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株式会社アムズデザインは、機械設計の請負会社として

1989年11月に設立されました。

バイクのテールランプやコードレス電話機などの設計開発に携わっていましたが

ある時、訪れた金型工場で、欧米向けルアーがふと目に入りました。

この出会いが、ima誕生が決まった瞬間だといえるでしょう。

アイデアを頂き、ここ、盤洲干潟・小櫃川河口でテスト・改良を繰り返し、

ついにkomomoが完成したのが1998年2月。初出荷は6月15日でした。

「機械設計で培った技術を生かして、ブランドを持つメーカー企業に」

私の目標は、こうして釣りの世界で達成されることとなります。

機械設計の技術者だった私自身に、深い釣りの技術、知識はありません。

釣りをよく知る釣り人、開発者のアイデアはもちろん

その魅力を釣りの楽しみと一緒に広げてくれたテスター陣、

設計をしっかりと形にしてくれる工場。

多くの方々に援けられて、今のimaがあります。

「釣り人の期待を裏切らない商品開発」

これが我が社のスローガンです。

釣れる、良いルアーを開発することはもちろん、

生産、パッケージ、流通に至るまで細かに気を配るのも

ユーザーの皆様のご期待に応えるために大切なこと。

妥協せず、スピーディーに、いい商品を提供し続けていく。

誕生して20年。多くの皆様のご愛顧への感謝を胸に

imaはこれからも皆様に愛されるブランドであり続けるよう、

変わらぬ努力を続けてまいります。

株式会社アムズデザイン 代表取締役
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1998
History of ima since 1998

