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LINE

SHOCK LEADER

Thirty Fourが独自開発した
革命的アジング用ライン

驚きの感度で小さなアタリも逃さない
高品質・高強力素材を採用したライン

リーダー

1g以下の軽いジグでもラクに沈めることができ
るPINKY、そして抜群のライン立ちでアタリを明
確に伝えるSURPASS。ただラインを替えるだけ
で、アジングの手法・釣果が劇的に変わる

『Pinky』との組合せによりその驚きの感度をより発揮する
リーダー。また『Sキャリー』との相性も抜群

SURPASS
サーパス

JOINT LINE
ジョイントライン

直線性に優れ、根ズレに強い
ライトゲーム専用に作られたリーダー
均一構造の高品質・高強力フロロカーボンを100％
採用した理想の「ライトゲーム専用」フロロカーボン
リーダー。直線性に優れ糸グセも少ない。さらに結節
強力度も高く、根ズレにも強い耐摩耗性を誇る。

ライン

lineup 0.8号/1.2号/1.7号
1Pac入数 1個

これまでのPEの概念、強度を超越
《Surpass》したライン
0.175号は、ボートアジング専用に設計されたラ
インで、4本組の極細PEながら非常に高強度。
0.25号は適度な張りと抜群の飛距離・操作性
をもち、プラッギングゲーム等に最適だ。

PINKY
ピンキー

人に見えやすく、
魚に見えにくいライン
数々のテストを行い開発された高感度ポリエステルライ
ン。視認性が高く、魚には見えにくいピンク色を採用。
夜間ライトの下でもラインの動きでアタリを取ることが
可能。アジのレンジを素早く見付けることができる。

lineup 0.2号/0.25号/0.3号/0.4号/0.6号
1Pac入数 1個

販売価格：1,500円（税抜）

販売価格：980円（税抜）

lineup 0.175号（180ｍ）/0.25号（150ｍ）
1Pac入数 1個

販売価格：�0.175号�3,800円/0.25号�3,600円� �
（ともに税抜）
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Plastic WormsThirty Fourが提案する
アジングに特化したワーム

ワーム

魚の食性を研究し、つねに進化を続けるThirty Fourのワーム。開発は「ベイトの自然な動き」を理想として、海
の中に実際に潜ってワームの動きを調べながら行われる。その結果生まれた数々のラインナップには微細振動を
生みだすタイプや、エアポケットを備えたタイプまであらゆるシチュエーションに対応するものが目白押し。活性の
高低に関わらず、圧倒的な釣果をもたらしてくれる。

春発売予定

全長：2.2in. 1pac入数：8個　価格：450円（税抜） ※製品の画像は試作品のため、実際の製品とは異なる場合があります

PUFFNAKE
パフネーク

「おもちゃの竹蛇」からヒントを得て
水中をクネクネと動くワーム
マテリアルも少しの水流で動くように柔らかい素材を
使用し、アジはもちろん、メバルやカサゴといった根魚
にも抜群のアピールを発揮する。

約2.2インチ（約5.8cm）

ほぼ実寸大

ともしび
＃41

こうはく
＃21

あめいろ
＃01

部分ごとにカットして使える。一
番小さくすると1inのワームにな
るようにサイズを調整できる

あめいろ
＃01

にじ
＃02

はなちらし
＃18

ともしび
＃41

あまいろ
＃56

うこん
＃43

こはく
#65-1

ひすい
#65-1

ほぼ実寸大

1.8インチ（約4.6cm）

PLANKTON 1.8
プランクトン

極小ボディが抜群の吸い込みを実現！
プランクトンパターンの最強ワーム
通常のツインテールに見えるが、2本の細いテールが
対角に配置された特殊形状。存在感があるが体積が
少なく吸い込みやすい作りで、アジのサイズを選ばない。

全長：1.8in.　1Pac入数：8個　
販売価格：450円（税抜）

こもちえび
#34

SS限定
カラー

いちじく
#53-2

SS限定
カラー

小さなボディは、細かなリブを深めに入
れることで折れ曲がりやすく、吸い込み
やすさに相乗効果をもたらしている

SS限定：SpecialShop（提携販売店）限定販売
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ほぼ実寸大

2.0インチ（約5.1cm）

Chimerabait 2.0
キメラベイト

異質なボディ形状がハイアピールを演出！
34のパイロットワーム
スローアジングに対応できるように、下部にエアポケッ
トを備えた進化型ワーム。得意な形状がスローフォー
ルを実現し、非常にレンジキープがしやすくなっている。

全長：2.0in.　1Pac入数：8個 

にじ
＃02

あめいろ
#01 

あからめ
＃06

こうはく
＃21

はなちらし
＃18

ぎん
＃07

たくあん
＃08

しろ
＃05

ともしび
＃41

販売価格：450円（税抜）

活性が高いとき、低いときに関わらず
スローフォールと特異の形状でアジの
目を引き、食わせることができる

全長：1.6in.　1Pac入数：8個　

ほぼ実寸大

1.6インチ（約4cm）

Orbee 1.6
オービー

２つの球形状でナチュラルな波動を実現。
ライトゲームの戦略が大きく広がる
アジ、メバル、カサゴなどアミ類を捕食しているフィッ
シュイーターに無類の強さを誇るワーム。最大の特徴
は２つの球形状。ナチュラルな波動で魚を誘う。

にじ
＃02

あめいろ
＃01

はなちらし
＃18

ふうじん
＃31

さきん
＃23

みつばち
＃22

やまぶどう
＃32

わせみかん
＃40

販売価格：450円（税抜）

２つの球形状がピンテールのムダな
動きを抑制。リトリーブ、テンションフ
ォールのどちらでも自然な誘いが可能

ほぼ実寸大

1.5インチ（約3.8cm）

FISHLIKE 1.5
フィッシュライク

波動の強弱の使いわけが可能で
活性の高低に関係なく使えるワーム
アジの活性の高低に関わらず通用するワーム。ヘッド
のくびれと薄いテールが特徴で、ロッドアクションによ
り弱い波動からかなり強い波動までだすことが可能。

にじ
＃02

あめいろ
＃01

あからめ
＃06

はなちらし
＃18

ぎん
＃07

たくあん
＃08

全長：1.5in.　1Pac入数：8個
販売価格：450円（税抜）

ボディ本体下部に魚の腹びれ１本フ
ィンを付け、横からの波を受けたとき
に抵抗が増すように設計されている

ほぼ実寸大

1.6インチ（約4cm）

TADPOLE 1.6
タープル

分割されたボディとスリットが
抜群の吸い込みやすさを実現！
ファット系だが、スリットを入れることで自重を軽くし、
水への抵抗を増やして、抜群の飛距離とスローフォー
ルを同時に実現したワーム。吸い込みやすさも抜群。

