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2016年
2月29日
発売!

従来品

新製品

New New

New

軽い引き抵抗と素早い立ち上がりから
のスムーズな回転が持ち味のスピンガ
ルフがモデルチェンジ。「スピンガルフ
NEO」として生まれ変わりました。
抜群の使い易さはそのままに、リアブ
レードのスイベルシステムを見直すこと
で更に針絡みを減らしストレスの無い
釣りを実現しました。

アイからブレードまでのパーツが多く
距離も長いためぶれやすく、回転が
大回りになりがち。リアフックも拾い
やすい。

従来のローリングスイベル×リング2個
から、ボールベアリングスイベル1個
のシステムへと変更。回転半径が
狭まり、回転がスムーズになり、尚且つ
リアフックに干渉しづらくなった。

2016年
2月25日
発売!

※カラーチャートは共通。画像はsasuke SF-75。

imaのフラッグシップモデルとして君臨し続けるsasukeシリーズ。これまで数々
のカラーがリリースされてきたが、惜しまれつつもなくなっていったカラーも多数
あり、いまだに根強いファンを持つ。そしてその実釣性能は当然折り紙付き。
そんなカラーを限定「クラシックカラー」としてリバイバル。今回は新たにSF-75
とSS-75をラインナップに加え、さらに3色を追加して発売！
手に取って思い出に浸るもよし、釣果を求めて実戦に繰り出すもよし。懐かしさ
だけではない、本当の意味の「クラシック＝一流の」カラーの限定発売だ！

2,000円（税別）限定 1,900個

サスケ 120 レッパ

［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 650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 

サスケ 140 レッパ

1,700円（税別）限定 850個

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

1,700円（税別）限定 850個

［全長］95mm ［重量］10g ［タイプ］シンキング ［アクション］ウォブンロール
［レンジ］30～60cm ［フック］ST-46 #6 ［リング］オリジナル#3

サスケ SS-95

2,000円（税別）限定 550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

#SG20-101　#SG30-101
ピンクバックキャンディー（シルバー）

※カラーチャートは共通。画像はスピンガルフ ネオ 30。（カッコ）内はブレードのカラーです。

［全長］95mm（ボディ 45mm） ［重量］20g
［フック］#10 ［リング］オリジナル#2 ［ブレード］オリジナル #3

スピンガルフ ネオ 20

1,250円（税別）

［全長］105mm（ボディ 55mm） ［重量］30g
［フック］フロント#8／リア#10 ［リング］オリジナル#2 ［ブレード］オリジナル #3

スピンガルフ ネオ 30

1,300円（税別）

限定クラシックカラー

SF-75 #X3599
SS-75 #X3610
SF-95 #X2720
SS-95 #X2730

105 #X2740
120裂波 #X2750
140裂波 #X2760

ピンクヘッド砂目 コットンキャンディーパール
SF-75 #X3600
SS-75 #X3611
SF-95 #X2721
SS-95 #X2731

105 #X2741
120裂波 #X2751
140裂波 #X2761

チャートバックキャンディー
SF-75 #X3601
SS-75 #X3612
SF-95 #X2722
SS-95 #X2732

105 #X2742
120裂波 #X2752
140裂波 #X2762

SF-75 #X3605
SS-75 #X3616
SF-95 #X2727
SS-95 #X2737

105 #X2747
120裂波 #X2757
140裂波 #X2767

チャート＆チャート

姫イワシ
SF-75 #X3603
SS-75 #X3614
SF-95 #X2724
SS-95 #X2734

105 #X2744
120裂波 #X2754
140裂波 #X2764

アカキン
SF-75 #X3604
SS-75 #X3615
SF-95 #X2725
SS-95 #X2735

105 #X2745
120裂波 #X2755
140裂波 #X2765

レッドヘッドホロ
SF-75 #X3607
SS-75 #X3618
SF-95 #X3584
SS-95 #X3587

105 #X3590
120裂波 #X3593
140裂波 #X3596

サヨリ
SF-75 #X3609
SS-75 #X3620
SF-95 #X3586
SS-95 #X3589

105 #X3592
120裂波 #X3595
140裂波 #X3598

SF-75 #X3608
SS-75 #X3619
SF-95 #X3585
SS-95 #X3588

105 #X3591
120裂波 #X3594
140裂波 #X3597

オレンジキン

チャートヘッドクリアー
SF-75 #X3606
SS-75 #X3617
SF-95 #X2728
SS-95 #X2738

105 #X2748
120裂波 #X2758
140裂波 #X2768

SF-75 #X3602
SS-75 #X3613
SF-95 #X2723
SS-95 #X2733

105 #X2743
120裂波 #X2753
140裂波 #X2763

イワシ砂目

1,450円（税別）限定 850個

サスケ SF-75

［全長］75mm ［重量］6g ［タイプ］フローティング ［レンジ］30～80cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］ST-46 #10 ［リング］オリジナル#2

1,450円（税別）限定 850個

［全長］75mm ［重量］7g ［タイプ］シンキング［レンジ］40～90cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］ST-46 #10 ［リング］オリジナル#2

サスケ SS-75
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#SG20-102　#SG30-102
玉彩（ゴールド）

#SG20-103　#SG30-103
ムラキン（ゴールド）

#SG20-104　#SG30-104
チャートイワシ（ゴールド）

#SG20-105　#SG30-105
グラデイワシⅡ（シルバー）

#SG20-106　#SG30-106
ブルピンイワシ（シルバー）

#SG20-107　#SG30-107
ジョーカー（シルバー）

#SG20-108　#SG30-108
アカキンⅡ（ゴールド）

#SG20-109　#SG30-109
ブラックバックマジョーラ（シルバー）

#SG20-110　#SG30-110
レッドテイルパール（シルバー）
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9つのキャンディースポット

75サイ
ズ

登場！

※現行品は6つ 9つのキャンディースポット※現行品は6つ

ぶ
れ
や
す
い…

ぶ
れ
に
く
い！

アイの向きが
変わりました！
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