― 2003 2004 2005 2006

komomo SF-125

sasuke SF-95/SS-95

Ro 百郎/八十郎

Ro 百二十郎

imagene 110

GUN吉 30g

B-太 70

sasuke 120裂波

B-太 66 MOGE

p-ce 80 

imagene 130

trip 85

GUN吉 20g

sobat 80

GUN吉 40g

Ro 六十郎/八十郎
リアウエイト

NABARONE

Farina 90F

komomo SF-130 Slim

komomo SF-130 Slim
TOMAHAWK

trip 66

VIBE 80

Ligid 70

B-太 60SR

B-太 80SR

Keep 90S

VIBE 80 1oz

ko 130S

HONEY TRAP 95S

HONEY TRAP 95S
KARUTORA

魚道 HeavySurfer 90 

2007

Farina 90S/Deep 85F

CALM 80

Farina 90SR

komomo SF-95 Slim

Keep 90MD

NABARONE stuka

imapopkey 

2008

HONEY TRAP 70S

Keep 125F

sasuke SS-95 壱

sasuke 140裂波

NABARONE 125S

RUNDAM 80

CALM 110 

2009

komomo Ⅱ

sasuke 75 shad

NABARONE 150F

sasuke 140裂風

p-ce 100

sasuke 105

mebaCALM

2010

Farina 70S

Flit 120

ROCK N’VIBE 14g/17g 

Koume70

NABARONE 125F SLIM

ima Shaker

Koume80

ikuri 60

ima Skimmer

TRILOBITE S/M

Turtle Head

ROUMBA

imapopkey 80

NEW Ligid 70

BarbarossA

PUGACHEV’S COBRA

RUNDAM twitcher

p-ce 80S

NEW komomo SF-125

FOXY FRY

TRILOBITE SS

sasuke 120S 裂風

2011

Koume60

Flit 100

Koume90

SQUARE BILL

molmo80

komomoⅡ90

Melty Nymph

NEW GUN吉
20g/30g/40g

Sea Mouse

komomo SF-110

HONEY TRAP 70S
KARUTORA

ぶっ飛びSP
CALM 80/110

弾丸 sobat 80　

GUN吉7・12g

BEAST HUNTER

SPIN GULF 30

BarbarossA 95

ROCK N’VIBE 19g

Hound 125F Glide 

Flechette 100

FLAMING DART

Hound 125F Fang

komomo 125 counter

2012

Pin Jack-200

DEVIL’S CROSS

PLUS DRIVER

しらすネ～ク

Hound 125F Orca

MIGHTY HOG

komomo SF-90

Melty Nymph 3inch

JIVE

JIVEHEAD

FLAMING DART 95F

SPIN GULF 20

Koume INFINITY 28 

sasuke 130 剛力

しらすネ～ク ミニ

Aldente 95

NEW
魚道 HeavySurfer 90 

komomo 125HD

komomo 110S counter

2013

sukari 50S

sukari 50SS/50SS Deep

issen 45S

Hound 100F Sonic

魚道 110MD

PUGACHEV’S
COBRA 60

魚道 110SR

Q-bug

Melty Nymph 4inch

Koume INFINITY 20

魚道Survivor 70

Dabeat

Helips

GUN吉 50g/60g

sasuke 98 剛力

SCARECROW 100S

トーピードHEAD

sasuke 120 剛力

sukari 85DXS 16g/18g

komomo SF-145

sasuke 105S 裂風 jerk

2014

shibumi sppininng

魚道 130MD

sasuke SF-50

Hound 125F Chimaira

sukari 63HS

sukari 60Deep

SCARECROW 75S

AIRACOBRA 60

Banett 190F/160F

市松 20g/30g

Hound 80S Sonic

ｐ-ce 80S

魚道 survivor 50

Koume 40

GUN吉 5g

市松 5g/7g

SCARECROW 130S

Koume90 heavy

Hound 140F Fang

2015

ima nyokkey 85

komomo 95S Slim
counter

sasuke SF-75

ima nyokkey 85 heavy

komomo SF-145
counter

SLAP HONEY 80

Diving jaw 110

komomo 90S counter

Koume60/70/80 heavy

koume 70/80 shallow

imapopkey 100

komomoⅡ65

sasuke SS-75

CALM 80S/110S-LT

ぶっ飛びSP
p-ce80/100

HeliPs Grande

Dabeat

Shibumi Bait Casting

Hound100F Sonic
shallow

River Flows 72

komomo 125 DROP

SW230V gaur

Silent Salt Skimmer

COOZILLAR

市松 40g/50g/60g

iBORN 98F shallow

SCARECROW 130F
DRIFT

sasuke 100HS 裂砂

Rocket Bait 95

ESPADA 110

真鯛魂レンジセッター

ソウルヘッド

Aldente 70S

2016

komomo 110 SUSPEND

komomo 125 SUSPEND

sasuke 120 SUSPEND

komomo SF-85

Spin Gulf Neo 20

Spin Gulf Neo 30

twig 60

issen 45S MAX

komomo 85SF counter

GUN吉 100g

GUN吉 130g

GUN吉 160g

GUN吉 190g

iBORN 78F shallow

ｐ-ce 60S

Disrat

SCHNEIDER 28

US Buzz Right Turn

Dabeat Bug

LIZARD CRAW 3.6

SW320V gaur

Skunk’E

kosuke 110F

Santis 33

Rocket Bait 95  Heavy

2017 2018

sukari 37S Deep

YOICHI 99

SCHNEIDER 13

GUN吉 Asisst Plus
20g/30g/40g

kosuke 85F

Rocket Bait 75

K-太 77 SUSPEND

YOICHI 99 LIGHT

Santis 40

レンジセッターNF

somari 90

SCHNEIDER 18

1989年11月
機械設計を主たる業務として
有限会社アムズデザインセンター設立

2000年 2月 東京フィッシングショー初出展

 大阪フィッシングショー、レイン社の取扱い商品として展示

　　　　　  以後関西への出荷が倍増

2002年 4月 千葉県銚子市に本社移転

 3D CAD+CNC本格稼働テストサンプルの製作スピードが飛躍的にUP

2004年 6月 B-太70発売（3ヶ月で商品企画から発売へ3月21日企画立案6月21日発売）

2005年 「毎月新製品発売」を合言葉に年間12アイテムリリース

2005年 6月 株式会社アムズデザインに社名変更

2005年 7月 iCAST（ラスベガス）初出展

2005年 8月 千葉県旭市に本社移転

2005年 11月 DUO社とのコラボルアー NABARONE（ナバロン）を発売

2005年 12月 imaTROUT トラウト専用ミノー FARINA（ファリーナ）90F発売

2006年 陸上チームをサポート「チームアイマ（青年男女）」

 ・全日本実業団4×400ｍR 優勝（2010年 ）、世界陸上出場選手輩出（2011年）

 「imakids（小学生）」男子100mHで全国大会優勝（2017年）

2011年3月 東日本大震災 被災

2011年　　ルアーマガジンソルト誌 T.O.Y.受賞（sasuke）

2012年 APIA社とのコラボレーションロッド

　　　  「エナジーフロウ」発売

2012年 ルアーマガジンソルト誌 T.O.Y.受賞（sasuke）

2013年 ルアーマガジンソルト誌 T.O.Y.受賞（sasuke）

2015年 ima初の真鯛用遊動式カブラ

　　　  真鯛魂レンジセッター発売

2015年 imaオンラインストア開設

2015年 ルアーマガジンソルト誌 T.O.Y.受賞（sasuke）

2016年 真鯛ブログ 開設

2014年 代官山 LUSH LIFE 開店

2014年 ima発のオリジナルロッド shibumi 発売

2014年 ルアーマガジンソルト誌 T.O.Y.受賞（sasuke）

2017年  imaのモノ・コト・ヒトが全てわかる

　　　　 WEBマガジン「IMAG」開設

2017年 ルアーマガジンソルト誌 T.O.Y.受賞（sasuke）

2008年 千葉県7万人を動員ゴミ拾いイベント

 「まるごみ」のメインスポンサーを務める

2009年 imaBASS 日本上陸

2009年　　パドボフィッシングの冠スポンサー（毎年5月 鎌倉で開催）

2009年 ルアーマガジンソルト誌 T.O.Y.受賞（sasuke）

2010年 ima初のソフトベイトTRILOBITE S/M発売

 komomo SF-125金型リニューアル

2010年 ルアーマガジンソルト誌 T.O.Y.受賞（sasuke）

1997年 秋 komomo-ＳＦ125 開発着手

1998年 2月 komomo-ＳＦ125 試作完成

1998年 4月 ｉｍａブランド旗揚げ

 千葉県小見川に本社移転

1998年 春 生産工場の悲劇

 生産工場探しに奔走

1998年 8月 大量返品で危機

 やっとの思いで6月に納品

 8月決算の問屋さんから大量返品

1998年 秋 水漏れ続出で危機

 作っても作っても水漏れ。でも釣れる…。

 水漏れクレームは「無料全品交換」対応
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すべてはここから。

ゲームチェンジャー komomo SF-125

スポーツ等の競技のレベルを飛躍的に上げてしまう存在、

それはゲームチェンジャーと呼ばれる。

1998年に登場したkomomo SF-125は正にゲームチェンジャーであった。

水面直下30cmのレンジで数多くのシーバスとの出会いをもたらすと同時に

シーバスゲームシーン全体に多大なる影響を与えた。

空位だったシャローレンジに数多くの製品が投入され

その後、熾烈なシェア争いの時代に突入する。

その結果、アングラーは増えシーバスはスレてしまったかもしれない。

komomoはその役割を終えたのだろうか―。

しかし、オリジナルは決して色褪せない。

時代に合わせて機能的な改良を施され、飛距離を伸ばす一方で

komomoはその血統をファミリーへと伝えていく。

それは釣果ばかりではなく、釣りを通しての出会いや喜び、

ルアーフィッシングの楽しさを未来へと繋いでいく事。

これはkomomoに課せられた使命なのだろう。

87



20年間たくさんのアングラーの夢を叶えてきた。
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シーバスフィッシング黎明期から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。
2010年のリニューアルを経て更なる飛距離を手にし、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今もなお絶対的な実釣性能を誇る。
komomoにしか出せない魅惑の泳ぎはシーバスを狂わせる。

