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2016 JAN

製
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2015年

12月10日
発売!

2016年

1月15日
発売!

高比重

タングステン
製！

定番色が増えました！

あらゆる機能を高次元で融合させた
「汎用性」
とい
う名の最 高 峰、ima nyokkey 85、ima nyokkey
85 heavyに定番色が増えました！
港湾・河川・河口・干潟など、
場所を選ばず使え
る絶妙なカーブが生み出すナチュラルアクションは、
ココ
！という時に活躍してくれます。

レッドヘッド
#NY85-011

アカキン
#NY85-012

玉 彩
#NY85-013

11

g

［全長］85mm ［重量］11g［タイプ］
シンキング［レンジ］15〜50cm
［アクション］
スラローム［フック］ST-46 #8［リング］
オリジナル#3
®

クイックセッターのツメを押し込み
ヘッドの 引っぱり抜く
❶
外し方

すけすけレッド

玉 彩

真鯛魂レンジセッター
3号 #MR3-001
5号 #MR5-001
8号 #MR8-001
10号 #MR10-001
13号 #MR13-001

#NYH85-012

視認性をぼかしたい時

ソウルヘッド
3号 #MSH3-001
5号 #MSH5-001
8号 #MSH8-001
10号 #MSH10-001
13号 #MSH13-001

モヒカンオレンジ
真鯛魂レンジセッター
3号 #MR3-002
5号 #MR5-002
8号 #MR8-002
10号 #MR10-002
13号 #MR13-002

ソウルヘッド
3号 #MSH3-002
5号 #MSH5-002
8号 #MSH8-002
10号 #MSH10-002
13号 #MSH13-002

❷

❸

ヘッドの溝に ❶
リーダーを入れる

❷ ヘッドを抜く

濁り潮時のアピール系

ツメをヘッドの溝に
沿わせて挿入

ヘッドの
付け方

蓋を嵌める

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。
マダイソウル

真鯛魂 レンジセッター
テーオーゴールド

ボ ラ

真鯛魂レンジセッター
3号 #MR3-003
5号 #MR5-003
8号 #MR8-003
10号 #MR10-003
13号 #MR13-003

#NYH85-013

濁り潮時のアピール系

ソウルヘッド
3号 #MSH3-003
5号 #MSH5-003
8号 #MSH8-003
10号 #MSH10-003
13号 #MSH13-003

魂虫

オールマイティー

真鯛魂レンジセッター
3号 #MR3-004
5号 #MR5-004
8号 #MR8-004
10号 #MR10-004
13号 #MR13-004

ソウルヘッド
3号 #MSH3-004
5号 #MSH5-004
8号 #MSH8-004
10号 #MSH10-004
13号 #MSH13-004

［重量］
※ソウルヘッドと同じ［フック］ハヤブサ
（針）
12/10号 ※全て同じ
［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

1,100円（税別） 5号 1,300円（税別）
8号 1,500円
（税別） 10号 1,700円（税別）
13号 1,900円
（税別）
3号

ソウルヘッド
#NYH85-014

Normal
EYE

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、
刻々と変化する状況に瞬時に対応できる。

#NYH85-011

#NY85-014

1,650円（税別）

imaの新発想。

レッドヘッド

ジョーカー

アイマニョッキー 85

www.youtube.com/user/imaAMS

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。

ジョーカー
絶妙なカーブが生み出す
ニュルニュルナチュラルアクション!

真鯛ゲームの名手・石毛卓
実釣動画公開中！

メタルグリーン

+3gウエイト、赤眼が目印！
遠め・深めをニョロニョロ攻める！

真鯛魂レンジセッター
3号 #MR3-005
5号 #MR5-005
8号 #MR8-005
10号 #MR10-005
13号 #MR13-005

1,650円（税別）

Red
EYE

14

g

［全長］85mm［重量］14g［タイプ］
シンキング［レンジ］30〜70cm
［アクション］
スラローム［フック］ST-46 #8［リング］
オリジナル#3

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

ほろ酔いグロー
真鯛魂レンジセッター
3号 #MR3-006
5号 #MR5-006
8号 #MR8-006
10号 #MR10-006
13号 #MR13-006

3号

朝夕マズメや少光量の時

ソウルヘッド
3号 #MSH3-006
5号 #MSH5-006
8号 #MSH8-006
10号 #MSH10-006
13号 #MSH13-006

5号
8号
10号
13号

ピンクイワシ
アイマ ニョッキー85 ヘビー

澄み潮時のノンアピール系

ソウルヘッド
3号 #MSH3-005
5号 #MSH5-005
8号 #MSH8-005
10号 #MSH10-005
13号 #MSH13-005

澄み潮時のノンアピール系

真鯛魂レンジセッター
3号 #MR3-007
5号 #MR5-007
8号 #MR8-007
10号 #MR10-007
13号 #MR13-007

®

ソウルヘッド
3号 #MSH3-007
5号 #MSH5-007
8号 #MSH8-007
10号 #MSH10-007
13号 #MSH13-007

K-1れいんぼー
真鯛魂レンジセッター
3号 #MR3-008
5号 #MR5-008
8号 #MR8-008
10号 #MR10-008
13号 #MR13-008

濁り潮時のアピール系

ソウルヘッド
3号 #MSH3-008
5号 #MSH5-008
8号 #MSH8-008
10号 #MSH10-008
13号 #MSH13-008

※オモリ単体のみ

900円（税別）［重量］約11g
1,100円（税別）［重量］約19g
1,300円（税別）［重量］約30g
1,500円（税別）［重量］約38g
1,700円（税別）［重量］約49g

クイックセッター

［品番］
4020001 ※交換パーツ

300円（税別）
3セット入

フックシステム

※交換パーツ

［フック］ハヤブサ
（針）
12/10号［品番］
4020002

600円（税別）
3セット入
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