
sasuke 120 reppa

® ®

2,000円（税別）限定 750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 400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

1,900円（税別）限定 350個

［全長］110mm ［重量］12g ［タイプ］フローティング(海水) ［レンジ］0～50cm
［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

2,100円（税別）限定 350個

［全長］125mm ［重量］16g ［タイプ］フローティング ［レンジ］0～30cm
［アクション］ローリング+ウォブリング ［フック］ST-46 #4 ［リング］オリジナル#3 

コモモ SF-125 コモモ SF-110

1,700円（税別）限定 350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 350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 350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
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クラシックカラー

※カラーチャートは共通。画像はsasuke 120 裂波

komomo SF-125

sasuke SF/SS-95

sasuke 105

komomo SF-110

コットンキャンディーパール
komomo SF-125 #X1875
sasuke SF-95 #X2721
sasuke 105 #X2741
sasuke140裂波 #X2761

komomo SF-110 #X4200
sasuke SS-95 #X2731
sasuke120裂波 #X2751

チャートヘッドクリアー
komomo SF-125 #X4191
sasuke SF-95 #X2728
sasuke 105 #X2748
sasuke140裂波 #X2768

komomo SF-110 #X4201
sasuke SS-95 #X2738
sasuke120裂波 #X2758

オレンジキン
komomo SF-125 #X4193
sasuke SF-95 #X3585
sasuke 105 #X3591
sasuke140裂波 #X3597

komomo SF-110 #X4203
sasuke SS-95 #X3588
sasuke120裂波 #X3594

シラスマットクリアー
komomo SF-125 #X4192
sasuke SF-95 #X2729
sasuke 105 #X2749
sasuke140裂波 #X2769

komomo SF-110 #X4202
sasuke SS-95 #X2739
sasuke120裂波 #X2759

レッドヘッドクリアーレーザー
komomo SF-125 #X4194
sasuke SF-95 #X4210
sasuke 105 #X4222
sasuke140裂波 #X4234

komomo SF-110 #X4204
sasuke SS-95 #X4216
sasuke120裂波 #X4228

湾奥プロブルー
komomo SF-125 #X4195
sasuke SF-95 #X4211
sasuke 105 #X4223
sasuke140裂波 #X4235

komomo SF-110 #X4205
sasuke SS-95 #X4217
sasuke120裂波 #X4229

ブラックバックオレンジベリー
komomo SF-125 #X4198
sasuke SF-95 #X4214
sasuke 105 #X4226
sasuke140裂波 #X4238

komomo SF-110 #X4208
sasuke SS-95 #X4220
sasuke120裂波 #X4232

クリアーブラック
komomo SF-125 #X4199
sasuke SF-95 #X4215
sasuke 105 #X4227
sasuke140裂波 #X4239

komomo SF-110 #X4209
sasuke SS-95 #X4221
sasuke120裂波 #X4233

アバウトベイト
komomo SF-125 #X4197
sasuke SF-95 #X4213
sasuke 105 #X4225
sasuke140裂波 #X4237

komomo SF-110 #X4207
sasuke SS-95 #X4219
sasuke120裂波 #X4231

ライムヘッドチャート
komomo SF-125 #X4196
sasuke SF-95 #X4212
sasuke 105 #X4224
sasuke140裂波 #X4236

komomo SF-110 #X4206
sasuke SS-95 #X4218
sasuke120裂波 #X4230

2017年
2月25日
発売!

シーバスルアーの歴史を塗り替えたと

も言えるimaの2大巨頭のkomomoシ

リーズとsasukeシリーズ。誕生から長い

月日を経た現在もなお、色褪せることの

ない実釣性能は誰もがご存知だろう。こ

の2つのミノーの魅力の一つに挙げられ

るのが豊富なカラーラインナップ。これま

で世に送り出されたカラーは数知れず、

未だに当時のカラーを愛用するアング

ラーは少なくない。

今回限定発売される「クラシックカラー」

は、シリーズ初期から中期の人気・実力

カラーを厳選しリバイバル。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！

sasuke 140 reppa
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