［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  
［価格］2,100円（税抜） ［誕生日］2010/11/21

［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
［価格］2,100円（税抜）［誕生日］2011/8/25

®

®

#KM125-301 レッドヘッド #KM125-302 チャートバックパール

#KM125-305 コットンキャンディー #KM125-306 玉彩 #KM125-307 マコイワシ

#KM125-309 ボラ #KM125-310 ジョーカー

#KM125-303 クリアークラウン

#KM125-308 グラデイワシ

#KM125-304 レッドベリー

#CT125-101 レッドヘッド #CT125-102 チャートバックパール #CT125-108 マコイワシ#CT125-106 コットンキャンディー

#CT125-109 ボラ

#KM125-311 ロイヤルコーラルピンク
大野ゆうきカラー

#KM125-312 ハマーギーゴ
濱本国彦カラー

#KM125-313 クリーミーチャート
辺見哲也カラー

#CT125-111 チャートヘッドクリアー
NEW COLOR!

#CT125-112 PHBBC
NEW COLOR!

#CT125-113 ブラック＆ブラック
NEW COLOR!

#CT125-115 パールボラOB
NEW COLOR!

#CT125-114 マットチャート
NEW COLOR!

#CT125-116 リバーソルト
NEW COLOR!

#CT125-117 マットゴールデン
NEW COLOR!

SEABASS
minnow

1998年の誕生以来、シーバスフィッシングの歴史を変えたといっても過言でない伝説のシャローランナー・komomoシリーズ。
シーバスフィッシングの中心的エリアである干潟や河口等のシャロー攻略では、発売から20年経つ現在でも色褪せることのない
絶大な釣獲力を誇る。現在のラインナップは7サイズ13種類（komomoⅡシリーズ除く）に及び、
レンジやアクション、シルエット等の違いで、システマチックな攻めを可能とする。

komomo series SEABASS
minnow

ノーマルモデルのSFよりも流れの強いフィールドを得意とする。imaプロスタッフ鈴木斉氏のチューニング
カスタムから生まれたkomomo 125 counter。ギリギリまで浮力を抑え混み、流れを受けても必要以上に
バタつかず、なおかつ流速の変化でイレギュラーアクションを起こす。特にリバーシーバスゲームでは圧倒
的な強さを持つ。
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#KM110-113 ハマーギーゴ
濱本国彦カラー

#CT110-109 ロイヤルコーラルピンク
大野ゆうきカラー

#CT110-110 ハマーギーゴ
濱本国彦カラー

#CT110-111 クリーミーチャート
辺見哲也カラー

#CT110-113 コットンキャンディー
NEW COLOR!

#CT110-114 チャートヘッドクリアー
NEW COLOR!

#CT110-115 PHBBC
NEW COLOR!

#CT110-116 ブラック＆ブラック
NEW COLOR!

#CT110-117 マットチャート
NEW COLOR!

#CT110-118 パールボラOB
NEW COLOR!

#CT110-119 リバーソルト
NEW COLOR!

#CT110-120 マットゴールデン
NEW COLOR!

スリムなシェイプを持ちながらもタングステンウエイトを搭載し、安定した飛距離を実現。
また、着水時の姿勢にもこだわり、着水の音を小さくすることに成功。
アクションを抑え気味にすることで他のシャローランナーとの使い分けを可能にした。
ここぞというピンスポットで狙ったターゲットを食わせる。

komomoシリーズきってのオールラウンダー。大きくも小さくもない“ちょうど良い”
サイズ感は、バチパターンからベイトパターンまで抜群の実釣性能を誇る。
125㎜モデルと同様、SFよりもやや下のレンジを控えめなアクションで使える。

［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
［価格］1,900円（税抜） ［誕生日］2011/7/18

#KM110-101 レッドヘッド #KM110-102 レッドヘッドパール

#KM110-108 アカキン

#KM110-109 イワシ #KM110-110 マコイワシ #KM110-111 ボラ #KM110-112 ジョーカー

#KM110-104 クリアークラウン

#KM110-105 ライムヘッドクリアー #KM110-106  若アユゴースト

#KM110-103 チャートバックパール

#KM110-107 コットンキャンディー

［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
［価格］1,900円（税抜） ［誕生日］2012/1/25

#CT110-101 レッドヘッド #CT110-103 チャートバックパール #CT110-107 マコイワシ #CT110-108 ボラ

®

®

komomoの高い基本性能をべースに、通年使い通すことのできる一口サイズのボディ。90㎜とは思えない抜群の飛距離を実現。
不意のランカーにも対応できる#4フックを搭載し、小型ながらもランカー実績の高いモデル。 基本となるSF（フローティング）モデルは場所を選ばず様々な状況で活躍してくれる。
カウンターモデルは流れのあるフィールドでの実績も高く、微調整が施されたウエイト設定により、水中に「置く」「止める」「流す」といった使用方法が可能となる。

［全長］90mm ［重量］15g ［タイプ］海水:フローティング／淡水:シンキング 
［レンジ］40～70cm［アクション］ローリング+ウォブリング ［フック］#4 
［リング］#3［価格］1,850円（税抜） ［誕生日］2015/3/15
※塩分濃度によってはフローティングになる事があります

