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Rocket Bait95
 #X4267

Rocket Bait95
 Heavy #X42

71

sasuke 100HS
裂砂 #X4275

sasuke 120裂波
 #X4279

ホロオレンジ
腹キャン

Rocket Bait95
 #X4268

Rocket Bait95
 Heavy #X42

72

sasuke 100HS
裂砂 #X4276

sasuke 120裂波
 #X4280

逆彩

Rocket Bait95
 #X4269

Rocket Bait95
 Heavy #X42
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sasuke 100HS
裂砂 #X4277

sasuke 120裂波
 #X4281

ピンクヘッド

レンズキャンディ
ー

Rocket Bait95
 #X4270

Rocket Bait95
 Heavy #X42

74

sasuke 100HS
裂砂 #X4278

sasuke 120裂波
 #X4282

キャンディーキス

sasuke 105 #X4283
sasuke 130剛力 #X4287
sasuke 120裂波 #X4291
sasuke 140裂波 #X4295

蒸着コットンキャンディー

sasuke 105 #X4284
sasuke 130剛力 #X4288
sasuke 120裂波 #X4292
sasuke 140裂波 #X4296

蒸着グリーンゴールド

sasuke 105 #X4285
sasuke 130剛力 #X4289
sasuke 120裂波 #X4293
sasuke 140裂波 #X4297

蒸着ボラ

sasuke 105 #X4286
sasuke 130剛力 #X4290
sasuke 120裂波 #X4294
sasuke 140裂波 #X4298

蒸着ゴールドキャンディー

大人気！

®

［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］#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

® ®

サスケ140レッパ

サスケ105

サスケ130ゴウリキ

®

2,100円（税抜）限定 500個

2,500円（税抜）限定 250個

2,100円（税抜）限定 250個

2,300円（税抜）限定 250個

フィッシュイーターの捕食本能を刺激する上で、欠かすことのできない要素に挙げられるのが

ルアーが放つまばゆい光、フラッシングである。

人気シリーズ「蒸着メッキ」が今年も登場。通常のホログラムとは異なり

背部と腹部にもメッキ加工を施すことによって、光を全方向に拡散する力を持つ蒸着メッキ。

デイゲームの釣りが主流になる春から夏にかけて大活躍を見せるだろう。

ヒラメを狙ったサーフゲームではボトムからジッと
見上げているターゲットに如何に強烈なアピール
ができるかが重要となってくる。今回の『平目バ
カ』はサーフゲームにおいて安定の実績と釣果を
もたらしてきたキャンディーカラーを厳選。ター
ゲットへの視認性・自然界にはないド派手なキャ
ンディーカラーがターゲットとアングラーの距離を
グッと近づける。

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
強
烈
ア
ピ
ー
ル

全
方
向
フ
ラ
ッ
シ
ン
グ
！

［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］#6 ［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

サスケ100HSレッサ

サスケ120レッパ

ロケットベイト95

®

®

ロケットベイト 95 ヘビー

［全長］95mm ［重量］30g ［タイプ］シンキング
［レンジ］20～200cm ［アクション］タイトローリング
［フック］フロント #6／リア #4 ［リング］オリジナル#3

2,000円（税抜）限定 600個

1,950円（税抜）限定 800個

1,950円（税抜）限定 600個

2,100円（税抜）限定 800個

2017年
4月25日
発売!

いろんな
キャンディが
平目を甘く誘う

キャンデ
ィとオレンジ

の明滅が魅力的！

常時ア
ピール全部

盛りカラー！

リアル
だけどキャン

ディ！

ベリーラメが威
力抜群！

ベリーラメ

ベリーラメ

※カラーチャートはsasuke 120 裂波
カラーは全て共通

※カラー
チャート

はRock
et Bait

 95

カラーは
全て共

通

ベリー
にキャ

ンディ
柄