にじ
＃02

あめいろ
＃01

こうはく
＃21

あまがえる
＃30

はながすみ
＃28

おばけ
＃29

ともしび
＃41

あかくらげ
＃43-1

ふうじん
＃31

うこん
＃43

全長：1.6in.　1Pac入数：8個
販売価格：450円（税抜）

横スリットの位置はダイヤモンドヘッド・
ストリームヘッドをセットしたときに針先
がでる位置に調整している
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ほぼ実寸大

1.3インチ（約3.3cm）

Jr. 1.3
ジュニア

アジが低活性なときほど効果的
困ったときのジョーカー的ワーム
アジやメバルが年中食するアミやプランクトンの中に
いかにナチュラルに長い間ワームを置いておくか。そ
の発想から生まれた低活性時にも効果大のショート
ワーム。

にじ
＃02

あめいろ
＃01

うみほたる
＃17

あめふらし
＃91

あからめ
＃06

こうはく
＃21

だいだい
＃03

めろん
＃98

ふよう
＃92

全長：1.3in.　1Pac入数：8個
販売価格：450円（税抜）

魚をスレさせない微波動を生む、ノコギ
リ刃のようなギザギザの三角リブも1.3
インチ専用に角度を変えている

ほぼ実寸大

1.8インチ（約4.6cm）

Octpus 1.8
オクトパス

水中でテールが小さく震えアピール
異次元の波動を起こすワーム
アジのサイズを選ばずフォールでもリトリーブでもよく釣
れるワーム。一口サイズでアジだけでなく、メバルにも
使用可能。異次元の波動を起こすスグレモノだ。

にじ
＃02

あめいろ
＃01

ぎん
＃07

うみほたる
＃17

あからめ
＃06

こうはく
＃21

だいだい
＃03

あめふらし
＃91

ふよう
＃92

こんぺいとう
＃93

こもれび
＃94

くろきん
＃99

全長：1.8in.　1Pac入数：8個　
販売価格：450円（税抜）

水中ではテールが小さく震え、その微
波動が伝わりバイトを誘発させる。スレ
たメバルや小さなアジに対しても大きな
威力を発揮する

MEDUSA 2.8
メデューサ

アジが吸い込みやすい形状と
質感を徹底的に追求したワーム
吸い込み系の魚・アジ。どんな形状がもっとも吸い込みやすいの
か、研究の末に生み出されたワーム。吸引力が弱いアジでも確実
にフッキングできる。

ほぼ実寸大

2.8インチ（約7cm）

全長：2.8in.　1Pac入数：8個 

にじ
＃02

あめいろ
＃01

しろ
＃05

だいだい
＃03

うみほたる
＃17

ぎん
＃07

こうはく
＃21

わさび
＃90

あめふらし
＃91

きいろ
＃97

とうめい
＃95

販売価格：450円（税抜）

タイラバのネクタイを吸い込むアジからヒントを得て開発された商品。アジは柔らか
ければ柔らかいほどワームを吸い込みやすい。そのため徹底的に柔らかさと質感に
こだわった
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ヘッドの形状から
針先までこだわり抜く

ジグヘッド

操作性やフッキング力を高めるために設計されたジグ
ヘッドの数々。スローフォールもお手の物で、初心者で
もラクラクレンジキープができる性能には思わず脱帽！

JIG HEAD

フック部分が長く、サーティーフォーの
全てのワームを装着可能lineup 0.8g/1.0g/1.3g/1.7g /2.5g/3.0g

1Pac入数 2個
価格 未定

Gliter Head
グリッターヘッド

メタルジグとジグヘッドの中間を目指した
下部に船底型のソールが備わり、通常の重さのジグ
ヘッドよりスローフォール中にトゥイッチした時に、水の
抵抗を受けて本体が左右にダートする。

1.3g 1.1g 0.9g 0.7g 0.6g 0.5g 0.4g 0.3g

ZEROGRA HEAD
ゼログラヘッド

超スローフォールが可能なジグヘッド
軽量ジグヘッドはレンジキープが難しいが、このジグヘッ
ドはそんな悩みを解消。鉛に樹脂コーティングを施すこ
とで誰でも超スローフォールさせることができる。

軽くテンションを張るだけでレンジキープ
ができるスグレモノ。体積アップにより
存在感も増し扱いやすい

販売価格：550円（税抜）
lineup 0.3g / 0.4g / 0.5g / 0.6g / 0.7g / 0.9g / 

1.1g / 1.3g 
1Pac入数 3個 

1.7g 3.0g2.5g

1.7g 3.0g2.5g

1.7g 3.0g2.5g

1.7g 3.0g2.5g

春発売予定

※製品の画像は試作品のため、実際の製
品とは異なる場合があります
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STREAM HEAD
ストリームヘッド

テンションを張るだけでフッキングする！
ショートシャンクによってワームの稼働域が広がりアク
ションが変わるジグヘッド。独自のオープンゲイブがも
たらす脅威のフッキング力も特筆もの。

潮受けのよいスリットを入れることによ
り、操作感が抜群によい形状になって
いる。初心者にもオススメ

販売価格：400円（税抜）
lineup 0.3g / 0.5g / 0.8g / 1.0g / 1.3g / 1.5g / 

1.8g 
1Pac入数 5個 

0.3g0.5g0.8g1.0g1.5g 1.3g1.8g

3.0g（太軸） 2.5g（太軸） 1.8g 1.5g 1.3g 1.0g 0.8g 0.6g 0.4g

Diamond Head
ダイヤモンドヘッド

煌めきの効果とオープンゲイブフック形状
ダイヤモンドのカット面のような形になっており、 光が当
たることによって煌めきを発生させる。真っ直ぐぶれるこ
となく沈み、フックもかなり特徴的なオープンゲイブ。

フックの素材もより刺さり込みやすい細
い線径を採用。折れにくいよう、カーボ
ンを鋼材に多く混ぜている

販売価格：380円（税抜）
lineup 0.4g / 0.6g / 0.8g / 1.0g / 1.3g / 1.5g / 

1.8g/ 2.5g（太軸）/3.0g（太軸）
1Pac入数 5個 

細いけれども頑丈。鋭い針先は長持ち
し、独特の形状で返しがなくてもバレに
くくなっている

ザ・豆
ザ・マメ

豆アジをフッキングするためのジグヘッド
フック自体は豆アジの口の大きさに合わせて小型
化。幼体である豆アジのリリースを考えてバーブレス

（スレ針）だけれども外れにくい絶妙の独自形状を
もつジグヘッド。

lineup 0.3g ／ 0.5g ／ 0.7g ／ 0.9g ／ 1.1g ／ 1.3g 
1Pac入数 5個 

販売価格：400円（税抜）

1.3g 0.9g 0.5g1.1g 0.7g 0.3g
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3.0g
（太軸）

