
®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

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

限 定 品

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

限 定 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

2016年
1月25日
発売!

2016年
1月25日
発売!

難攻不落の
アミパターンを
攻略する

コウメ70
［全長］70mm ［重量］13g ［タイプ］シンキング ［レンジ］70～150cm
［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

ピース 80S
［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

ソバット 80
［全長］80mm ［重量］13g ［タイプ］シンキング ［レンジ］20～50cm
［アクション］可変アクション ［フック］ST-46 #6 ［リング］オリジナル#3

ビータ 70
［全長］70mm ［重量］8g ［タイプ］シンキング ［レンジ］60～100cm
［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

※カラーチャートはsasuke SS-95。カラーは全て共通。

早春の東京湾奥。流れの緩い港湾部の常夜灯
周りや、河川のアシ原付近で大量発生するのが
イサザアミ、通称「アミ」。水温も低くベイトも少な
いこの時期、バチとともに2大ベイトとなるのだ
が、極小サイズのベイトがゆえに、攻略が難しい
このアミパターン。だからこそ、ハマれば連発も夢
ではないやりがいのあるゲームだ。
そんなアミパターンを攻略するカラー「ザ・偏食！！ 
アミカラー」。厳寒期のクリアウォーターや、水温
が上がり濁りの入ったタイミングなど、シチュエー
ション別にカラーを使い分けて、熱い冬の夜を味
わおう。

数あるベイトの中で、一年を通してシーバスに好まれているキング
オブベイトといえばイワシだろう。一口にイワシと言っても地域や季
節によって様々な特徴がある。たとえば日本沿岸ではマイワシ、カタ
クチイワシ、ウルメイワシの3種類が回遊している。また、ボラやダツ
に近いトウゴロウイワシもシーバスに好まれるベイトの一つ。今回は
それらのイワシをイミテートしたスペシャルカラーが登場！ 従来のレ
ギュラーカラーのホロとは異なり「カットホロ」を採用。フラッシング
やシルエットが実際のルアーとは異なって見えるのが特徴だ。

［全長］95mm ［重量］10g ［タイプ］シンキング ［レンジ］30～60cm
［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 SS-95

1,500円（税別）限定 500個

1,700円（税別）限定 500個1,400円（税別）限定 300個

1,800円（税別）限定 200個1,600円（税別）限定 100個

厳寒期、水色がクリアな時に使うならこのカ
ラー。漂うアミの中に自然に流し込むと深いバ
イトが出る。
B-太 70 #X2690
Sobat 80 #X2695
P-ce 80S #X2700

Koume 70 #X2710
sasuke SS-95 #X3535

クリアーペッパー

アミにボイルしているが、なかなか食わない
シーバスをリアクションバイトに誘い込む。オレ
ンジのギーゴが強烈にアピール。
B-太 70 #X2691
Sobat 80 #X2696
P-ce 80S #X2701

Koume 70 #X2711
sasuke SS-95 #X3536

クリアーギーゴ

クリア系ながらも比較的アピールの強いこの
カラー。アミのレンジが低い時や、光量の多く
ないポイントで使うのに最適。
B-太 70 #X2693
Sobat 80 #X2698
P-ce 80S #X2703

Koume 70 #X2713
sasuke SS-95 #X3538

ダブルクリアーピンク

明暗部に溜まるアミにボイルするシーバスに。
明るくても見切られにくいクリアベース×ハイ
アピールのキャンディーカラー。
B-太 70 #X2694
Sobat 80 #X2699
P-ce 80S #X2704

Koume 70 #X2714
sasuke SS-95 #X3539

クリアーブルーキャンディー

本カラー内で最もアピールの強いのがこのカ
ラー。水温上昇とともに濁りが入った時にはコ
レに決まり！
B-太 70 #X2692
Sobat 80 #X2697
P-ce 80S #X2702

Koume 70 #X2712
sasuke SS-95 #X3537

スモーキーチャートII

数あるベイトの中で、一年を通してシーバスに好まれているキング

カットホロが
リアルに魅せる！

フラッシング・
シルエットが
「鰯」そのもの！

sasuke SF-95 #X3548
sasuke SS-95 #X3554
sasuke 105 #X3560

sasuke 105S 裂風 jerk #X3566
sasuke 120 裂波 #X3572
sasuke 120S 裂風 #X3578

マットイワシカットホロ

sasuke SF-95 #X3549
sasuke SS-95 #X3555
sasuke 105 #X3561

sasuke 105S 裂風 jerk #X3567
sasuke 120 裂波 #X3573
sasuke 120S 裂風 #X3579

ゴールデンイワシカットホロ

sasuke SF-95 #X3550
sasuke SS-95 #X3556
sasuke 105 #X3562

sasuke 105S 裂風 jerk #X3568
sasuke 120 裂波 #X3574
sasuke 120S 裂風 #X3580

アカハラセグロカットホロ

sasuke SF-95 #X3551
sasuke SS-95 #X3557
sasuke 105 #X3563

sasuke 105S 裂風 jerk #X3569
sasuke 120 裂波 #X3575
sasuke 120S 裂風 #X3581

クリアーイワシカットホロ

sasuke SF-95 #X3552
sasuke SS-95 #X3558
sasuke 105 #X3564

sasuke 105S 裂風 jerk #X3570
sasuke 120 裂波 #X3576
sasuke 120S 裂風 #X3582

砂目トウゴロウカットホロ

sasuke SF-95 #X3553
sasuke SS-95 #X3559
sasuke 105 #X3565

sasuke 105S 裂風 jerk #X3571
sasuke 120 裂波 #X3577
sasuke 120S 裂風 #X3583

ウルメイワシカットホロ

［全長］95mm ［重量］10g ［タイプ］シンキング ［レンジ］30～60cm
［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 SS-95

1,700円（税別）限定 300個

1,700円（税別）限定 500個

2,000円（税別）限定 200個

2,100円（税別）限定 300個

2,000円（税別）限定 600個

2,150円（税別）限定 300個

［全長］105mm ［重量］13g ［タイプ］フローティング ［レンジ］50～80cm 
［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

サスケ 105

サスケ SF-95
［全長］95mm ［重量］8g ［タイプ］フローティング ［レンジ］10～60cm
［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 120Sレップウ
［全長］120mm ［重量］18g ［タイプ］シンキング ［アクション］ウォブンロール
［レンジ］70～100cm ［フック］ST-46 #6 ［リング］オリジナル ＃3

サスケ 105S レップウ ジャーク

［全長］105mm ［重量］14g ［タイプ］スローシンキング ［レンジ］50～90cm
［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#4

［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
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捕食された
大量のアミ
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