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サーフゲームにおいて使用するルアーは
フィールドのコンディションや潮汐を見な
がら使い分けていたが、昨年、ロケットベ
イト、sasuke100HS裂砂の発売により、
シンキングプラグのワーミング的釣法とい
う新たな境地が開拓された。茨城のサー
フのワーミングで絶大な人気と実績を残
しているカラーを中心に、サーフのメイン
ベイトの1つでありながら定番にはほとん
ど採用されていなかったサバ系のカラー
をラインナップ。今シーズンのサーフゲー
ムを有利に進められる事間違い無し！

2,100円（税別）限定 1,000個

2,100円（税別）限定 1,000個

2,500円（税別）限定 300個

1,950円（税別）限定 500個

2,100円（税別）限定 300個

1,950円（税別）限定 500個

2,500円（税別）限定 500個

2,100円（税別）限定 500個

2,300円（税別）限定 500個

2016年
4月25日
発売!

2016年
4月25日
発売!
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［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

［全長］100ｍｍ ［重量］30ｇ
［タイプ］ヘビーシンキング
［レンジ］100～120cm
［アクション］ウォブンロール
［フック］ST46＃3
［リング］オリジナル#3

［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

［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

［全長］９5ｍｍ ［重量］22ｇ
［タイプ］シンキング
［レンジ］5～10０cm
［アクション］タイトローリング
［フック］フロント ST46＃6
　　　 リア ST46＃4
［リング］オリジナル#３

［全長］110mm ［重量］19g
［タイプ］フローティング
［レンジ］MAX1.5m
［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］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

［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

［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
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サスケ140レッパ

サスケ105

サスケ130ゴウリキ

サスケ100HSレッサ

サスケ120レッパロケットベイト95

サスケ140レッパ魚道110MD
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イバラキオレンジにキャンディー
パターンを入れることで、よりア
ピール力を強くしたカラー。

®

®

大人気！

安定の釣果を誇るサスケが
強烈フラッシングの蒸着メッキで登場！

蒸着ゴールドイワシ

蒸着イワシ

蒸着ピンクキャンディー

シーバスの補食のスイッチを入れる要因にはいくつかあるが、その中
でもルアーの発する光・フラッシングは食い気の無い魚のスイッチを
強制的に入れるスイッチとなる。この蒸着メッキは通常のホログラムと
異なり、ボディ全体から強烈なフラッシングを発し、より多くの光を多方
向に反射しシーバスをはじめとするフィッシュイーターにアピールする。
光量の多いデイゲームはもちろん、光量の少ないマズメ時や曇天時
にも通常のルアーよりも強烈なフラッシングを発するため、全天候で
活躍するリアクションバイト誘発カラーだ！

蒸着セグロ

蒸着ボラ

sasuke 100HS 裂砂 : #X3662
sasuke 120 裂波 : #X3667
sasuke 140 裂波 : #X3672

Rocket Bait 95 : #X3652
魚道 110MD : #X3657

側面のゴールドと腹のグローに
より、朝夕マズメでのアピール
力をUPさせている。

sasuke 100HS 裂砂 : #X3663
sasuke 120 裂波 : #X3668
sasuke 140 裂波 : #X3673

Rocket Bait 95 : #X3653
魚道 110MD : #X3658

sasuke 100HS 裂砂 : #X3664
sasuke 120 裂波 : #X3669
sasuke 140 裂波 : #X3674

Rocket Bait 95 : #X3654
魚道 110MD : #X3659

sasuke 100HS 裂砂 : #X3665
sasuke 120 裂波 : #X3670
sasuke 140 裂波 : #X3675

Rocket Bait 95 : #X3655
魚道 110MD : #X3660

テールにバイトポイントとしてレッ
ドを配色。テールフック１本でも
深いフッキングが可能に。

sasuke 100HS 裂砂 : #X3661
sasuke 120 裂波 : #X3666
sasuke 140 裂波 : #X3671

Rocket Bait 95 : #X3651
魚道 110MD : #X3656

ついつい食べちゃう！

GLOWGLOW

ラメラメ 105　　  : #X3677
120 裂波 : #X3682
140 裂波 : #X3687
130 剛力 : #X3692

105　　  : #X3678
120 裂波 : #X3683
140 裂波 : #X3688
130 剛力 : #X3693

105　　  : #X3676
120 裂波 : #X3681
140 裂波 : #X3686
130 剛力 : #X3691

105　　  : #X3679
120 裂波 : #X3684
140 裂波 : #X3689
130 剛力 : #X3694

105　　  : #X3680
120 裂波 : #X3685
140 裂波 : #X3690
130 剛力 : #X3695
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※カラーは5機種共通です。

※カラーは4機種共通です。

ブラッディーピンク

イバラキキャンディー

腹グローサバG

イバラキオレンジ

ピンクサバ

茨城サーフのワーミングで絶
大なる人気と実績を積み上げ
てきたカラー。

ヒラメはよく赤やピンクに好反応
を示す。サバをピンクとレッド模
様にしアピール力UP。