2.0g
（太軸）

1.5g 1.25g 1.0g 0.75g 0.5g

OTHER
その他

1.5g 2.5g

3.0g

2.0g

4.0g

Sキャリー
エスキャリー

沖狙いでもスローフォールが可能になる
Sキャリー全アイテムは、若干の浮力を持たせて浮力
調整されており、0.4gのジグヘッドと同等の沈下ス
ピードでスローフォールしていくのが特徴。

Sタッチ
エスタッチ

Sキャリーをワンタッチで装着できる
Sキャリーを簡単にセットできる画期的アイテム。S
タッチ用に開発したオリジナルの浮き止めゴムを採用
し、滑りにくく、フルキャストでもズレることがない。

ジグヘッドを使った釣りの
操作感をそのまま沖へ
遠くを釣るためには通常、重量ジグヘッドを使用するが、その場合重いので早く沈み、表層や中層に漂っているア
ジやメバルを釣ることができない。一方このSキャリーやSタッチを使用すれば、遠くを釣る場合でも軽量ジグヘッ
ドを使用することが可能だ。陸からの軽量ジグヘッド単体と同じ感覚で沖のアジやメバルにチャレンジできる。

Driver Head
ドライバーヘッド

アタリが大きく出るメバル専用ジグヘッド
最大の特徴は斜め上に上がっているシャンク。その結
果、反転バイトや吸い込みバイトはもちろん、アワセ遅
れをしてもしっかりフッキングできるようになっている。

鉛の形状は表面積が大きく、水の抵抗
を最大限上げられるように設計されて
いる。操作性も抜群lineup 0.5g / 0.75g / 1.0g / 1.25g / 1.5g / 2.0g（太

軸） / 3.0g（太軸） 
1Pac入数 5個 

販売価格：420円（税抜）

lineup 1.5g / 2.0g / 2.5g / 3.0g / 4.0g
1Pac入数 ２個 

販売価格：560円（税抜）

1Pac入数 ３セット 
販売価格：650円（税抜）

Sタッチの組み合わせ使用例
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HARD LURE

ライトソルトゲームはハード
ルアーで攻略法を増やせ

ハードルアー

メバリングの攻略法が飛躍的に広がるのがハードルアー。状況に
応じてリトリーブの速さでアクションを変えられる便利アイテム。

B★M45
ビーエム45

強波動のウォブリングでメバルを寄せる！
潜行レンジは10 ～ 20㎝で、水面直下に浮いたメバ
ルをターゲットとするハードルアー。強波動のウォブリ
ングで魚を寄せて、I字系に近いロールアクションで
食わせることができる「可変アクション機能」を装備。 
タイプはスローシンキングで、状況に応じてファースト
リトリーブとスローリトリーブを使いわけることができる、
ライトソルトゲーム攻略のバリエーションが大きく広が
るルアーだ。

＃3わたがし

＃8ピーチジュレ

＃9オレンジジュレ

＃6トーチグロー

＃7レモンジュレ

＃10パーロッソ

販売価格：1,300円（税抜）
全長：45mm 重量：2.1g　タイプ：スローシンキング
アクション：ウォブン＆ロール　潜行レンジ：約10 ～ 20cm
フック：#14　

LINK 50
リンク 50

マイクロリップで引き抵抗が増したルアー
5色のラインナップをもつシンキングペンシル。最大の特徴
はマイクロリップ。これにより引き抵抗をUP。またグローボー
ル搭載でナイトゲームにも対応。

#1びーだま

#4ばなな

#2たんぽぽ ＃3わたがし

＃5はろうぃん

販売価格：1,300円（税抜）
全長：50mm 重量：2.7g　タイプ：シンキング
アクション：タイトロール　フック：カルティバST-26TN #14　
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ROD
竿・ロッド

既成概念にとらわれず
つくりあげられたロッドを使う
アジングがより楽しくなるロッドの数々。ラインナップには、
これまでのモバイルロッドの概念を卓越したものから、感
度、性能、デザインを徹底追及したモデルまでと幅広い。
シチュエーションや釣り方に合わせた自分だけの1本が必
ず見つかるはず。

Advancement NER-64 b
アドバンスメント NER-64 b

高感度と快適性にこだわった新次元のベイトロッド
軽量ルアーから7ｇの重量ルアーまで、さまざまな状況で広範
囲な釣りを展開することが可能。4軸クロスカーボンで補強し
ており、不意の大物にもしっかり対応。

NEW

先端のソリッドにはF-tunedティップを採用。柔軟性に優れ高感度で、わずかな潮
の変化や魚のアタリを的確に手元まで伝えてくれる。軽量リグを使っても、しっかり
曲げて反発力でスプールを高回転させることができる。ガイドにラインが絡まないス
パイラルガイド仕様になっている

販売価格：41,500円（税別）
Modelname NER-64b Length（ft&cm） 6.4ft（193cm） Closed（cm） 101㎝ Line PE 0.1-0.4,1.0 ～ 2.3lb
TipType　 ソリッド Section　 2pc Rig wt（g） MAX0.8~7.0g Weight 90g

Advancement BCR-56
アドバンスメント BCR-56

概念を超えた今までにない小継ロッド
持ち運びに便利なアジングロッドの小継バージョン。
4本継ながら感度も申し分なく、違和感なくアジングを
とことん楽しむことができる。

NEW

一般的に継数が増えるにつれて感度
が落ちると思われがちだが、実は感度
は共振周波数に依存し、継数が増え
ても共振周波数が一致した素材と設
計なら感度が落ちることはない。このロ
ッドはアジングに十分な感度をもち、ま
た抜群のバットパワーを備えている ※本製品は4ピース（4本継）

販売価格：39,500円（税別）
Modelname BCR-56 Length（ft&cm） 5.6ft（168cm） Closed（cm） 47.5㎝ Line 1.0 ～ 2.0lb
TipType　 ソリッド Section　 4pc Rig wt（g） 0.3~3.0g Weight 69g

Providence FER-58
プロビデンス FER-58

34ロッドの頂点に位置するモデル
FPR-55とDFR-511の利点を併せもつ、34ロッドの
頂点に 位置するフラッグシップモデル。FPR-55のF-
tunedティップ採用でわずかな潮の変化を察知可能。

