
®株式会社アムズデザイン  〒289-2516 千葉県旭市ロ404番1  tel 0479-62-8505 fax 0479-62-7880  info@ima-ams.co.jp

!"#$NEWS
!"#$%&'(

新 製 品

®株式会社アムズデザイン  〒289-2516 千葉県旭市ロ404番1  tel 0479-62-8505 fax 0479-62-7880  info@ima-ams.co.jp

!"#%NEWS
!"#$%&'(

新 製 品

2015年
12月10日
発売!

2015年
12月10日
発売!

マダイソウル

1,100円（税別）
1,300円（税別）
1,500円（税別）
1,700円（税別）
1,900円（税別）

3号
5号
8号
10号
13号

600円（税別）300円（税別）

［重量］約11g
［フック］ハヤブサ（針）12/10号

［セット内容］
ソウルヘッド、クイックセッター、フックシステム

※オモリ単体のみ

［重量］約19g
［フック］ハヤブサ（針）12/10号
［重量］約30g
［フック］ハヤブサ（針）12/10号
［重量］約38g
［フック］ハヤブサ（針）12/10号
［重量］約49g
［フック］ハヤブサ（針）12/10号

［フック］ハヤブサ（針）12/10号 ［品番］4020002［品番］4020001 ※交換パーツ

900円（税別）
1,100円（税別）
1,300円（税別）
1,500円（税別）
1,700円（税別）

3号
5号
8号
10号
13号

［重量］約11g

［重量］約19g

［重量］約30g

［重量］約38g

［重量］約49g

ソウルヘッド

真鯛魂 レンジセッター

フックシステムクイックセッター

3セット入 3セット入

3号 #MR3-001
5号 #MR5-001
8号 #MR8-001
10号 #MR10-001
13号 #MR13-001

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-001
5号 #MSH5-001
8号 #MSH8-001
10号 #MSH10-001
13号 #MSH13-001

ソウルヘッド
すけすけレッド

3号 #MR3-002
5号 #MR5-002
8号 #MR8-002
10号 #MR10-002
13号 #MR13-002

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-002
5号 #MSH5-002
8号 #MSH8-002
10号 #MSH10-002
13号 #MSH13-002

ソウルヘッド
モヒカンオレンジ

3号 #MR3-003
5号 #MR5-003
8号 #MR8-003
10号 #MR10-003
13号 #MR13-003

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-003
5号 #MSH5-003
8号 #MSH8-003
10号 #MSH10-003
13号 #MSH13-003

ソウルヘッド
テーオーゴールド

3号 #MR3-004
5号 #MR5-004
8号 #MR8-004
10号 #MR10-004
13号 #MR13-004

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-004
5号 #MSH5-004
8号 #MSH8-004
10号 #MSH10-004
13号 #MSH13-004

ソウルヘッド
魂虫

3号 #MR3-005
5号 #MR5-005
8号 #MR8-005
10号 #MR10-005
13号 #MR13-005

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-005
5号 #MSH5-005
8号 #MSH8-005
10号 #MSH10-005
13号 #MSH13-005

ソウルヘッド
メタルグリーン

3号 #MR3-006
5号 #MR5-006
8号 #MR8-006
10号 #MR10-006
13号 #MR13-006

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-006
5号 #MSH5-006
8号 #MSH8-006
10号 #MSH10-006
13号 #MSH13-006

ソウルヘッド
ほろ酔いグロー

3号 #MR3-007
5号 #MR5-007
8号 #MR8-007
10号 #MR10-007
13号 #MR13-007

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-007
5号 #MSH5-007
8号 #MSH8-007
10号 #MSH10-007
13号 #MSH13-007

ソウルヘッド
ピンクイワシ

3号 #MR3-008
5号 #MR5-008
8号 #MR8-008
10号 #MR10-008
13号 #MR13-008

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-008
5号 #MSH5-008
8号 #MSH8-008
10号 #MSH10-008
13号 #MSH13-008

ソウルヘッド
K-1れいんぼー

エサが自然に泳ぐ遊動式！
オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して
違和感なくアピールでき、小さなアタリも竿先に出やすく乗せやすい。

ワンタッチで簡単ヘッド交換！

高比重タングステンヘッド！

リーダーを切ることなくワンタッチでヘッドを交換できるため
棚の深さや潮の流れによるヘッド重量の変更や
潮の色（澄み潮、濁り潮）等によるヘッドのカラー変更が容易で、
刻 と々変化する状況に瞬時に対応できる。

ヘッドには高比重なタングステンを採用、速い潮の流れでも
棚取りがしやすく、すばやく魚の居る場所へエサを落とし込む事ができるため、
バイトチャンスが増え、良い釣果にも繋げられる。

●近距離戦でも安定したスイミング姿勢
●水面急浮上でターゲットレンジを素早くキープ
●大きく揺れる引き波でターゲットに猛烈アピール

長距離戦の95S 近距離戦の70S

by 大野ゆうき

視認性をぼかしたい時 濁り潮時のアピール系

濁り潮時のアピール系

濁り潮時のアピール系

朝夕マズメや少光量の時澄み潮時のノンアピール系

澄み潮時のノンアピール系

オールマイティー

ヘッドの
外し方 ❶

❷

クイックセッターのツメを押し込み
引っぱり抜く

ヘッドを抜く

ヘッドの
付け方

❶

❷

❸ヘッドの溝に
リーダーを入れる

ツメをヘッドの溝に
沿わせて挿入

蓋を嵌める
※交換パーツ
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アルデンテ 70S

［全長］70ｍｍ ［重量］4ｇ ［タイプ］シンキング ［レンジ］0～1cm
［アクション］ゆらぎロールアクション ［フック］＃10 ［リング］オリジナル#2

#AD70-001 ハッピーレモン #AD70-002 カルボナーラ #AD70-003 ムーンライトブラッド

#AD70-004 ペルルイエロー #AD70-005 ペルルピンク #AD70-006 ライトニングパープル

#AD70-007 ライトニングブラック #AD70-008 ピスタチオ #AD70-009 カフェラテ

#AD70-010 ゴールデンマンゴー #AD70-011 レッドパプリカ

単なるダウンサイジングではなく、中・長距離で活きる
Aldente ９５Sに対して、魚との距離感・スピード・アクション

といった面で一線を画した、より多くのシチュエーションをカバーす
るAldente ７０Ｓが出来上がった。
Aldente ９５Ｓはそのサイズと適度なウエイトにより中・長距離戦で抜
群の性能を発揮。極スローから水面に浮上し淡い引き波とゆらぎロール
アクションで水面を強くした数多くのシーバスを捕獲してきた。
それに対してAldente ７０Ｓは中・近距離戦を重視したモデル。特に近距離
戦においては流れがゆるいケースも少なくなく、ウエイトのあるシンペンではス
イミング姿勢やスピード、アクションでマッチザバイトに対応しきれず見切られ
やすいため、苦戦を強いられる場面が多い。極スローから水面に浮上して引き
波を作ることはAldenteの基本コンセプトだが、Aldente ７０Ｓはこのサイズとウ
エイトの軽さを生かし、足元までバイトチャンスを逃さないよう、近距離戦でのス
ローによる安定したスイミング姿勢を確保することにした。
さらにアクションを控えめのAldente ９５Ｓとは違い、シンキングペンシル特有
の頭から入るスローなスイングアクションを取り入れた。これは近距離戦で多
いニュートラルな魚の興味を最大限に引き出して追わせるために必要なア
クション。小型のバチにも対応しているのでバチ抜けシーズンの最後期ま
で欠かすことのできない存在になるだろう。
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1,500円（税別）

高比重
タングステン
製！

リーダーを切らずにワンタッチで
ヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。

imaの新発想。




