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磯 サーフ 港湾 河川 河口

®
サスケ 140 レッパ

2,400円（税抜）2,400円（税抜）［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］#3 ［リング］#4

コモモ 125 カウンター

2,100円（税抜）2,100円（税抜）［全長］125mm ［重量］18g ［タイプ］スローフローティング
［レンジ］30～40cm ［アクション］ローリング ［フック］#4 ［リング］#3

2,000円（税抜）2,000円（税抜）［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］#3

サスケ 120 レッパ
® コモモ SF-125

®

2,100円（税抜）2,100円（税抜）［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］#4 ［リング］#3  

シャロー サーフ 河口

1,900円（税抜）

さらにタフな状況や大型狙いにさらにタフな状況や大型狙いに
サスケ 120ゴウリキ

®

サスケ 130ゴウリキ
®

2,000円（税抜）

［全長］120mm ［重量］19g ［タイプ］フローティング
［レンジ］50～100cm ［アクション］ウォブンロール
［フック］#3 ［リング］#3

2,200円（税抜）

［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］#2 ［リング］#4

［全長］110mm ［重量］12g ［タイプ］フローティング
［レンジ］0～50cm ［アクション］ローリング+ウォブリング
［フック］#8 ［リング］#2

2,400円（税抜）

［全長］145mm ［重量］26g ［タイプ］フローティング
［レンジ］20～50cm ［アクション］ローリング+ウォブリング
［フック］#3 ［リング］#4

2,100円（税抜）

［全長］110mm ［重量］15g ［タイプ］フローティング
［レンジ］0～20cm ［アクション］ローリング+ウォブリング
［フック］#3 ［リング］#3

2,400円（税抜）

［全長］145mm ［重量］30g ［タイプ］フローティング
［レンジ］30～60cm ［アクション］ローリング+ウォブリング
［フック］#3 ［リング］#4

1,900円（税抜）

［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］#8 ［リング］#2

コモモ SF-110 コモモ 110S カウンター コモモ SF-145 コモモ SF-145 カウンター コモモⅡ
® ®

“ちょうど良い”サイズで抜群の釣獲力“ちょうど良い”サイズで抜群の釣獲力 ランカーハンティングならコレ！ランカーハンティングならコレ！ 水面を意識した高活性な魚に水面を意識した高活性な魚に
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主力アイテム

スタッフ
 おすすめ！

シャロー 磯 サーフ 河川 河口

干潟 サーフ 河口

ima独自のレードルリップヘッドとタングステンウェイトを
採用した現代シーバスゲームのお手本ルアー。
ソルトのみならずあらゆる魚種を釣りまくるモンスター。

70-90フローティング
TYPE

70-90cm
RANGE ACTION

ウォブンロール

キングオブソルトウォーターミノー
多くのアングラーに愛され続ける元祖シャローランナー。
干潟や河口、水深の浅いサーフといった
フィールド攻略では絶対的な実釣性能をもつ。

0-30フローティング
TYPE

0-30cm
RANGE ACTION

ローリング
+ウォブリング

伝説のシャローランナーでシーバスを虜に

imaプロスタッフ鈴木斉氏のカスタムから生まれたkomomo 125 counter。
ノーマルモデルより流れの強いフィールドを得意とする。
特にリバーゲームでは圧倒的な強さを誇る。

秋のリバーシーバスゲームの心強い味方
sasuke 120 裂波の優れたバランスをそのまま踏襲。
タフな条件下やランカー狙いには欠かせない名ルアー。
ベスト・オブ・ヒラスズキルアーとの呼び声も高い。

60-100フローティング
TYPE

60-100cm
RANGE ACTION

ウォブンロール

安定感ピカイチ! タフな条件下はおまかせ

シーバスフィッシングの歴史を変え
たと言っても過言ではない伝説の
シャローランナー。発売から20年経
つ今もなお、絶大な釣獲力を誇る。

komomoとは？

▶伝説再び
No.6を見よ！

30-40フローティング
TYPE

30-40cm
RANGE ACTION

ローリング

imaのフラッグシップにしてシー
バスルアーのフラッグシップ。シー
バスミノーに求められる基本条件
を高水準でクリアしたソルト
ウォータールアーの最高傑作。

sasukeとは？
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ヨイチ 99 ライト

1,650円（税抜）1,650円（税抜）［全長］99mm ［重量］23g ［タイプ］シンキング ［レンジ］10～50cm
［アクション］ワイドスラローム ［フック］#3 ［リング］#4