 #KM90-001・#CT90-001
レッドヘッド

#KM90-002・#CT90-002
レッドヘッドパール

#KM90-003・#CT90-003
チャートバックパール

#KM90-005・#CT90-005
玉彩

#KM90-007・#CT90-007
マコイワシ

#KM90-011・#CT90-011
ライムヘッドクリアー

 #KM90-004・#CT90-004
コットンキャンディー

#KM90-008・#CT90-008
ボラ

#KM90-013・#CT90-013
マットチャート

®®

#KM90-016・#CT90-016
ブラック＆ブラック

komomo SF-85 85㎜ 7g フローティング 5～30cm ローリング+ウォブリング #8 #3 1,850円
komomo SF-85 counter 85㎜ 8g サスペンド（汽水）スローフローティング（海水）スローシンキング（淡水） 5～40cm ローリング+ウォブリング #8 #3 1,850円
komomo SF-90 90㎜ 14g フローティング 30～60cm ローリング+ウォブリング #4 #3 1,850円
komomo SF-90 counter 90㎜ 15g フローティング（海水）シンキング （淡水） 40～70cm ローリング+ウォブリング #4 #3 1,850円
komomo SF-95 slim 95㎜ 5.7g フローティング 15～30cm ウォブンロール #10 #2 1,800円
komomo SF-110 110㎜ 12g フローティング 0～50cm ローリング+ウォブリング #8 #2 1,900円
komomo SF-110S counter 110㎜ 13g スローシンキング 30～80cm ローリング+ウォブリング #8 #2 1,900円
komomo SF-125 125㎜ 16g フローティング 0～30cm ローリング+ウォブリング #4 #3 2,100円
komomo 125 counter 125㎜ 18g スローフローティング 30～40cm ローリング #4 #3 2,100円
komomo SF-130 slim  130㎜ 12g フローティング 20～60cm ウォブンロール #6 #3 2,100円
komomo 130 slim TOMAHAWK  130㎜ 13.5g シンキング 20～60cm ウォブンロール #6 #3 2,100円
komomo SF-145 145㎜ 26g フローティング 20～50cm ローリング+ウォブリング #3 #4 2,400円
komomo SF-145 counter 145㎜ 30g フローティング 30～60cm ローリング+ウォブリング #3 #4 2,400円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

［全長］90mm ［重量］14g ［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］#4 ［リング］#3
［価格］1,850円（税抜） ［誕生日］2012/5/25

#KM90-015・#CT90-015
　　ゴールドイワシ

GLOW#KM90-014・#CT90-014
　　　ライムバックパールグロー

GLOW

シリーズ最小のkomomo。汎用性の高い85㎜サイズに、ターゲットに違和感を与えない細身のシルエット。過剰なアピールを抑えた食わせのアクション。
そしてkomomoのDNAでもあるシャロー性能を持ち、港湾部や小規模河川でバチやハク、イワシなどの小型のベイトを捕食するシーバスに威力を発揮する。
他サイズのkomomoと同様、SFとカウンターモデルを使い分けることにより、安定した釣果を与えてくれる。

®

#KM85-101・#CT85-101
レッドヘッド

#KM85-102・#CT85-102
チャートバックパール

#KM85-104・#CT85-104
コットンキャンディー

#KM85-105・#CT85-105
玉彩

#KM85-106・#CT85-106
アカキン

#KM85-108・#CT85-108
 イワシ

#KM85-109・#CT85-109
マコイワシ

#KM85-110・#CT85-110
クリアーボラ

#KM85-111・#CT85-111
ボラ

#KM85-112・#CT85-112
ジョーカー

#KM85-113・#CT85-113
いちごミルク

#KM85-114・#CT85-114
マットチャートクリアー

#KM85-117・#CT85-117
チャートヘッドクリアー
NEWCOLOR!

#KM85-118・#CT85-118
マットゴールデン
NEWCOLOR!

#KM85-115・#CT85-115
メタルブルーバックチャート

#KM85-116・#CT85-116
ゴールドイワシ

［全長］85ｍｍ ［重量］7ｇ ［タイプ］フローティング ［レンジ］5～30cm
［アクション］ローリング+ウォブリング ［フック］#8 ［リング］#3
［価格］1,850円（税抜） ［誕生日］2016/2/25

［全長］85ｍｍ ［重量］8ｇ ［タイプ］サスペンド（汽水）スローフローティング（海水）
スローシンキング（淡水） ［レンジ］5～40cm ［アクション］ローリング+ウォブリング
［フック］#8 ［リング］#3 ［価格］1,850円（税抜） ［誕生日］2016/3/10

®

GLOW

［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
［価格］2,400円（税抜） ［誕生日］2015/2/25

®

［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
［価格］2,400円（税抜） ［誕生日］2013/11/10

#KM145-101 レッドヘッド #KM145-102 チャートバックパール

#KM145-105 コットンキャンディー #KM145-106 玉彩

#KM145-111 マットチャート

#KM145-113 メタルライムチャート #KM145-114 いちごミルク

#KM145-115 ゴールドキャンディー #KM145-116 ブラック＆ブラック 

#CT145-109 マットチャート

#CT145-111 メタルライムチャート #CT145-112 いちごミルク

#CT145-113 ゴールドキャンディー #CT145-114 ブラック＆ブラック

#KM145-107 マコイワシ #KM145-109 ボラ

#CT145-101 レッドヘッド #CT145-102 チャートバックパール

#CT145-105 マコイワシ #CT145-106 ボラ

#KM145-112 ライムバックパールグローGLOW

#CT145-110 ライムバックパールグロー GLOW

僅かなレンジの差が勝負の明暗を分けるランカーハンティングのために生まれた
超シャローレンジを攻略することが出来るビッグサイズのkomomo。
外洋や河口のシャローレンジを彷徨うランカーに狙いを絞った超実戦的アイテム。
コノシロやハタハタといった大型のベイトを偏食している時、サイズと泳ぎで
ルアーの存在を強くアピールしたい時がこのルアーの出番だ。

komomoシリーズ最大サイズ・最大重量を誇るランカー狙いのためのモデル。 
ノーマルモデルのkomomo SF-145と同様、秋の大型ベイトを捕食する場面で
活躍するルアーであるが、その威力はリバーゲームで最大限に発揮される。
派手なアクションを封印したカウンターアクションが瀕死の鮎を演出し、
落ち鮎パターンの必携ルアーである。ノーマルとの使い分けが釣果UPの秘訣。

