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秋田運河や雄物川リバーシーバスをメインに、男鹿半島での磯マル、
サーフゲームなど年間250日以上を釣行。また、メバリング、エギングも
なども好きで、近年はオフショアゲーム、エリアフィッシングも楽しむ。
▶秋田運河、雄物川（秋田県）
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話題のテスターカラーが
限定リリース！

セレクティブな展開にも活躍！

2017年
1月25日
発売!

限 定 品

NEWS
no.22017 JAN

限 定 品

TESTERS
COLOR

加藤 宏崇
Hirotaka Kato

シークレットグリーン

sasuke SF-95
sasuke SS-95
sasuke 120裂波
komomo 110 counter

: #X4171
: #X4176
: #X4181
: #X4186

Profile

TESTERS
COLOR

vol.1

時合いじゃなかったり、高水温・酸素量の低下などでスイッチが入り辛い状況
になることはよくあるはず。そういったセレクティブな状況を打破するために、
チャートヘッドで部分的なメリハリを出しつつ、ギラギラし過ぎないツヤ消しの
メッキカラーを採用。フラッシングが出ていない時にはシルエットがハッキリ
するので、サラシの中でも心強いカラーです。

パープルクリアグリーン
波が砕け広がる真っ白なサラシの中の、警戒心の高いヒラスズキに違和感なく
口を使わせる為のカラー。デイゲームでもナイトゲームでも、効果的に光を透過
させるようバックやベリーはあえてクリアに。ナイトゲームの基本、常夜灯周りの
明暗や厳冬期のクリアな水質でアミなどを捕食している時にも使って頂きたい
と思います。

地元房総半島全域をホームとし、磯のウェットスタイルのヒラスズキから、
干潟・河川のウェーディング、はたまたアジングまで幅広くこなす。
数年前からはショア青物ゲームにも開眼し、シーズン中の週末ともなれ
ば、房総半島や伊豆半島の磯で青物を狙うことも。
▶房総半島全域、茨城県涸沼、伊豆半島

ナイトゲームは勿論、デイゲームでも効果的！

TESTERS
COLOR

川上 靖雄
Yasuo Kawakami

sasuke SF-95
sasuke SS-95
sasuke 120裂波
komomo 110 counter

: #X4172
: #X4177
: #X4182
: #X4187

: #X4173
: #X4178
: #X4183
: #X4188

Profile

TESTERS
COLOR

vol.2

HMギムレット
上からの光や逆光時には背中のクリアグリーンから光を透過してナチュラルさを、
順光時には光を反射＆ロールアクションを生かした明滅でアピール。ベリーには
ベイトの腹部のように薄っすらとパール、喉元とテールにはバイトマーカーとして
レッドとイエローを配色。何時でも何処でもパイロットにしてほしいカラーです。通年に渡り魚を引き出す力はimaテスター陣の中でも群を抜く。日々 フィー

ルドに通い続ける事の大切さを体現する現場型アングラー。島根県西部を
流れる一級河川・江の川、高津川をホームとしてリバーゲームを展開。季節
に応じてフラットフィッシュやライトゲームまで幅広い釣りを愉しむ。
▶江の川、高津川（島根県）太田川水系（広島県）

シチュエーションを選ばない万能カラー！

TESTERS
COLOR

川本 斗既
Hoshiki Kawamoto

sasuke SF-95
sasuke SS-95
sasuke 120裂波
komomo 110 counter

Profile

TESTERS
COLOR

vol.3

「kosuke 110F テスターインプレクイズ」※のプレゼントとして発表され
瞬く間に話題になったテスターカラーが定番ルアーでリリース。
ローカルのフィールドに精通した5名のimaテスター
加藤宏崇、川上靖雄、高津利広、川本斗既、山田秀樹が
各地のパターンやフィールドに合わせて作り出した珠玉の5色だ。

※カラーは共通。画像はsasuke 120裂波。※カラーは共通。画像はsasuke 120裂波。

※ima 2016年秋冬新製品特設サイト（http://www.ima-ams.co.jp/aw2016/）で開催中。
　11月30日 応募〆切。
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かゆいところに手が届く、ラメ入りチャートカラー！

