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夏のデイゲームはこれで決まり！ 小型青物を狙うカラー！

［全長］40ｍｍ ［重量］3.5ｇ ［アクション］バイブレーション
［タイプ］シンキング ［リング］オリジナル#1
［フック］ST-36BC #16 ［レンジ］20～80cm

［全長］50ｍｍ ［重量］5ｇ ［アクション］ウォブンロール
［タイプ］シンキング ［リング］オリジナル#1
［フック］ST-36BC #14 ［レンジ］10～40cm

ぎょどう サバイバー 50コウメ40

［サイズ］50mm ［重量］1.5g ［アクション］ウォブンロール
［タイプ］フローティング ［リング］オリジナル#1 ［フック］SBL-55M#12
［レンジ］10～40cm ［推奨ライン強度］フロロ2.5lb以下

サスケ SF-50

夏場のファンフィッシングの代表格といえば小型回遊魚を狙ったライトプ
ラッギング！ ライトタックルで行えば小型ターゲットとはいえスリリングなファ
イトでより一層ゲーム性が増します。
夏場のような濁り気味の潮の中で小型青物などを狙う場合、トゥイッチや
ジャークなどを織り交ぜながらの釣りになりますが、見切られを防ぐために
は効果的なカラーローテーションが必須になります。メッキ系アピールカ
ラーからリアル系ベイトフィッシュカラーまで揃った今回のサマーカラーで
是非今年の夏も満喫してください！

1,450円（税別）限定 500個 1,650円（税別）限定 500個 1,450円（税別）限定 500個

koume 40 #X3920
魚道 survivor50 #X3925
sasuke SF-50 #X3930

koume 40 #X3921
魚道 survivor50 #X3926
sasuke SF-50 #X3931

koume 40 #X3922
魚道 survivor50 #X3927
sasuke SF-50 #X3932

koume 40 #X3923
魚道 survivor50 #X3928
sasuke SF-50 #X3933

koume 40 #X3924
魚道 survivor50 #X3929
sasuke SF-50 #X3934

チャートヘッドスパークルチャートヘッドスパークルサマーレインボーサマーレインボー

子持ちエビ子持ちエビ フレッシュマンゴーフレッシュマンゴー フラッシュバーニングフラッシュバーニング

※カラーチャートはsasuke SF-50。カラーは全て共通。

※写真のルアーは
　サンプルです。

ラメ

ラメ ベリー
ラメ
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コウメ80

1,650円（税別）限定 300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 

®

限定 400個

コウメ70

1,500円（税別）

［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 

®

バイブレーションは日中のルアーと思われがちだが、都市型河川・港湾部と
いった夜間でも光量の多いフィールドでは、そのコンパクトなボディから発する
波動が抜群の効果を発揮する。しかし、一般的なバイブレーションのカラーリン
グはデイゲームを想定したカラーが中心だ。そこで、皆さんにバイブレーションを
夜間でも楽しんでもらいたいと、ナイトゲームに特化したカラーを限定リリース！

1,500円（税別）限定 300個

［全長］60mm ［重量］11g ［タイプ］シンキング
［レンジ］60～120cm ［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

コウメ 60

®

限定 200個 1,650円（税別）

［全長］80mm ［重量］12g ［タイプ］シンキング
［レンジ］50～100cm ［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

コウメ 80
シャロー

®

限定 200個 1,500円（税別）

［全長］70mm ［重量］10g ［タイプ］シンキング
［レンジ］30～100cm ［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

コウメ 70
シャロー

®

koume 60 #X3937
koume 70 #X3942
koume 80 #X3947
koume 70 shallow #X3952
koume 80 shallow #X3957

マットチャート

koume 60 #X3939
koume 70 #X3944
koume 80 #X3949
koume 70 shallow #X3954
koume 80 shallow #X3959

ブルーパールボタル

koume 60 #X3938
koume 70 #X3943
koume 80 #X3948
koume 70 shallow #X3953
koume 80 shallow #X3958

ピンクオレンジ

koume 60 #X3936
koume 70 #X3941
koume 80 #X3946
koume 70 shallow #X3951
koume 80 shallow #X3956

クリームソーダペッパー

koume 60 #X3935
koume 70 #X3940
koume 80 #X3945
koume 70 shallow #X3950
koume 80 shallow #X3955

レッドヘッドオレンジベリー

都
市
型
河
川・港湾のナイトゲームに

効く
！

※カラーチャートはkoume 70。カラーは全て共通。


