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2,000円（税別）限定 300個

2015年
11月25日
発売!

®

[全長]95mm [重量]25g [タイプ]シンキング
[レンジ]30～80cm [アクション]スラローム
[フック]ST-46 #3 [リング]オリジナル#4

2,350円（税別）限定 150個

[全長]130mm [重量]23g [タイプ]フローティング
[レンジ]80～150cm [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

2,000円（税別）限定 600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

2,400円（税別）限定 200個

[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

2,200円（税別）限定 300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

2,400円（税別）限定 200個

[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

サスケ120
レッパ

サスケ140
レッパ

サスケ130
ゴウリキ

コモモ
SF-145

®

®

HONEY TRAP95S #X3400
魚道130MD  #X3406
sasuke120裂波  #X3412

sasuke140裂波  #X3418
sasuke130剛力  #X3424
komomo SF-145 #X3430

ナイトメアキャンディー

HONEY TRAP95S #X3404
魚道130MD  #X3410
sasuke120裂波  #X3416

sasuke140裂波  #X3422
sasuke130剛力  #X3428
komomo SF-145 #X3434

オレンジキャンディーグローベリー

HONEY TRAP95S #X3402
魚道130MD  #X3408
sasuke120裂波  #X3414

ssasuke140裂波 #X3420
sasuke130剛力  #X3426
komomo SF-145 #X3432

スーパークリアーイワシ
HONEY TRAP95S #X3403
魚道130MD  #X3409
sasuke120裂波  #X3415

sasuke140裂波  #X3421
sasuke130剛力  #X3427
komomo SF-145 #X3433

マグマチャートヘッドクリアーグローベリー

HONEY TRAP95S #X3405
魚道130MD  #X3411
sasuke120裂波  #X3417

sasuke140裂波  #X3423
sasuke130剛力  #X3429
komomo SF-145 #X3435

ダブルピンクキャンディー

HONEY TRAP95S #X3401
魚道130MD  #X3407
sasuke120裂波  #X3413

sasuke140裂波  #X3419
sasuke130剛力  #X3425
komomo SF-145 #X3431

レンズセグロ ®

澄み潮、満月、ベタ凪はシーバスにルアーを見切られ易いため磯マル狙いで最悪なコンディション
とされる。そんな時に強いのがクリアやゴースト系カラー。ルアーのシルエットをぼんやり見せること
により、深いバイトを得られるカラーだ。今日はなかなか食わないなぁといった時に投入してみよう。

これらのカラーが特に強いのは朝夕方のマズメ時。うっすら明るい時間帯に迷わず投入しよう。
そしてデイのサラシ撃ちはこのカラーで決まりだ！もちろんナイトゲームでも有効なカラーで、濁り
の強い日以外はこれ一本で通せることもあるオールマイティーなカラーだ。

クリア系

どんな水色・コンディションでも比較的有効なカラーだが、やはり強いのは潮が濁った時や新月
周りの暗い日だ。ルアーのシルエットをはっきり見せたい時はこのカラーの出番。アピールの
強いカラーなので、活性の高いシーバスを狙うのには最適なカラー。imaプロスタッフの桑村
氏はシーバスの反応を見るためのパイロットカラーとして使う事が多い。

パール系

今年も磯マルのシーバスがやってきた！磯マル攻略に求められる性能は何と言っても遠投性能。

そして外せないのがカラーセレクト。この時期多い澄み潮や月の明かり、風の有無により、

シーバスからの反応は大きく変わる。今回は様々な状況を攻略するためのカラーをラインナップ。

このスペシャルカラーで厳冬期に熱いゲームを楽しんで欲しい！

GLOW

ホログラム系

磯マルゲームの季節がやってきた！

ハニートラップ
95S

ギョドウ 130MD

磯マルゲームの季節がやってきた！
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オレンジラメキャンディー

ブラピンイワシ

レッドヘッドゴールド

ヒラメGG

ロッソネロ

koume 90 #X3376
魚道 HS90 #X3381
魚道 110MD #X3386

魚道 110SR #X3391
sasuke120裂波 #X3396

オレンジラメキャンディー

koume 90 #X3375
魚道 HS90 #X3380
魚道 110MD #X3385

魚道 110SR #X3390
sasuke120裂波 #X3395

ブラピンイワシ

koume 90 #X3377
魚道 HS90 #X3382
魚道 110MD #X3387

魚道 110SR #X3392
sasuke120裂波 #X3397

レッドヘッドゴールド

koume 90 #X3378
魚道 HS90 #X3383
魚道 110MD #X3388

魚道 110SR #X3393
sasuke120裂波 #X3398

ヒラメGG

※カラーは共通
　画像は魚道110SR

koume 90 #X3379
魚道 HS90 #X3384
魚道 110MD #X3389

魚道 110SR #X3394
sasuke120裂波 #X3399

ロッソネロ

2,000円（税別）限定 300個

2,100円（税別）限定 300個 2,100円（税別）限定 300個 2,100円（税別）限定 500個

1,700円（税別）限定 300個

2015年
11月25日
発売!

[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

ギョドウ
ヘビーサーファー
90

[全長]110mm [重量]19g [タイプ]フローティング
[レンジ]150cm MAX [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

ギョドウ 110MD

コウメ90

®

[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]90mm [重量]20g [タイプ]シンキング
[レンジ]160～300cm [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#2

[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

ギョドウ 110SR

ラメラメ

ラメラメ

ラメラメ

全国的にヒラメのハイシーズンとなる11月～12月。数釣り主体
だった春夏に比べ、秋冬は一発大物を狙えるシーズンでもある。
そして、冬に向けて脂の乗ったコンディションの良いヒラメは釣っ
て良し、食べて良しの正真正銘のベストシーズンともいえる時期
だ。この時期はチャンスタイムでもあるローライトの朝夕マズメの
時間が長いためアピール系のカラーが効くことも。そして水色に
合わせたカラーセレクトがヒラメ攻略のキーとなる。そんな秋冬の
ベストシーズンに合わせたのが今回の平目バカカラーだ！

®

® ®

®

座布団
ヒラメ

を

ド派手
カラー

で

誘い出
せ！

大人気！