®

SEABASS
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［全長］130mm ［重量］12g ［タイプ］フローティング ［レンジ］20～60cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#6 ［リング］#3
［価格］2,100円（税抜） ［誕生日］2005/12/21

®

#KS001 レッドヘッド #KS003 チャートバックパール #KS010 イワシ

#KS011 マコイワシ #KS025 マットチャート #KS026 ライムバックパールグロー

#KS027 メタルライムチャート #KS028 いちごミルク #KS029 ゴールドキャンディー

#KS030 ブラック＆ブラック

#KS130T-011 マットチャート #KS130T-012 ライムバックパールグロー

#KS130T-013 メタルライムチャート #KS130T-014 いちごミルク #KS130T-015 ゴールドキャンディー

#KS130T-016 ブラック＆ブラック

®

#KS130T-001 レッドヘッド #KS130T-002 チャートバックパール #KS130T-005 コットンキャンディー

#KS130T-006 マコイワシ

［全長］130mm ［重量］13.5g ［タイプ］シンキング  ［レンジ］20～60cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#6 ［リング］#3
［価格］2,100円（税抜） ［誕生日］2005/12/21

komomoファミリーでは大型の部類に入るkomomo SF-130 slim。しかし大きさに惑わされてはならない。
細みのシェイプはスレきったシーバスに極めて有効で、様々なシチュエーションで威力を発揮してくれるだろう。
SF-125よりは控えめなアクションで、サヨリパターンの攻略にも欠かす事の出来ないルアーだ。

［全長］95mm ［重量］5.7g ［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］#10 ［リング］#2
［価格］1,800円（税抜） ［誕生日］2007/3/10

®

#KS95-201 レッドヘッドパールオレンジベリー #KS95-202 チャートバックパール #KS95-203 マットチャート #KS95-204 マグマレッドベリー

#KS95-205 ピンクオレンジ #KS95-206 いちごミルク #KS95-207 ライムスタークリアー #KS95-208 グリーンバックシャイナー

#KS95-209 ゴールドキャンディー #KS95-210 ウルメ #KS95-211 多毛類 #KS95-212 ブラッディーレッド

バチ、稚アユ、シラス、サヨリ… 自然界には案外シルエットの細いベイトが存在する。
これらのベイトを捕食するシーバスはルアーシルエットに対し非常にセレクティブ。
ワーム感覚で使えるkomomo SF-95 Slimはフィネスタックルと組み合わせて攻略。

komomo II 110㎜ 15g フローティング 0～20cm ローリング+ウォブリング #3 #3 2,100円

komomo II 90 90㎜ 12g フローティング 0～20cm ローリング+ウォブリング #4 #3 1,800円

komomo II 65 65㎜ 6g フローティング 0～20cm ローリング+ウォブリング #10 #2 1,700円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

#K211-101 レッドヘッド

#K211-105 レッドベリー

オリジナルの110㎜からのサイズダウンしたモデル。
シーバスのターゲットとされやすい90㎜で、年間を通して最も扱いやすい
モデルとなっている。シーバスがイナッコを偏食している時や、
トップウォーターに出切らない時がkomomo II 90の出番。

春先になると、河川ではボラの幼魚であるハクが水深の浅い岸際や流れの緩いタルミに溜まり、
それにシーバスが激しくボイルする光景が見られる。そんな時迷わずに投げてもらいたいのが
komomo II 65。ルアーを投げるのを躊躇するほど浅いポイントを、極めて小さなシルエットで
スローに探ることができるこのルアーは、マイクロパターン専用機とも言えるだろう。

［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
［価格］2,100円（税抜） ［誕生日］2009/3/10

®

［全長］90mm ［重量］12g ［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］#4 ［リング］#3 
［価格］1,800円（税抜） ［誕生日］2011/4/18

#K211-102 チャートバックパール #K211-104 コットンキャンディー

#K211-108 マコイワシ

#K211-110 ボラ

#K211-106 ゴールドキャンディー #K211-107 ブルーパールボタル

#K211-109 ピンクヘッドブラック

#K211-103 マットチャート

®

#KM290-101 レッドヘッド #KM290-102 チャートバックパール #KM290-104 コットンキャンディー

#KM290-105 玉彩 #KM290-108 マコイワシ

#KM290-109 ボラ #KM290-111 ジョーカー

®

#KM265-101 レッドヘッド #KM265-102 チャートバックパール #KM265-104 コットンキャンディー #KM265-105 玉彩

#KM265-110 ボラ#KM265-109 ゴールドイナッコ#KM265-108 クリアーイナッコ

［全長］65mm ［重量］6g ［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］#10 ［リング］#2
［価格］1,700円（税抜） ［誕生日］2015/4/10

#KM265-112 ロイヤルコーラルピンク
大野ゆうきカラー

#KM265-106 ゴールドキャンディー #KM265-107 ブルーパールボタル

#KM265-113 ライムバックパールグロー

#KM265-103 マットチャート

#KM265-111 ピンクヘッドブラック

#KM290-112 ハマーギーゴ
濱本国彦カラー

#KM290-106 ゴールドキャンディー #KM290-107 ブルーパールボタル

#KM290-110 ピンクヘッドブラック

#KM290-103 マットチャート

#KM265-116 メタルブルーバックチャート

#KM265-114 ライムスタークリアー #KM265-115 マットブルーバックオレンジ

#KM290-113 ライムバックパールグロー #KM290-114 ライムスタークリアー #KM290-115 マットブルーバックオレンジ #KM290-116 メタルブルーバックチャート

