
赤と緑とシルバーのグリッターをベリーにふんだんに散り
ばめたカラー。宝石の様な輝きとアピール力の強いキャン
ディー模様を組み合わせる事でアピール力抜群！

シャイニングジュエル

ベリーをピンクグロー、イワシドットをグローにしたカラー。
背中のパープルもマズメ（暗闇）での視認性が高く、
薄暗い中で強烈にアピールする。

ムラピングローイワシ

ベリーとイワシドットにブルーグローを配色したカラー。
淡いブルーの光が違和感なくアピールする。

スカイグローイワシ

ラメ

Glow

Glow

ラメ
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※カラーチャートはsasuke 100HS 裂砂。カラーは全て共通。

※カラーチャートはkomomo 110S counter。カラーは全て共通。
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2,000円（税抜）2,000円（税抜）限定 300個

砂物を魅了する！！
視認性抜群のド

派手カラーが

®

2,000円（税抜）限定 600個
［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

®

®

®

本格的な夏を前にしたシーバスはフレッシュな水やベイトを求めて川を目指す。
それも海水と淡水の混じる汽水域ではなく淡水域の川だ。
海水魚でもある鱸は淡水への適合力も強く、俗に呼ばれる清流鱸のように、
海から100km以上の淡水域、それも鮎の生息圏のようなエリアにも姿を現す。
今回リリースされる川鱸カラーは、全国各地様々な河川の水質やベイトに
対応するカラーをラインナップ。
“夏の鱸は川で釣る！”今年もエキサイティングな夏がやってきた。

［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

1,400円（税抜）限定 250個
［全長］80mm ［重量］15g ［タイプ］シンキング ［レンジ］80～180cm
［アクション］バイブレーション ［フック］ST-46 #8 ［リング］オリジナル#2

1,550円（税抜）限定 250個

コウメ 70
コモモ 110S カウンター

サスケ 120 レッパ

［全長］110mm ［重量］13g ［タイプ］スローシンキング ［レンジ］30～80cm
［アクション］ローリング+ウォブリング ［フック］ST-46 #8 ［リング］オリジナル#2

1,900円（税抜）限定 300個

コウメ 80

［全長］90mm ［重量］28g ［タイプ］ヘビーシンキング ［レンジ］100～120cm
［アクション］スラローム+ウォブンロール ［フック］ST-46 #6 ［リング］オリジナル#3

ギョドウ ヘビーサーファー90

®®®

海水や汽水に比べ水質がよりクリアになる傾向
がある淡水では、過剰なフラッシングによるアピ
ールはかえってシーバスに違和感を抱かせバイ
トを遠ざける原因になってしまう。乱反射を抑え
たマットフィニッシュによるコーティングは、水中
でよりナチュラルな存在感を演出し、食い渋った
シーバスをバイトに持ち込むことを可能にする。

マットフィニッシュの利点

［全長］70mm ［重量］18g ［タイプ］シンキング ［レンジ］80～160cm
［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

1,500円（税抜）1,500円（税抜）限定 250個

［全長］80mm ［重量］20g ［タイプ］シンキング ［レンジ］90～190cm
［アクション］バイブレーション ［フック］ST-46 #8 ［リング］オリジナル#2

1,650円（税抜）1,650円（税抜）限定 250個

コウメ 70 ヘビー

コウメ 80 ヘビー

［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

2,100円（税抜）2,100円（税抜）限定 600個

サスケ 120 レッパ

［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

1,950円（税抜）1,950円（税抜）限定 300個

サスケ 100HS レッサ

マットボラアカハラ
完全な淡水域から海水域まで存在するシーバ
スのメインベイト。レッドベリーの効果は語るまで
もなく、下から見上げた際、視認性をいっそう際
立たせる。

マットグリピン
新緑に溶け込むナチュラルなグリーンバックにシ
ルエットを際立たせるピンクベリー。ナチュラルで
ありながらもハイアピールなこのカラーだ。

マットゴールドアユ
清流鱸のメインベイトとなるのが鮎。シーバスのメ
インベイトが鮎となっているような淡水域で効果
的なカラー。ゴールドベースでマズメ時にも有効。

マットブルーバック
淡水域では定番のブルーバック。ナチュラルカ
ラーでありながらも、アングラーからの視認性も
良く使いやすいカラー。
透明度が高い時の使用がオススメ。

マットチャートバック
リバーゲームの定番カラーとも言えるチャート
バック。チャートの視認性を生かし、雨で濁りが
入った状況で有効なカラー。

［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

1,700円（税抜）限定 400個
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サスケ SS-95

koume 70
koume 80
komomo110S counter

sasuke ss-95
sasuke 120 裂波

: #X3771
: #X3776
: #X3781

: #X3786
: #X3791

koume 70
koume 80
komomo110S counter

sasuke ss-95
sasuke 120 裂波

: #X3772
: #X3777
: #X3782

: #X3787
: #X3792

koume 70
koume 80
komomo110S counter

sasuke ss-95
sasuke 120 裂波

: #X3773
: #X3778
: #X3783

: #X3788
: #X3793

koume 70
koume 80
komomo110S counter

sasuke ss-95
sasuke 120 裂波

: #X3774
: #X3779
: #X3784

: #X3789
: #X3794

koume 70
koume 80
komomo110S counter

sasuke ss-95
sasuke 120 裂波

: #X3770
: #X3775
: #X3780

: #X3785
: #X3790

魚道Heavy Surfer 90
koume 70 heavy
koume 80 heavy
sasuke 120 裂波
sasuke 110 HS 裂砂

: #X3761
: #X3753
: #X3757
: #X3769
: #X3765

魚道Heavy Surfer 90
koume 70 heavy
koume 80 heavy
sasuke 120 裂波
sasuke 110 HS 裂砂

: #X3759
: #X3751
: #X3755
: #X3767
: #X3763

魚道Heavy Surfer 90
koume 70 heavy
koume 80 heavy
sasuke 120 裂波
sasuke 110 HS 裂砂

: #X3758
: #X3750
: #X3754
: #X3766
: #X3762

赤と金のグリッターをベリーにふんだんに散りばめたカラ
ー。フラッシングの強いメッキホログラムと相まって光量の
多い時間帯に強烈なアピール力を発揮する。

ワカクサシャイナー

ヒラメやマゴチに代表されるフラットフィッシュは、通常（特に活性の低い場
合）砂地から上を見上げ視界に入って来たエサを捕食している場合が多い。
この場合、ルアーの視認性が特に重要になってくる。
今回の砂物マニアはルアーのベリー部分にラメやグローを配色する事で
上を見上げているフラット
フィッシュたちへ強力にア
ピールし、思わず飛びつき
たくなるカラーラインナップ
となっている。

ヒラメ・マゴチ
に最適！

マズメ系カラー

日中カラー

魚道Heavy Surfer 90
koume 70 heavy
koume 80 heavy
sasuke 120 裂波
sasuke 110 HS 裂砂

: #X3760
: #X3752
: #X3756
: #X3768
: #X3764
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鰯ドット＆
グローベリー

鰯ドット＆
グローベリー

ベリーラメ

ベリーラメ