シーバス特化型YOICHI

干潟 港湾 河川 河口

コスケ 170F

2,300円（税抜）2,300円（税抜）［全長］170ｍｍ ［重量］39g ［タイプ］フローティング ［レンジ］30～80cm
［アクション］ローリング ［フック］#3 ［リング］#4

磯 河川 河口 外洋

ヨイチ 99

1,650円（税抜）1,650円（税抜）［全長］99mm ［重量］28g ［タイプ］シンキング ［レンジ］10～60cm
［アクション］ワイドスラローム ［フック］#3 ［リング］#4

抜群の飛距離で
届かなかったあのボイルに

磯 サーフ 河川

1,950円（税抜）1,950円（税抜）［全長］110mm ［重量］17g ［タイプ］フローティング ［レンジ］40～80cm
［アクション］ローリング ［フック］#4 ［リング］#3

コスケ 110F

磯シャロー サーフ 河口

77
55

88
シーバスの食性に訴える食わせのローリングアクション、
110mmということを忘れさせるキャスタビリティ、絶妙なレンジセッティング。
使う場所を選ばず活躍してくれる現代シーバスゲームのマストルアー。

170mmのビッグサイズで大型ベイトをイミテート。
39gの重さが生み出す安定した飛行姿勢と、高いキャスタビリティーに
シリーズの特徴である艶かしいローリングアクションを兼ね備えた、
大型ベイトパターン特化型kosuke。　

高い遠投性能を誇るヘビーウェイトシンペン。
逆風に立ち向かう磯ヒラスズキゲームや、
広大なサーフを探っていく
フラットフィッシュゲームとの相性は抜群。
流れに対して浮き上がりやすいため、
シャローエリアの攻略にも向いている。

大幅にウェイトダウンすることでシーバスゲームに特化。
優れた遠投性能を保ちつつ、
シャローを丁寧に攻めることができるため
河川でのドリフトテクニックにも対応可能だ。

imaの新フラッグシップで大盛り上がりの秋を

秋から初冬にかけての大型ベイトパターンに

komomoとsasukeのDNAを継
いだシリーズ。現代のシーバス
ゲームに求められる要素を高水準
で実現した。遠投性能と流速感度
の優れたフラッグシップミノー。

kosukeとは？
遠投性能を重点的に高めたシンキングペンシル。
飛距離重視のゲームに強く、ノーマルとライト
の使い分けで距離や水深、スピードに応じた
ゲームが展開できる。

YOICHIとは？

30-80フローティング
TYPE

30-80cm
RANGE ACTION

ローリング

40-80フローティング
TYPE

40-80cm
RANGE ACTION

ローリング

66

10-60シンキング
TYPE

10-60cm
RANGE ACTION

ワイド
スラローム

10-50シンキング
TYPE

10-50cm
RANGE ACTION

ワイド
スラローム

ACTION

ワイド
スラローム
ワイド
スラローム
ワイド
スラローム

好評
発売中！
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エンパシー 90

1,750円（税抜）1,750円（税抜）［全長］90mm ［重量］17g ［タイプ］シンキング ［レンジ］20～60cm
［アクション］可変アクション ［フック］#5 ［リング］#3

濱本国彦監修
幅広い動きを持つ芸達者ルアー

干潟 港湾 河川

スローに使えるS字系シャローランナースローに使えるS字系シャローランナー

1,800円（税抜）1,800円（税抜）［全長］90mm ［重量］18g ［タイプ］スローシンキング ［レンジ］5～40cm
［アクション］S字スラローム ［フック］#4 ［リング］#3

ソマリ 90

港湾干潟 河川 河口99
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ハイプレッシャー化が進む昨今のシーバスゲーム。
そんな状況で絶大な威力を発揮するS字アクション。
somari 90はデッドスローリトリーブ時でもなめらかなS字を描き、
食わせの間を演出する超スローシンキング設定で
水面直下のシーバスを誘い出す。

特徴的なカップで水流の変化を敏感に感じとり、
タダ巻きをするだけでロール・S字・ウォブリング、
さらに千鳥アクションと、さまざまに泳ぎを変化させる。
1度のキャストで多種多様なアクションを魅せ
シーバスのバイトを誘い続ける。

今年5月の発売以降、全国で輝かしい釣果をもた
らしているsomari 90。そして多くのアングラー
の期待を受け、この秋発売されたEmpathy 90。
この2点も秋のゲームで活躍すること間違いなし。

imaの頼もしいニューフェイス

20-60シンキング
TYPE

20-60cm
RANGE ACTION

可変
アクション

ACTION

可変
アクション
可変
アクション
可変
アクション

5-40スロー
シンキング

TYPE

5-40cm
RANGE ACTION

S字
スラローム

好評
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