0.3gや0.5gといった超軽量ジグヘッ
ドの操作性に非常に優れている。バッ
ト部分には、DFR-511で培われたブ
ランクスをこれまでの40tカーボンから
50tに引き上げ、振り抜けのよさと感
度、パワーを向上させた。圧倒的な飛
距離と魚のバレにくさを持つロッド リールシート上部。高級感のある作り

販売価格：53,000円（税別）
Modelname　 FER-58 Length（ft&cm） 5.8ft（173cm） Closed（cm） 100㎝ Line 0.8 ～ 2.0lb 
TipType　 ソリッド Section 2pc（ティッププロテクター付） Rig wt（g） 0.1 ～ 1.8g Weight 73g

ロッド/アジング/ショア
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アジング用ロッド

Advancement PSR-60
THE NEXT STAGE
アドバンスメント PSR-60 THE NEXT STAGE

家邊克己が追い求めた理想のロッド
34初の並継ぎを採用。並継ぎにより、これまでにな
い細いティップとそのしなりを受け止めるバットが、抜
群の振り抜けを実現している。

抜群の降り抜け感で飛距離が伸び、
軽い力で軽量ジグヘッドを遠投すること
が可能になっている。またこれまでにな
い細いティップは、海中のあらゆるわず
かな変化までも手元に伝えてくれる。ま
さに家邊克己が長年追い求めていた
理想のロッドだ

販売価格：39,800円（税別）
Modelname　 PSR-60 THE NEXT STAGE Length（ft&cm） 6.0ft（183cm） Closed（cm） 95.5㎝ Line 1.0 ～ 2.0lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0.3 ～ 1.8g Weight 74g

極細のティップ

Advancement HSR-80
アドバンスメント HSR-80

大型メバルを根から引き離すパワーをもつ
ジグヘッド単体からSキャリー、キャロ、フロートまで対
応したロングロッド。アジングでの使用はもちろん、根
についた大型メバルを引き離すパワーももつ。

10g以上のキャロ、フロートの遠投性
と1gのジグヘッドの操作性という、一
見矛盾するテーマをクリアしたロングロ
ッド。バット内部にエックステープを使
用し、表面を４軸で補強。強靭であり
ながら、全体が曲がるスローアクション
が圧倒的飛距離を実現 エックステープでバット部分を補強

販売価格：44,500円（税別）
Modelname　 HSR-80 Length（ft&cm） 8.0ft（244cm） Closed（cm） 126㎝ Line 1.0 ～ 4.0lb 
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 1.0 ～ 15g Weight 93g

Advancement DFR-511
アドバンスメント DFR-511

圧倒的な飛距離で新たな世界を切り拓くロッド
最大の特徴は力を分散させる細身のブランクス。キャスト
時には軽量ジグヘッドでさえも圧倒的な飛距離で飛ばす。
新たなアジングの世界を切り拓くロッドだ。

まるでムチのような柔軟でしなや
かなブランクスは、放物線のような
美しいベントカーブ描く。最大の課
題だったアワセ遅れを解決し、アワ
セの力を逃すことなくフッキング
に持ち込むことが可能なブランク
スへと仕上げることに成功した

販売価格：37,000円（税別）
Modelname　 DFR-511 Length（ft&cm） 5.11ft（180cm） Closed（cm） 111㎝ Line 0.8 ～ 2.0lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0 ～ 1.8g Weight 77g

操作しやすいシンプルな構造

Advancement HSR-63 Version 2
アドバンスメント HSR-63 Version 2

ワンピースと変わらない振り抜けのよさと感度
釣り人の使い方一つで自由自在に操ることができるロッ
ド。全体をより細身にすることでワンピースと変わらない
振り抜けのよさと感度を実現した。

スローテーパーのPSR-60や66、FPR-57とは異なり、活性の高いときにリアクシ
ョンを狙うようなキビキビとした動きをさせるのに適している。またスローに動かすこと
も可能

販売価格：45,000円（税別）
Modelname　 HSR-63 Length（ft&cm） 6.3ft（190cm） Closed（cm） 110㎝ Line 0.8 ～ 2.5lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0 ～ 3.5g（0-1/8oz） 
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ロッド/アジング/ショア

Advancement HSR-610
Version 2
アドバンスメント HSR-610 Version 2

ギガアジ攻略も視野に入れた繊細なロッド
ギガアジの攻略も視野に入れたロッド。細身にして振
り抜けをよくし、重心を後ろにもってくることでより繊細
なジグヘッドの存在感がわかるようになっている。

潮流の変化であり、ベイトの溜まる潮
のヨレも今まで以上によくわかるよう
になっており、20cm前後のアジから
40cmオーバーのアジまで幅広く使え
るロッド。ゆとりをもって40cmオーバ
ーを操ることができるバッドパワーも特
筆もの

販売価格：48,000円（税別）
Modelname　 HSR-610 Version2 Length（ft&cm） 6.10ft（208cm） Closed（cm） 107㎝ Line 0.8 ～ 2.5lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0 ～ 5.3g（0-3/16oz） 

本製品の要となるバット部分

Advancement FPR-55 F-tuned 
アドバンスメント FPR-55 F-tuned 

鋭敏で柔軟なティップが海の情報を徹底的に伝達
鋭敏で非常に柔軟なティップがもたらす恩恵は計り知れ
ず、使い手の意識のもと自由自在に海の情報を取り出せ
るロッド。釣りがさらに楽しくなる。

F-tunedソリッドティップ（穂先）は今までなかったテーパーで、30tカーボンソリッド
とは思えない曲がりを演出。わずかな潮の変化もティップに違和感として現れ、30t
カーボンソリッドの強烈な感度で釣り人に海中の情報やアタリを明確に伝えてくれる

販売価格：35,500円（税別）
Modelname　 FPR-55 F-tuned Length（ft&cm） 5.5ft(165cm) Closed（cm） 86.2㎝ Line 0.8 ～ 2.0lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0 ～ 1.8g（0-1/16oz） 

Advancement HSR-73
アドバンスメント HSR-73

汎用性の高いオールマイティなロッド
Sキャリーからジグヘッドまで、汎用範囲の広いオール
マイティなロッド。初心者からベテランまでその技量に
応じて楽しめるように仕上がっている。

キャリングシステムとともに使える7ft台のロッド。ジグヘッド単体から7gくらいまでの
リグを繊細に扱うことができる。エステルラインはもちろん、PEラインを使用すること
も前程としたガイドセッティングになっている

販売価格：41,000円（税別）
Modelname　 HSR-73 Length（ft&cm） 7.3ft（221cm） Closed（cm） 114㎝ Line 1.0 ～ 4.0lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0 ～ 5.3g（0-3/16oz） 

Advancement FPR-57 
アドバンスメント FPR-57 

細いブランクで新しい感覚を実現
PSRシリーズで培った違和感的なアタリに加え、微妙
な潮の変化やテンション抜けなどの情報力が向上。
今までかけられなかったアジのフッキングが可能に。

「より繊細なアジングを楽しみたい」「豆アジの引きも満喫したい」という思いから開
発された。長さは6ft以下ながら変則２ピースで、優れたロッドバランスを誇る。また
トラウトロッド並みの細いブランクを採用することで、想像もつかない新しい感覚を
実現

販売価格：36,000円（税別）
Modelname　 FPR-57 Length（ft&cm） 5.7ft(170cm) Closed（cm） 100.5㎝ Line 0.8 ～ 2.0lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0 ～ 1.8g（0-1/16oz） 
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アジング用ロッド

Advancement PSR-60
アドバンスメント PSR-60

非常にバランスの取れた2ピースロッド
変則ツーピースにすることで1番（トップ側）にティップ
とベリーの役割をもたせ、2番（リール側）をバットの
役割をもたせた非常にバランスの取れた2ピースロッ
ド。ティッププロテクターを標準装備。

本来なら1ピースでできる長さを2ピース化するため、今までにない工夫が注ぎ込
まれた。真ん中から2ピースにわけず、トップを約20cm長くする変則2ピースに
することでロッドのバランスを取り、「逆並継」を採用することで振り抜けも抜群に
よくなった

販売価格：36,000円（税別）
Modelname　 PSR-60 Length（ft&cm） 6.0ft（183cm） Closed（cm） 104.5㎝ Line 1.0 ～ 2.0lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0 ～ 1.8g（0-1/16oz） 

GUIDEPOST LHR-57 & LHR-57 Ladies
ガイドポスト LHR-57 & LHR-57 Ladies

初心者・ベテラン共に使えるアジングロッド
メンズ、レディースとペアで使用できる2機種のライン
ナップ。初心者だけでなくベテランアングラーにとって
もサブロッドとして遜色なく使える逸品だ。

抜群のバランスと5.7ftというショートレングスで、女
性でも楽 ワ々ンハンドキャストが可能。軽量ジグヘッ
ドの存在感がわかりやすいようにベリー部分はス
ローテーパーに仕上げ、バット部分はハードにした
ブランクスが抜群のキャストフィールを実現

販売価格：23,000円（税別）
Modelname　 LHR-57 Length（ft&cm） 5.7ft(171cm) Closed（cm） 88.5㎝ Line 0.9 ～ 2.0 lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0.3 ～ 2.0g Weight 74g

LHR-57 Ladiesはグリップがピンク

GUIDEPOST LHR-69 
ガイドポスト LHR-69 

ジグヘッド単体も可能な高感度ロッド
Sキャリーからジグヘッド単体まで使用できるコストパ
フォーマンスロッド。ブランクスは《Advancement》シ
リーズと変わらず高感度だ。

低価格にも関わらず《Advancement》
に匹敵する性能を持つコスパに優れた
ロッド。ジグヘッド単体だと存在感がな
かなか感じとれず、特に初心者は苦手
なイメージを持つ人が多いが、このロッド
ならそんな心配は皆無。しっかりアタリ
や存在感を手元に伝える

販売価格：23,000円（税別）
Modelname　 LHR-69 Length（ft&cm） 6.9ft(206cm) Closed（cm） 106㎝ Line 0.8 ～ 2.5lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0 ～ 5.0g 

扱いやすいストレートグリップ

Advancement PSR-66
アドバンスメント PSR-66

感度のよさと軽快さを兼ね備えたロッド
違和感的なアタリやテンション抜けなど、さまざまな情
報を手に取るように感じることができ、軽々ワンハンド
キャストも可能な軽快さを兼ね備えたロッド。

PSR-60の感覚で、水深のあるエリアや1.3g以上のジグヘッドを使いたい、と
いう多くの要望から生まれたロッド。0.5gのジグヘッド単体の操作性はそのまま
に、課題であった水深のあるエリアでの1.3g以上のジグヘッドの操作性も抜群
だ

販売価格：40,000円（税別）
Modelname　 PSR-66 Length（ft&cm） 6.6ft（198.5cm） Closed（cm） 113㎝ Line 0.8 ～ 2.0lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0 ～ 1.8g（0-1/16oz） 
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GUIDEPOST EMR-64 
ガイドポスト EMR-64 

ボードアジングの入門用ロッド
ボートアジングエントリーモデル。ガイドポストにF-tun
edティップを採用。 コスト面を度外視して作られたロッ
ドで誰でも簡単にボートアジングが楽しめる。

多くの人にボートアジングを楽しんでもら
おうと開発されたロッド。ARメソッドにお
いてアタリをとるにはF-tunedティップ
が必須。水深が深くてもティップに出る
アタリを目視にて合わせることができる。
30gのナス錘で60mほどの水深まで
問題なく使用可能 F-tunedティップを採用

販売価格：24,000円（税別）
Modelname　 EMR-64 Length（ft&cm） 6.4ft(193cm) Closed（cm） 110㎝ Line PE 0.1-0.4 
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） vertical MAX30g Weight 87g

ロッド/アジング/ショア＆ボート

GUIDEPOST LHR-62 
ガイドポスト LHR-62 

コスパに優れた入門用ロッド
初心者は元よりベテランの方のサブロッドとして十分
に通用するロッド。ありとあらゆるシチュエーションでア
ジングを成立させることができるクオリティーだ。

デザイン段階で無駄をとことん省き、装
飾も最低限にした、まさにシンプルなロッ
ド。素材は東レの高弾性カーボンを使
用し、リールとのバランスを取りやすくす
るためにストレートグリップを採用。初心
者をアジングの世界へと誘う案内人的
存在だ ストレートグリップを採用

販売価格：18,500円（税別）
Modelname　 LHR-62 Length（ft&cm） 6.2ft(188cm) Closed（cm） 98㎝ Line 0.9 ～ 2.0lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0.3 ～ 2.0g 

Remarkable CER-64b
リマーカブル CER-64b

わずかな変化を穂先に伝える高感度ロッド
繊細なティップが水中のわずかな変化を穂先に伝える。
繊細なF-tunedティップ採用。MAX60gまでのウエイ

ト対応で流れの強いエリア、深いエリアにも十分対応。

2ozを乗せて50mラインを釣ってもゆ
とりで支え、通常使用する1oz以下の
錘を付けた場合はティップで支えるという

「錘による可変式テーパー」をベリーま
で採用した。これによりアタリも綺麗に
出る高感度ボートアジングロッドに仕上
がった

販売価格：41,500円（税別）
Modelname　 CER-64b Length（ft&cm） 6.4ft(193cm) Closed（cm） 101㎝ Line PE 0.1-0.4 
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） MAX60g Weight 90g