特徴的なヘッド構造から生まれる激しいアクションで水面直下をかき回す。デッドスローリトリーブ
ではハイピッチローリング、スローリトリーブではワイドなスネーキングアクション。水面を意識した高
活性なシーバスに猛烈にアピール。晩秋の成長したボラが湧く状況や落ち鮎パターン、サラシの
薄いヒラスズキゲームまで、様々なシチュエーションで威力を発揮する。

#K211-111 ライムバックパールグロー #K211-112 ライムスタークリアー

#K211-113マットブルーバックオレンジ #K211-114 メタルブルーバックチャート

GLOW

GLOW

GLOW

GLOW

GLOW

GLOW

komomo SF-130 slimを1.5gウエイトアップ。
その恩恵はトマホークの名に相応しい飛距離を生み出すとともに、
アクションもアピールを抑えたローリングぎみのアクションに
一新された。ハイプレッシャーな状況を打開するための切り札。

GLOW

GLOW
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［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
［価格］1,950円（税抜） ［誕生日］2016/9/15

#KK110-001 レッドヘッドパールOB #KK110-002 チャートバックパール #KK110-003 マットチャート #KK110-004 コットンキャンディー

#KK85-001 レッドヘッドパールOB #KK85-002 チャートバックパール #KK85-003 マットチャート #KK85-004 コットンキャンディー

#KK85-005 いちごミルク #KK85-006 ライムスタークリアー #KK85-007 メタルライムチャート #KK85-008 マットブルーバックオレンジ

#KK85-009 マコイワシ #KK85-010 ボラ #KK85-011 ゴールドキャンディー #KK85-012 ブラック＆ブラック

#KK110-006 ライムスタークリアー #KK110-007 グリーンゴールド #KK110-009 ウルメイワシ #KK110-010 マコイワシ

#KK110-011 ボラ #KK110-012 ゴールドキャンディー

［全長］85mm ［重量］11.5g ［タイプ］フローティング ［レンジ］30～70cm ［アクション］ローリング
［フック］#4 ［リング］#3 ［価格］1,750円 (税抜) ［誕生日］2017/4/20

#KK110-013ライムバックパールグロー #KK110-014 メタルライムチャート

#KK110-015 マットブルーバックオレンジ #KK110-016 ブラック＆ブラック

kosuke 110F 110㎜ 17g フローティング 40～80cm ローリング #4 #3 1,950円

kosuke 85F 85㎜ 11.5g フローティング 30～70cm ローリング #4 #3 1,750円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

GLOW

GLOW

GLOW#KK110-017 ボラグロー
大野ゆうきカラー
NEW COLOR!

#KK110-018 マットオレンジブルー
鈴木斉カラー
NEW COLOR!

#KK85-013 パールボラOB
NEW COLOR!

#KK110-019 ブルーハマイ
濱本国彦カラー
NEW COLOR!

#KK110-020 クラシカルRH
辺見哲也カラー
NEW COLOR!

#KK110-021 パールボラOB
NEW COLOR!

#KK110-022 PHBBC
NEW COLOR!

#KK85-014 PHBBC
NEW COLOR!

#KK85-017 ブルーハマイ
濱本国彦カラー
NEW COLOR!

#KK85-018 クラシカルRH
辺見哲也カラー
NEW COLOR!

#KK85-015 ボラグロー
大野ゆうきカラー
NEW COLOR!

#KK85-016 マットオレンジブルー
鈴木斉カラー
NEW COLOR!

kosuke 110Fは現代のシーバスゲームに求められる要素を高水準でクリアしたimaのフラッグシップミノー。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、
110㎜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、そしてルアーの挙動をアングラーに伝える伝達性能を持つ。当然、実釣性能も折り紙付きで、
磯から河川・干潟やサーフなど、使う場所を選ばず活躍してくれるミノーである。

シーバスのエポックメイキングルアー komomoと、マスターピースとも言うべき sasukeのDNAを継いだkosukeシリーズ。
komomoとsasukeの中間を埋めるレンジ、誰が投げても乱れることなく目標物を捉える優れた遠投性能。
そしてルアーの挙動とフィールドの状況が手に取るように分かる流速感度を兼ね備える。
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imaの新たなフラッグシップミノーだ。

kosuke series

kosuke 85Fは、110Fの基本性能を継承しながらも小型プラグのあらゆる欠点
を排除。85㎜とは思えない抜群の飛距離を見せ、港湾部や小場所は勿論、本
来スモールプラグの出番がないオープンエリアや外洋での使用も可能。遠投性
能に加え大型のフックを搭載することにより、大場所やランカーシーバスが狙える
場所でも臆することなく使用することができる。メインルアーとしても良し、フォロー
ベイトとしても活躍してくれる万能型スモールミノーだ。
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#RP219 ロイヤルコーラルピンク
大野ゆうきカラー

#RP220 ハマーギーゴ
濱本国彦カラー

#RP221 クリーミーチャート
辺見哲也カラー

#RP223 レッドヘッドパールOB
NEW COLOR!

#RP224 マットチャート
NEW COLOR!

#RP225 いちごミルク
NEW COLOR!

#RP226 ライムスタークリアー
NEW COLOR!

#RP227 ゴールドキャンディー
NEW COLOR!

#RP206 コットンキャンディー

#RP217 ボラ

［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
［価格］2,000円（税抜） ［誕生日］2004/9/21

®

#RP201 レッドヘッド

#RP208 レッドベリー

#RP203 チャートバックパール

#RP215 マコイワシ#RP210 ピンクイワシ

#RP207 玉彩

#RP218 ジョーカー

#RP212 アカキン

#RP14-101 レッドヘッド

#RP14-110 マコイワシ

#RP14-103 チャートバックパール #RP14-105 玉彩

®

［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
［価格］2,400円（税抜） ［誕生日］2008/6/21

#RP14-107 アカキン

#RP14-114 ジョーカー #RP14-115 レッドヘッドパールOB
NEW COLOR!

