の中から見つけ出して下さい！
※ベリーとスケールの各部は全カラー透過仕様で「光り過ぎない性能」をプラスしました！

［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

コウメ 60

®

#X3189

#X3191 #X3192

デイは勿論、ナイトゲームにも！
雨後の濁った場面でも効果的。

比較的澄んだ水色に。
うるさくない配色は、スレた場面にも対応。

ローテーションを組み立てる手始めに…。
機軸となる存在です。

ローライト時やリアクション狙い、
最後の決め手として。

2015年
8月25日
発売!

#X3190

岐阜 静岡 愛知 三重 山梨 長野
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2015年
8月25日
発売!

1,500円（税別）限定 1,000個 1,700円（税別）限定 1,000個

2,100円（税別）限定 1,000個

状況を見極めて最適カラーを選択せよ

koume 60 #X3193
B-太 66MOGE #X3197
sasuke 120 裂波 #X3201

GHシルバーチャートナイトラメ

koume 60 #X3194
B-太 66MOGE #X3198
sasuke 120 裂波 #X3202

GHゴールドチャートナイトラメ

koume 60 #X3195
B-太 66MOGE #X3199
sasuke 120 裂波 #X3203

GHクリアーチャートナイトラメ

koume 60 #X3196
B-太 66MOGE #X3200
sasuke 120 裂波 #X3204

GHチャートパールナイトラメ

今や超アピールカラーの代表格と言っても過言
ではない「グリーン」。imaのコーポレートカラー
でもあるこの色をヘッドカラーとして彩色し、それ
ぞれのボディカラーと併せた超弩級アピールカ
ラーが登場。
フィールドの状況̶例えば光源の強弱や有無、水
の濁り具合など̶に対応できるカラーバリエー
ションをライナップ。明るいポイントで活きるクリ
ア系、水質や明暗でチョイスするゴールドとシル
バー、暗闇で効果を発揮する膨張系のパール
ベース。
ベリーにまぶした控えめの「ナイトラメ」は、より深
く噛み込ませる働きを担う。
フィールドの状況を読み解き、その時に最適なア
ピールカラーを選択することが釣果に直結する！

明で活きるアピールクリアカラー。光源周
りでまずはキャストして欲しい。

マズメやデイゲームなど、やや明るい状況
をオールマイティにこなす。ナイトでももち
ろんアピール抜群。

濁りや暗部で、確信を持ってリトリーブでき
るゴールドチャート。アングラーの期待感が
バイトを呼び込む。

いわゆる膨張色のパール系。暗闇に潜む
大物を引きずり出す、サカナの本能を揺さ
ぶるカラー。

®

［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］66mm ［重量］8g ［タイプ］シンキング ［レンジ］80～150cm
［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120レッパ

ビータ66 モーグ

［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

コウメ 60
®

WEST
JAPAN
西
日
本

西
日
本

限定限定 カラーカラー

西日本エリア限定販売！

販売エリア
滋賀

超ド級アピールGHカラー

京都 山口

徳島

大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島

香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄




