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鮎の生息する河川で秋に発生するのが落ち鮎パターン。年魚でもある鮎
は産卵を終えると息絶えてしまうが、それを待ち構えるのが腹を空かせた
シーバス達！ 独特の婚姻色を纏った瀕死の鮎は、なす術無く表層付近を
力なく流され、シーバス達に補食される。この落ち鮎を演出するのが今回
リリースされる落ち鮎カラーだ。地域や水色等の様々な条件にマッチする
カラーをラインナップ。このカラーで秋の王道パターンを攻略だ！

シーバスの補食のスイッチを入れる要因にはいくつかあるが、その
中でもルアーの発する光・フラッシングは食い気の無い魚のスイッ
チを強制的に入れるスイッチとなる。この蒸着メッキは通常のホロ
グラムと異なり、ボディ全体から強烈なフラッシングを発し、より多く
の光を多方向に反射しシーバスをはじめとするフィッシュイーター
にアピールする。光量の多いデイゲームはもちろん、光量の少ない
マズメ時や曇天時にも通常のルアーよりも強烈なフラッシングを
発するため、全天候で活躍するリアクションバイト誘発カラーだ！

2,100円（税別）限定 800個

2,100円（税別）限定 600個

2,400円（税別）限定 350個

2,100円（税別）限定 250個

2,200円（税別）限定 600個

2,500円（税別）限定 400個
2,500円（税別）限定 500個

2,100円（税別）限定 400個

2,300円（税別）限定 400個

全天候対応可能な
強烈フラッシング！！

2015年
10月10日
発売!

2015年
10月25日
発売!
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［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］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］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

［全長］110mm ［重量］15g
［タイプ］フローティング
［レンジ］0～20cm
［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#3

［全長］120mm ［重量］16g
［タイプ］直立浮き
［アクション］
 ドッグウォーク＆ウェイク
［フック］ST-46 #4
［リング］オリジナル#3

［全長］130mm ［重量］31g
［タイプ］フローティング
［レンジ］0～30cm
［アクション］S字スイミング
［フック］ST-46 #2
［リング］オリジナル#4

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

［全長］120ｍｍ［ 重量］19ｇ
［タイプ］フローティング
［レンジ］50～100cm
［アクション］ウォブンロール
［フック］ST46-＃3
［リング］オリジナル＃3

［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
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サスケ140レッパ

サスケ120ゴウリキ

サスケ130ゴウリキ

120 裂波 : #X3351
140 裂波 : #X3357
120 剛力 : #X3363
130 剛力 : #X3369

蒸着アカキン

120 裂波 : #X3354
140 裂波 : #X3360
120 剛力 : #X3366
130 剛力 : #X3372

蒸着コノシロ

120 裂波 : #X3352
140 裂波 : #X3358
120 剛力 : #X3364
130 剛力 : #X3370

蒸着マコイワシ

120 裂波 : #X3355
140 裂波 : #X3361
120 剛力 : #X3367
130 剛力 : #X3373

蒸着ライムヘッド

120 裂波 : #X3353
140 裂波 : #X3359
120 剛力 : #X3365
130 剛力 : #X3371

120 裂波 : #X3356
140 裂波 : #X3362
120 剛力 : #X3368
130 剛力 : #X3374

蒸着コンスタンギーゴ
ギラギラするホロが効かない事が多い月夜
に、シルエットはある程度見せつつ、クリアブ
ラックの乱反射でシーバスを誘き寄せる。濁
りの入ったデイゲームでもシルエットが強調さ
れ爆発力を発揮。

フルムーンブラックフルムーンブラック
komomo SF-125 : #X3264
komomo SF-145 : #X3269
komomo Ⅱ : #X3274
imapopkey 120 : #X3279
SCARECROW 130 DRIFT : #X3284

月夜やクリアウォーターに効くクリアカラーだ
が、このカラーが真に力を発揮するのは常
夜灯などの灯りの下。クリアブラウンの体色
がナトリュウム系のオレンジの光に馴染む。

ゴースト落ち鮎ゴースト落ち鮎
komomo SF-125 : #X3263
komomo SF-145 : #X3268
komomo Ⅱ : #X3273
imapopkey 120 : #X3278
SCARECROW 130 DRIFT : #X3283

オスとは違い体色がくすんでいくメス。シーズ
ン初期の瀬にかたまり始める鮎に着くシー
バスに有効なメッキホロカラー。マット仕上
げの為デイゲームでも効果大！！

komomo SF-125 : #X3261
komomo SF-145 : #X3266
komomo Ⅱ : #X3271
imapopkey 120 : #X3276
SCARECROW 130 DRIFT : #X3281

サビ色の出るオスの体色をimaらしく忠実に
再現した落ち鮎の定番カラー。トップコート
のクリアがマットの為、水に浸かった際に非
常にナチュラルでデイゲームにも有効。

komomo SF-125 : #X3260
komomo SF-145 : #X3265
komomo Ⅱ : #X3270
imapopkey 120 : #X3275
SCARECROW 130 DRIFT  : #X3280

弱ったり死んで流される鮎は腹を反して流
されている事が多い。そんな時はこのカラー
の出番！ 上部のパールがアングラー側から
視認しやすいナチュラルカラーでもある。

逆さ鮎逆さ鮎
komomo SF-125 : #X3262
komomo SF-145 : #X3267
komomo Ⅱ : #X3272
imapopkey 120 : #X3277
SCARECROW 130 DRIFT : #X3282

今年もやってきた！ 秋のリバーシーバス定番アイテム！

コモモ SF-125

コモモ SF-145 アイマポッキー

コモモⅡ スケアクロウ 130F ドリフト

マット雌錆鮎マット雌錆鮎

マット雄錆鮎マット雄錆鮎

蒸着ブラックバック
オレンジベリー

ベリーラメ
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