#RP14-116 マットチャート
NEW COLOR!

#RP14-117 いちごミルク
NEW COLOR!

#RP14-118 ライムスタークリアー
NEW COLOR!

#RP14-119 ゴールドキャンディー
NEW COLOR!

#RP14-113 ボラ

sasuke 120 裂波の優れたバランスをそのまま踏襲。サーフの強いカレントやサラ
シ渦巻く磯場などタフな条件下での安定感はピカイチ。特にヒラスズキゲームとの
相性も良く、ベスト・オブ・ヒラスズキルアーとの呼び声も高い。もちろん、基本性能
の高さは使う場所を選ばず、広大なシャローが広がる河口域やサーフゲームとの相
性も抜群。ランカーを狙う上で欠かせないルアーだ。

キング・オブ・ソルトウォーターミノー。sasukeシリーズの代表作。ima独自のレードルリップ
ヘッドとタングステンウエイトを採用した近代シーバスゲームのお手本ルアー。その魚種や場
所を選ばない汎用性はすさまじく、シーバス、フラットフィッシュ、青物等々にとどまらず、淡水、
海外でもあらゆる魚種を釣りまくるモンスタールアーである。

2019

sasuke series
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。独自のレードルリップが生み出
す食わせのアクション、安定したキャスタビリ
ティー、フィッシュイーターの好む絶妙なレンジ設
定。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。 
シーバスやフラットフィッシュでの実績は、今更語る
までもなく、魚種を選ばずあらゆるフィッシュイーターを
狂わせるキング・オブ・ソルトウォーターミノーである。

SEABASS
minnow



［全長］140mm ［重量］21g ［タイプ］シンキング ［レンジ］70～100cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#3 ［リング］＃4
［価格］2,450円（税抜） ［誕生日］2009/12/31

®

#GR130-101 レッドヘッド #GR130-102 チャートバックパール #GR130-103 玉彩

#GR130-104 スモモ #GR130-105 ブルピン #GR130-106 ピンクイワシ

#GR130-107ボラ

［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
［価格］2,200円（税抜） ［誕生日］2012/9/10

®

#GR130-108 コットンキャンディー #GR130-109 マコイワシ

#GR130-110 ジョーカー #GR130-111 マットチャートバック #GR130-112 マットブルーバックチャート

#GR130-113 ピンクオレンジ #GR130-114 ゴールドキャンディー

®

［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
［価格］2,000円（税抜） ［誕生日］2013/12/10

#GR120-109 マコイワシ

#GR120-105 ブルピン

#GR120-101 レッドヘッド #GR120-102 チャートバックパール #GR120-103 玉彩 #GR120-104 スモモ

#GR120-106 ピンクイワシ #GR120-107 ボラ #GR120-108 コットンキャンディー

#GR120-110 ジョーカー

#GR120-113 ピンクオレンジ

#GR120-111 マットチャートバック #GR120-112 マットブルーバックチャート

#GR120-114 ゴールドキャンディー

sasuke 140裂波をシンキング化。遠投性能の向上、一枚下のレンジ攻略はもちろん、
荒れた状況や足場の高いポイントでの操作性が飛躍的に向上。
シンキングならではの流れに乗せるドリフトテクニックや細かい誘いも可能なモデルだ。

sasuke SF-75 75㎜ 6g フローティング 30～80cm ウォブンロール #10 #2 1,450円

sasuke SS-75 75㎜ 7g シンキング 40～90cm ウォブンロール #10 #2 1,450円

sasuke SF-95 95㎜ 8g フローティング 10～60cm ウォブンロール #6 #3 1,700円

sasuke SS-95 95㎜ 10g シンキング 30～60cm ウォブンロール #6 #3 1,700円

sasuke 105 105㎜ 13g フローティング 50～80cm ウォブンロール #4 #3 2,000円

sasuke 120 裂波 120㎜ 17g フローティング 70～90cm ウォブンロール #6 #3 2,000円

sasuke 120S 裂風 120㎜ 18g シンキング 70～100cm ウォブンロール #6 #3 2,150円

sasuke 140 裂波 140㎜ 20g フローティング 60～100cm ウォブンロール #3 #4 2,400円

sasuke 140S 裂風 140㎜ 21g シンキング 70～100cm ウォブンロール #3 #4 2,450円

sasuke 120剛力 120㎜ 19g フローティング 50～100cm ウォブンロール #3 #3 2,000円

sasuke 130剛力 130㎜ 25g フローティング 80～120cm ウォブンロール #2 #4 2,200円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

#RPS140-101 レッドヘッド

#RPS140-112 ボラ

#RPS140-107 玉彩

#RPS140-116 パールボラOB
NEW COLOR!

#RPS140-119 リバーソルト
NEW COLOR!

#RPS140-103 チャートバックパール

#RPS140-113 ゴールドキャンディー

#RPS140-109 レンズグリーンゴールド

#RPS140-117 PHBBC
NEW COLOR!

#RPS140-120 チャートヘッドクリアー
NEW COLOR!

#RPS140-111 マコイワシ

#RPS140-115 ブラック＆ブラック
NEW COLOR!

#RPS140-118 マットチャート
NEW COLOR!

#RPS140-106 コットンキャンディー

#RPS120-115 ブラック＆ブラック
NEW COLOR!

#RPS120-116 パールボラOB
NEW COLOR!

#RPS120-117 PHBBC
NEW COLOR!

#RPS120-118 マットチャート
NEW COLOR!

#RPS120-119 リバーソルト
NEW COLOR!

#RPS120-120 チャートヘッドクリアー
NEW COLOR!