限 定 品

NEWS
no.32017 JAN

カラーリニューアル

TESTERS
COLOR

高津 利広
Toshihiro Takatsu

sasuke SF-95
sasuke SS-95
sasuke 120裂波
komomo 110 counter

: #X4174
: #X4179
: #X4184
: #X4189

Profile

TESTERS
COLOR

vol.4

磯のヒラスズキやウェーディングゲームなどを愛するロコアングラー。他
にもショアジギングやメバルゲームにも精通し、フレッシュウォーターで
は雷魚やトラウトもするが、最近では鮎の友釣りにハマっている。
▶天草諸島、熊本の河川（熊本県）

サラシの中でも見失わない視認性で釣果もアップ！

TESTERS
COLOR

山田 秀樹
Hideki Yamada

sasuke SF-95
sasuke SS-95
sasuke 120裂波
komomo 110 counter

: #X4175
: #X4180
: #X4185
: #X4190

Profile

TESTERS
COLOR

vol.5

Lure Lineup

1,700円（税抜）限定 500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（税抜）限定 500個

サスケ SS-95

［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

®

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

2,000円（税抜）限定 1,200個

［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 800個

コモモ 110S カウンター

2007年の発売以降、数々の実績を積み重ねてきた定番フローティングミノー
の「コモモSF-95スリム」。バチやサヨリパターンといった偏食パターンでは
欠かすことのできないルアーだ。
そんなコモモSF-95スリムのカラーが現代のフィールドに合わせて、この冬
全面カラーリニューアル！バチ抜けはもちろん、様々なフィールドやベイト
パターンに対応する全12色をリリース。

2017年
1月15日
発売!1,800円（税抜）

コモモ SF-95 スリム

［全長］95mm ［重量］6g ［タイプ］フローティング（海水） ［レンジ］15～30cm
［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

®

コモモ SF-95 スリムのカラーリニューアル

ウルメ
komomoSF-95 Slim : #KS95-110

ブラッディーレッド
komomoSF-95 Slim : #KS95-112

多毛類
komomoSF-95 Slim : #KS95-111

ライムスタークリアー
komomoSF-95 Slim : #KS95-107

ゴールドキャンディー
komomoSF-95 Slim : #KS95-109

グリーンバックシャイナー
komomoSF-95 Slim : #KS95-108

マグマレッドベリー
komomoSF-95 Slim : #KS95-104

いちごミルク
komomoSF-95 Slim : #KS95-106

ピンクオレンジ
komomoSF-95 Slim : #KS95-105

レッドヘッドパールオレンジベリー
komomoSF-95 Slim : #KS95-101

マットチャート
komomoSF-95 Slim : #KS95-103

チャートバックパール
komomoSF-95 Slim : #KS95-102

ダブルチャートスパークル
定番色や他のテスターカラーと被らない「かゆいところに手が届くカラー」になる
よう考案しました。水に馴染むクリアーボディながら存在感のあるチャートに、
釣れる「おまじない」としてダメージマークの黒点を配しました。またボディはラメ
仕様にもしているので春先のアミシーズンにも対応。ナイトゲームならオールシーズン
使えるカラーです。

ビッグヘッドギーゴ
魚目線では無く、人間目線で考えました。ヒラスズキゲームにおけるサラシでの視認
性を重視し、結果的にシーバスにも使えるというコンセプトです。勿論、釣れなくては
意味が無いので、メッキを施してローリングからウォブンロールする時の一瞬の煌き
で食わせるようにしてあります。ヒラスズキだけでなく、濁り潮の海シーバスや雨後の
川シーバスにも効きます。

日本中のシーバサーが集まることで知られる「もんじゃ五平」の店長。
東京湾奥でボートを使ったシャローゲームでの大型シーバス狙いに
定評がある。“論より証拠”の実践派。ボートトーナメントにおいても
数々の好成績を残している。
▶東京湾奥ボート他（東京都）

※カラーは共通。画像はsasuke 120裂波。※カラーは共通。画像はsasuke 120裂波。

バチパターン攻略といえば、細身のシンキングペンシ
ルを使った釣りが一般的だが、実はバチパターン攻略
の基本は流れにルアーを同調させることである。
リトリーブを止めると沈んでしまうシンキングペンシ
ルは、リトリーブスピードやレンジコントロールが難し
く、それができないとフッキングミスや根掛かりといっ
たリスクがある。

一方、リトリーブを止めれば浮き上がる
コモモ SF-95スリムのようなフローティ
ングミノーには、レンジコントロールと
いったものは不要で、誰もが簡単に一定
レンジをトレースすることができるメリット
がある。

バチパターンにはシンペン？

シンキングペンシル

簡単に一定レンジを
トレースできる！