Remarkable CER-62
リマーカブル CER-62

いままでにない新感覚ボートアジングロッド
F-tunedティップを採用することでわずかにティップを
押さえ込むようなアタリを目で見てアワセることが可能
に。今までにない新感覚ボートアジングロッドだ。

ボートアジングにおいて最大の難点は水
深のあるエリアでは手感(てかん)に限
界があること。つまりアタリが手元まで伝
わらないのだ。その点、このロッドはF-t
unedティップを採用することで、わずか
にティップを押さえ込むようなアタリを目
で見てアワセることが可能となっている

販売価格：41,500円（税別）
Modelname　 CER-62 Length（ft&cm） 6.2ft(188cm) Closed（cm） 97.4㎝ Line PE 0.1-0.4 
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） MAX30g Weight 81g

F-tunedティップは柔らかいのが特徴
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Advancement SBR-74 
アドバンスメント SBR-74 

ジグヘッドだけでなくハードルアーメタルジグにも対応
継には、逆並継ぎを採用したことでチューブラーティップと
相まって、大変バランスがよく、抜群の振り抜けで風が強
い日でも１gのジグヘッドを遠投しやすくなった。

抜群のバット（元竿）パワーと繊細なベ
リー（穂持ち）によって15cmのメバル
でも尺超えのメバルでも対応。7.4ftの
長さで取り回しがよく、使い易いロッドだ

販売価格：41,000円（税別）
Modelname　 SBR-74 Length（ft&cm） 7.4ft(224cm) Closed（cm） 115㎝ Line 1.0 ～ 4.0lb
TipType　 チューブラー Section 2pc Rig wt（g） 0 ～ 5.3g（0-3/16oz）

Advancement SBR-64 
アドバンスメント SBR-64

細身でも4軸シートをバット部分に採用し大物に対応
スローテーパーに仕上げ、ロッド全体が曲がるように設
計。下へ潜ろうとするメバルの習性を考え、竿が曲がる
ことで負荷を軽減し、ロッドの復元力で魚を浮かす。

ロッドの継の部分でバランスが取り易い変則2ピースとし、逆並継ぎを採用。このお
かげでロッドバランスは抜群によくなり、アジングロッド同様のわずかな潮流の変化を
感じられる感度をもたせることに成功した。

販売価格：46,500円（税別）
Modelname　 SBR-64 Length（ft&cm） 6.4ft(193cm) Closed（cm） 111㎝ Line 0.8 ～ 2.5lb
TipType　 ソリッド Section 2pc Rig wt（g） 0 ～ 3g（0-3/32oz）

メバリング用ロッド
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HANDLE & BALANCER
ハンドル & バランサー

軽量化、そしてバランスを整える
ことで感度が飛躍的に向上する！
わずかなアタリを捉えるためにギリギリまで軽量化されたハンド
ル。そしてそれに合わせて進化する34のバランサーが登場

ZEROGRAダブルハンドルⅢ
樹脂スカートのみでクリアランス調整が可能！

「ダブルハンドルを装着する＝重量が重くなる。その概念を無く
したい…」という理念から開発された。約15gという極限の軽
さで、『ZEROGRAVITY』を具現化し、驚異の重量を誇る。
プレート 63mm 
重量（約） ダイワ用 15.1g  シマノ用15.6g 
ハンドル素材 超 ジ々ュラルミン 
ノブタイプ 樹脂ノブ

一般カラー /ガンメタ、ブラック×シャンパンゴールド
SS限定カラー /なでしこ

硬いアクリルを採用し感度を大幅UP
ハンドルピッチ（幅）は、65mmと前作から2mmロング化した
にもかかわらず重量はわずか11.1g。前作から24.5％もの軽
量化に成功。細部に至るまで徹底した肉抜きを敢行。

ZEROGRAダブルハンドルⅣ

ハンドルピッチ（幅） 65mm 
重量（約） ダイワ対応 11.1g　シマノ対応 11.6g 
ハンドル素材 超 ジ々ュラルミン 
ノブタイプ アクリルノブ
カラー 一般カラー /ブラック、 ガンメタ、シャンパンゴールド

SS限定カラー /チタンネイビー

アジング特有のわずかなアタリまでも感じ取れる
ZEROGRAダブルハンドルⅢに対応したオリジナルバランサーⅢ。
ハンドル同様のシャフトコンセプトにより大幅な軽量化とデザイン
性を両立。軽量化にも関わらず、外側重心となるよう調整。

オリジナルバランサーⅢ

対応メーカー ダイワ、シマノ、セオリータイプ
重量（約） 約13.2g
材質 シャフト：超 ジ々ュラルミン / スカート：樹脂 / ウェイト：ステ

ンレス
カラー 一般カラー /ガンメタ、ブラック

SS限定カラー /なでしこ

対応メーカー ダイワ、シマノ、セオリータイプ
重量（約） 約10.9g 
材質 シャフト：超 ジ々ュラルミン / フックキーパー・スカート：

樹脂 / ウェイト：ステンレス
カラー 一般カラー /ブラック、ガンメタ、シャンパンゴールド

SS限定カラー /チタンネイビー　

わずかなアタリも捉えることができる
ZEROGRA ダブルハンドルⅣに対応。フックキーパーは可動式
にしたことで使い勝手がよく、ストレスなく使用可能。ウェイトヘッ
ドは、裏側からビス止めすることで外れにくい構造になっている。

オリジナルバランサーⅣ

販売価格：20,500円（税抜）

販売価格：
24,000円（税抜）

販売価格：
5,200円（税抜）

販売価格：
5,800円（税抜）

ガンメタ

ガンメタ

ガンメタ

ブラック

なでしこ
（SS限定）

なでしこ
（SS限定）

ブラック

シャンパン
ゴールド

ガンメタ

シャンパンゴールド

チタンネイビー
（SS限定）

チタンネイビー
（SS限定）

ブラック×シャンパン
ゴールド

ブラック

SS限定：SpecialShop（提携販売店）限定販売
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CASE BOX
素早くアクセスするために
機能的なケースを携帯する

ケース

釣れているこのタイミングで急いでワームやジグヘッドを変えたい！ もっと手軽に打ち
返しながらランガンしたい！ そんな要望を100％叶えてくれるケースの数々を紹介。

ワームケース

ひっつかん！ケース
鮮やかなオレンジ色なので
夜でも非常に目立つケース
ナイトゲームでも目立って紛失しにくいワームケー
ス。可変仕切板は12枚付属。「ひっつかん！」標
準装備で蓋にワームがくっつかないので便利。

販売価格：920円（税抜）

サイズ 205×145×28mm
材質 本体/ポリプロピレン

シート/PVC 
1Pac入数 1個（可変仕切板 12枚付）

FREELYスリムケースの
ジグヘッド版が登場
今までにない薄さながら大容量なのでランガンす
る際に大活躍。開閉がワンアクションで行え、片
手でももちやすいサイズ感が魅力。既存のFREE
LYスリムケースとも連結可能。

ジグヘッドケース

FREELYスリムジグヘッドケース

販売価格：980円（税抜）

サイズ 175×105×22mm
材質 本体/ポリプロピレン

マット/発泡ポリエチレン 

たくさんの種類のワームを
収納可能なジョイント式ケース
薄くコンパクトでたくさんの種類のワームを収納でき
る。ジョイント式で釣り場によっての選択も自由自
在。底がホワイトでワームの視認性UP。

ワームケース

FREELYスリムケース

販売価格：680円（税抜）

サイズ 175×105×18㎜（連結時34㎜）
カラー 2色 ●ブルー●イエロー
材質 本体/ポリプロピレン
1Pac入数 1個（可変仕切板 15枚付）

クリアピンクで
ケースの中身が見えやすい
硬さが異なる2重マット構造。スリットが見やすくな
りジグヘッドが刺しやすくなり、さらに抜き取り時の
引っかかりも大幅に軽減した。

ジグヘッドケース

ジグヘッドケース（クリアピンク）
ジグヘッドやワーム、リーダー
を収納できるコンパクトケース
内側の1/3スペースに大好評の「2層構造マッ
ト」を採用したポケットサイズのケース。スリットが
太いので夜間でもジグヘッドが刺しやすい。

ジグヘッドケース

RUNRUNケース

販売価格：800円（税抜）

サイズ 146×103×23mm
材質 本体/ポリプロピレン

マット/発泡ポリエチレン 
1Pac入数 1個

販売価格：�650円（税抜）

サイズ 146×103×23mm
材質 本体/ポリプロピレン

マット/発泡ポリエチレン
1Pac入数 1個

暗闇の中でも抜き刺ししやすい
2段マットが抜群の使い心地
シチュエーション別に使いわけができるジグヘッド
ケース。ケースは中身が見えて、『ザ・豆』など細
軸もしっかりホールドできる。

ジグヘッドケース

ジグヘッドケース（クリアグリーン）

販売価格：�780円（税抜）

サイズ 146×103×23mm
材質 本体/ポリプロピレン

マット/発泡ポリエチレン
1Pac入数 1個
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BAG機動性、耐久性、利便性を
徹底追及したアジングバック

バッグ類意外に釣果を大きく左右する収納アイテム。快適な釣りのため機動性、耐久性、そし
て利便性が求められるが、ここではミリタリー専門メーカーに依頼して作られたバッグを
始め、機能性に優れたアイテムの数々を紹介。

ライトゲームにピッタリなミニバッグ
メインポケットにスリムケースとジグヘッドケースが2つ収納可。
前面のポケットにはラインが3つ、さらに小物をする余裕も。ダ
ブルジッパーで、中身が取り出しやすく、裏面の収納モールベル
トでベルトやFREELYレッグ&バッグに装着できる。34ワッペ
ンを外してダストポーチにも取付可能。

ミニショルダーバッグ

バツグンの収納力を誇るバッグ
FREELY レッグと同じくミリタリー仕立て。ひっつかん！ケースが
３個収納可能な本体や、34ジグヘッドケースが２個収納可能
なフロントSACKなどバツグンの収納力。別売りのFREELYレ
ッグとの組み合わせで別仕様の「ボディーバッグ」、「ウエストバ
ッグ」としても使用可能。

FREELYバッグ

販売価格：16,800円（税抜）
カラー 一般カラー /デジタルデザート、フォリッジグリーン

SS限定カラー /エータックス

販売価格：4,500円（税抜）
カラー ブラック

厳しい状況で威力発揮の究極アイテム
実際の軍隊などのウェア、グッズを手掛けるミリタリー専門メー
カーに依頼し制作されたバッグ。徹底した機動性、耐久性、
利便性を追求し、これまでにない究極のアイテムとなった。
FREELYレッグは、「レッグバッグ」、「ボディーバッグ」、「ウエ
ストバッグ」と３WAY が可能。

FREELYレッグ

販売価格：15,800円（税抜）

カラー 一般カラー /デジタルデザート、フォリッジグリーン、
SS限定カラー /エータックス

リールの保管や運搬を安全にする
仕切りは取り外し可能でリールサイズに合わせ
てレイアウトが決められる。リール以外にもケー
スも収納可。フタ部分はメッシュ生地のポケッ
トが付き、小物を入れられる。表側にもポケッ
トを装備。さらにモールパーツが取り付けてあ
り、34のポーチも取付が可能。

34リールバッグ

販売価格：6,600円（税抜）
サイズ 約23×約34×約12㎝
収納可能リール数目安 リール６個

エータックス
（SS限定）

デジタルデザート

フォレッジ
グリーン

フォレッジグリーン

デジタル
デザート

エータックス
（SS限定）

SS限定：SpecialShop（提携販売店）限定販売
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 OTHER ITEMSより快適に、スムースに釣り
をするためのグッズ

便利なグッズアジングをする上で必要なアイテムはロッドやリール、ルアーだけではな
い。あなたの釣りがきっと快適になること間違いなしのアイテムを紹介。

大容量のバッカン。5～7ftの
ロッドをしっかりキープ
ロッドホルダー２本、サイドポケット付き。大容量で
FREELYレッグ＆FREELYバッグやライフジャケッ
トなどをまとめて収納可能。

バッカン

MSバッグ

販売価格：5,980円（税抜）

サイズ W300×D180×H250mm 
素材 EVA・PP・PVC・POM・PE

バケツ

活かし水くみバッカンⅡ
アジの活かしや締めに使いやすく
バージョンアップ！
アミ付きのフタやロープなどの基本機能のほか、
今回は材質を変更し強度はそのままに折りたたみ
やすい。

販売価格：2,580円（税抜）

サイズ W22×H20cm 
ロープの長さ 約8m

グリス

メタグリス
ベルト

FREELYベルト
ストッパー

ベルトストッパー

販売価格：3,450円（税抜）

内容量 10ml 
成分 ウレア系100％化学合成油 

販売価格：1,980円（税抜）

カラー　 ブラック
ウエストサイズ 70 ～ 105cm

ドラグ緩めで使うエステル系
ラインのお助けアイテム
耐熱耐水に優れ、使用頻度の高い場合でも性能
が落ちにくい高級素材で作られたリール用グリス。
ドラグが効いているのを実体験できるはず。

