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グローベリー
仕様

®

秋にハイシーズンを迎えるのが盤州干潟のナイトゲーム！もとより水
質浄化機能の高い干潟は、深まる秋とともに超が付くほどの澄み潮と
なる。その澄み潮に加え、月夜・無風といった状況が重なることにより、
干潟攻略は難しくなることはご存知の通りだろう。この盤州干潟ゴー
ストカラーは澄み潮による“食い渋り”や”見切られ”を打開するため
の必殺カラーだ！

秋冬のシーバスを攻略する上で外せないベイトと言えば、全国的にはラン
カーシーバスの大好物でもあるコノシロと、日本海側北部で一大パターン
となるハタハタだ。スポーニングを控えた大型のシーバスはこれらのベイト
に依存する傾向が高く、秋のランカーを狙うためにはベイトの存在は
切っても切ることが出来ない。そこで、2大ベイトパターンを攻略するため
のスペシャルカラーが今年も登場する！

2,000円（税別）限定 800個

2,100円（税別）限定 400個 2,400円（税別）限定 600個

2,400円（税別）限定 600個

1,800円（税別）限定 200個

1,800円（税別）限定 300個

1,900円（税別）限定 400個

1,900円（税別）限定 400個

2,100円（税別）限定 400個

2,100円（税別）限定 400個

秋の夜長のマストアイテム！
ゴーストカラーで爆釣必至！

コノシロ・ハタハタカラーで
秋の2大ベイトパターンを攻略！

2015年
10月10日
発売!

2015年
10月25日
発売!

［全長］125mm ［重量］16g ［タイプ］フローティング ［レンジ］0～30cm
［アクション］ローリング+ウォブリング ［フック］ST-46 #4 ［リング］オリジナル#3

［全長］125mm ［重量］18g ［タイプ］スローフローティング ［アクション］ローリング
［レンジ］30～40cm ［フック］ST-46 #4 ［リング］オリジナル#3

®

コモモ SF-125

［全長］125mm ［重量］16g ［タイプ］フローティング ［レンジ］0～30cm
［アクション］ローリング+ウォブリング ［フック］ST-46 #4 ［リング］オリジナル#3

®

コモモ SF-125

コモモ 125 カウンター
®

コモモ SF-110
®

コモモ 110S カウンター

［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

［全長］110mm ［重量］13g ［タイプ］スローシンキング ［レンジ］30～80cm
［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

［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

［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

ピース 100

®

［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

サスケ120レッパ

［全長］140mm ［重量］20g ［タイプ］フローティング ［レンジ］60～100cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］ST-46 #3 ［リング］オリジナル#3

®
サスケ140レッパ

2,200円（税別）限定 600個

［全長］130mm ［重量］25g ［タイプ］フローティング ［レンジ］80～120cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］ST-46 #2 ［リング］オリジナル#4

®
サスケ
130
ゴウリキ

［全長］145mm ［重量］26g ［タイプ］フローティング ［レンジ］20～50cm
［アクション］ローリング+ウォブリング ［フック］ST-46 #3 ［リング］オリジナル#4

コモモ SF-145

p-ce80S  #X3315
p-ce100   #X3321
komomo SF-110 #X3327
komomo110counter  #X3339
komomo SF-125  #X3333
komomo125counter  #X3345

p-ce80S  #X3316
p-ce100  #X3322
komomo SF-110 #X3328
komomo110counter #X3340
komomo SF-125 #X3334
komomo125counter #X3346

p-ce80S  #X3317 
p-ce100  #X3323
komomo SF-110 #X3329
komomo110counter #X3341
komomo SF-125 #X3335
komomo125counter #X3347

p-ce80S  #X3318
p-ce100   #X3324
komomo SF-110  #X3330
komomo110counter  #X3342
komomo SF-125  #X3336
komomo125counter  #X3348

p-ce80S   #X3319
p-ce100   #X3325
komomo SF-110  #X3331
komomo110counter #X3343
komomo SF-125  #X3337 
komomo125counter #X3349

p-ce80S   #X3320
p-ce100   #X3326
komomo SF-110  #X3332
komomo110counter #X3344
komomo SF-125  #X3338 
komomo125counter #X3350

クリアーチャートイワシ

ニシムラブラック

クリアーゴロウ

ピンクムーンクリアー

ホワイトヘッドクリアー

ブラックヘッドクリアー

河口や河川、河口近くのサー
フなどに大群で接岸してくる
コノシロ。体高があり中層から
底層に群れている。雨後の河
川などでも効果のあるシルバ
ーゴールドカラー。

日本海沿岸に接岸してくる
ハタハタ。海藻帯に産卵のため
にやってくる。釣れてくるシー
バスもランカーサイズが多い。
群れの中でその存在を強調
するカラー。

ラメラメ

グローベリー
仕様

レンズコノシロ
komomo SF-125 #X3285
komomo SF-145 #X3291

sasuke120裂波  #X3297
sasuke140裂波  #X3303
sasuke130剛力  #X3309

パールコノシロ
komomo SF-125 #X3286
komomo SF-145 #X3292

sasuke120裂波  #X3298
sasuke140裂波  #X3304
sasuke130剛力  #X3310

マットクリアー
コノシロ

komomo SF-125 #X3287
komomo SF-145 #X3293

sasuke120裂波  #X3299
sasuke140裂波  #X3305
sasuke130剛力  #X3311

パールハタハタ
komomo SF-125 #X3288
komomo SF-145 #X3294

sasuke120裂波  #X3300
sasuke140裂波  #X3306
sasuke130剛力  #X3312

メッキハタハタ
komomo SF-125 #X3289
komomo SF-145 #X3295

sasuke120裂波  #X3301
sasuke140裂波  #X3307
sasuke130剛力  #X3313

グローハタハタ
komomo SF-125 #X3290
komomo SF-145 #X3296

sasuke120裂波  #X3302
sasuke140裂波  #X3308
sasuke130剛力  #X3314

コノシロ
全国の河川に

ハタハタ
日本海に