ランガンの機動性を
大きく高めるベルト
ベルトをしない人やズリ落ちが気になる人へ向け
たFREELYレッグ専用ベルト。しっかり固定され
ることで機動性がアップする。

余ったベルトをコンパクトに収納可能
Dカン付きの便利グッズ
ライフジャケット等の余ったベルトをコンパクトに収
納可能な便利グッズ。ベルト自体の緩みも防止
し、ずり落ちを防いでくれる。

販売価格：1,980円（税抜）

１pac入数 2個 

ギガアジキャッチも可能！
アジ専用フィッシュグリップ
持ち手部分がガーグリップより内側に形状をシフト
させており、手の小さな方や女性でも掴みやすい。
軽い力でつかむことができるので便利。

フィッシュグリップ

HMグリップ

販売価格：6,980円（税抜）

材質 カーボン繊維入り強化プラスティック
付属品 カラビナ

シート本体
サイズ

S…135×85㎜ / M…225×
100㎜ / L…200×115㎜

材質 PVC

ワームが上蓋にひっつく
のを防いでくれる便利グッズ
裏に粘着シートがついているメッシュで、ワーム
ケースに貼ることでワームがくっつくのを防いでく
れる。1袋2枚入りで3サイズのラインナップ。

販売価格：�S/350円　M/450円�
L/480円（すべて税抜）

メッシュシート

ひっつかん！



19

春・夏・秋と３シーズン
使用可能なグローブ
独自技術を駆使して生産したストレッチファブリ
ックが、高いフィット感とこれまでにない肌触り
を実現。 肌に極限までフィットする。

超高感度グローブ３SS

販売価格：3,800円（税抜）

カラー 一般カラー/ブラック
SS限定カラー/グレーカモ、

サイズ WF（ウーマンフリー） / M /
L / XL

FREELYなどのモールシステムに対応
ジョイントラインを1 個～ 3 個収納することがで
きる。もちろんライフジャケットやベルトにも取り
付け可能。裏面はモール対応のベルトになっ
ていてベルクロ + ボタン式なのでしっかりと固
定することができる

リーダーケース

販売価格：1,650円（税抜）

カラー ブラック

素手感に近い操作感と
高感度を実現！
温かさと感度という相反する課題を解決した超
高感度フィッシンググローブ。高い保温性と使
い心地を実現したスグレモノだ。

超高感度グローブⅢ

販売価格：6,500円（税抜）

カラー ブラック
サイズ WF（ウーマンフリー） / M /L /

XL

大事なスマホを落下や
水没から守ることができる
スマートフォンが収納可能。FREELYレッグへ
の取り付けもできる。縦横幅を変えることが可
能な便利アイテムだ。

スマホCASE

販売価格：3,500円（税抜）

カラー 一般カラー /フォリッジグリーン、
デジタルデザート
SS限定カラー/エータックス 

ジグヘッドやワームはもちろん
ラインも上手く入れられる
FREELYレッグ＆FREELYバッグなどのモー
ルシステムに対応。ラインを捨ててもベルクロ
に引っ掛かり飛び出しにくい仕様。

ダストポーチ

販売価格：2,550円（税抜）

カラー ブラック・コヨーテブラウン

小物やガン玉をしっかり収納。
何かと便利なコンパクトケース
小物やガン玉入れにピッタリなケース。FREE
LYレッグへの取り付けも可能。好きなポジショ
ンに付けて使うことができる。

ユーティリティー CASE

販売価格：3,300円（税抜）

カラー 一般カラー /フォリッジグリーン、
デジタルデザート
SS限定カラー/エータックス 

さまざまな用途に対応する
ウエストベルトタイプモデル
落水時には水を感知して膨脹。また手動用作動索でいつ
でも確実に作動させることが可能。ダストポーチやリーダー
ケースも取付け可能で、カラーは全２色が用意されている。

34ライフジャケット

販売価格：21,000円（税抜）

重量 530g ウエスト 70 ～ 100cm 
初期浮力 約10.5kg 
カラー 一般カラー /迷彩×ブラックライン

SS限定カラー /デニム、

ジョイントラインなどリーダーが最大 3
個収納可能

フォレッジ
グリーン

フォレッジ
グリーン

デジタル
デザート

デジタル
デザート

エータックス
（SS限定）

エータックス
（SS限定）

SS限定：SpecialShop（提携販売店）限定販売
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2019 POPULAR ITEMS
2019年 12月現在

ロッド部門

釣り具は環境や状況に合わせてセレクトするもの。シーンごとにも必要なアイテムは変わってきます。とはいえ、何
が人気のアイテムか比較対象のひとつとしてアングラーとしては知りたいところ。
ここでは、前年2019年で特に人気のアイテムを紹介します。

戦略の軸となるロッド選び。アジの食性の変化にあわせてロッドに求められる性能も変化してきました。

2019年に驚きをもってデビューした4ピースもランクイン。最先端のロッドでアジングがさらに日常に。

全体をとおして「はなちらし」「にじ」がランクイン！　ワームのセレクトについては、ホームページでカラー一覧を掲載

しています。セレクトの基準となるヒントもあるのでぜひ参考にしてみてください。

PSR-60 THE NEXT STAGE

DFR-511

BCR-56

軽い力で軽量ジグヘッドを遠投することが可能。これまでになく細いティッ
プは、海中のあらゆるわずかな変化までも手元に伝えるほど感度がよい

ムチのように柔軟。放物線を描くような美しいベントカーブ描き、キャスト時
には軽量ワームでも圧倒的な飛距離を実現！

概念を超えた今までにない小継ロッド。4ピースで普段のカバンに収納で
きるサイズ。仕事帰りにも気軽に釣りに行けるコンパクトなロッド

ワーム部門

フィッシュライク １位…はなちらし
２位…にじ
３位…みつばち

タープル １位…あまがえる
２位…はながすみ
３位…にじ

プランクトン １位…はなちらし
２位…ともしび
３位…あまいろ
２位…ともしび
３位…あまいろ

ジュニア １位…あめいろ
２位…にじ
３位…うみほたる

キメラベイト １位…はなちらし
２位…ともしび
３位…にじ

オービー １位…はなちらし
２位…にじ
３位…みつばち

メデューサ １位…わさび
２位…にじ
３位…うみほたる

オクトパス １位…にじ
２位…あめいろ
３位…うみほたる
２位…あめいろ
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	34_冊子_カタログ編2020_入稿後修正更新H
	st_H3
	cata_h4