裂波に約1gのウエイトを追加したsasuke 120S 裂風。 
オープンエリアでは遠投性能を生かし、さらに広範囲のエリアを探ることが可能に。
シンキングモデルのため磯やサーフといったエリアで水に馴染ませてトレースをすることや、
一枚深いレンジをスローに攻めることが可能。アクションも裂波よりタイトに設定されており、
タフな状況のシーバスに口を使わせることができる。

［全長］120mm ［重量］18g ［タイプ］シンキング ［レンジ］70～100cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#6 ［リング］＃3
［価格］2,150円（税抜） ［誕生日］2010/11/30

#RPS120-101 レッドヘッド #RPS120-103 チャートバックパール

#RPS120-111 マコイワシ

#RPS120-106 コットンキャンディー #RPS120-107 玉彩

#RPS120-112 ボラ #RPS120-113 ゴールドキャンディー#RPS120-109 レンズグリーンゴールド

® 3フックの120㎜クラスのプラグではランカーシーバスを狙うには心もとない。しかし、確実に食わせる
には120㎜サイズが必要。そんなランカーハンタのーためのアイテムがsasuke 120 剛力だ。荒波
にガッチリ食いつく新設計のレードルリップと適度なファットボディが特徴。 対ランカー用として#3の
大型フックを搭載可能とした余裕の浮力設定とした。また裂波シリーズを超えた安定した飛行姿勢
で、外洋のパイロットルアーとしての新定番に。 

サスケシリーズ最強モデル。強風を物ともしないキャスタビリティー、荒れた海面でもしっかり水を捉え
る力強い泳ぎ。磯のヒラスズキゲームや河川のボトム狙いで活躍。大型の#2フックを搭載し、大型
のシーバスや青物、アカメなどを狙う上では欠かす事のできないミノーだ。

SEABASS
minnow
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#SKF105-101 レッドヘッド

［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］#4 ［リング］#3
［価格］2,000円（税抜） ［誕生日］2009/11/30

®

#SKF105-102 チャートバックパール

#SKF105-105 レッドベリー #SKF105-106 コットンキャンディー #SKF105-107 玉彩 #SKF105-108 アカキン

#SKF105-110 マコイワシ #SKF105-112 ボラ#SKF105-109 シャイナー #SKF105-111 アジ

#SKF105-103 クリアークラウン #SKF105-104 ライムヘッドクリアーⅡ

“シーバスの餌”とまで呼ばれる高い実釣性能を誇る超ロングセラーミノー。港湾部をはじめ河川から干潟まで使う場所や季節を選ばず活躍。
安定した飛距離と食わせのアクションを併せ持つ。フローティングのSFとシンキングのSSの使い分けにより様々な状況にマッチさせられる。

［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］#6 ［リング］#3 
［価格］1,700円（税抜） ［誕生日］2001/11/15

®

#SKF201・#SKS201
レッドヘッド

#SKF202・#SKS202
チャートバックパール

#SKF205・#SKS205
レッドベリー

#SKF206・#SKS206
コットンキャンディー

#SKF207・#SKS207
アカキン

#SKF210・#SKS210
マコイワシ

#SKF211・#SKS211
ボラ

［全長］75mm ［重量］6g ［タイプ］フローティング ［レンジ］30～80cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#10 ［リング］#2
［価格］1,450円（税抜） ［誕生日］2015/2/10

#SKF75-101・#SKS75-101
レッドヘッド

#SKF75-102・#SKS75-102
チャートバックパール

#SKF75-105・#SKS75-105
アカキン

#SKF75-106・#SKS75-106
ピンクバックキャンディー

#SKF75-110・#SKS75-110
マコイワシ

#SKF75-113・#SKS75-113
ボラ

#SKF75-104 ・#SKS75-104
マットチャート

#SKF75-108・#SKS75-108
グリーンバックシャイナー

#SKF75-112・#SKS75-112
ゴールドキャンディー

シーバスをターゲットとしたsasukeの最小モデル。早春からのスモールベイトパターンに滅法強く、小場所から干潟・河口といったオープンエリアでも活躍。
サイズを感じさせない飛距離もこのルアーの魅力。フローティングモデルのSF・シンキングモデルのSSはレンジの使い分け以外に、
リトリーブではSF、ドリフトやアクションといった小技を入れるにはSSと、それぞれの強みを最大限に引き出せる。 

®

#SKF75-118・#SKS75-118
ブラック＆ブラック

#SKF75-117・#SKS75-117
マットブルーバックオレンジ

#SKF75-116・#SKS75-116
メタルブルーバックチャート

#SKF75-121・#SKS75-121
チャートヘッドクリアー
NEW COLOR!

#SKF75-115・#SKS75-115
ライムバックパールグロー

GLOW

#SKF214・#SKS214
ハマーギーゴ
濱本国彦カラー

#SKF213・#SKS213
ロイヤルコーラルピンク
大野ゆうきカラー

#SKF217・#SKS217
いちごミルク
NEW COLOR!

#SKF215・#SKS215
クリーミーチャート
辺見哲也カラー

#SKF218・#SKS218
ライムスタークリアー
NEW COLOR!

#SKF219・#SKS219
メタルライムチャート
NEW COLOR!

#SKF220・#SKS220
ブラック＆ブラック
NEW COLOR!

#SKF75-19・#SKS75-119
パールボラOB
NEW COLOR!

#SKF75-120・#SKS75-120
PHBBC

NEW COLOR!

［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］#6 ［リング］#3 
［価格］1,700円（税抜） ［誕生日］2001/11/15

®

［全長］75mm ［重量］7g ［タイプ］シンキング［レンジ］40～90cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#10 ［リング］#2
［価格］1,450円（税抜） ［誕生日］2015/4/10

®

［全長］70mm ［重量］8g ［タイプ］シンキング ［レンジ］60～100cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#8 ［リング］#2
［価格］1,500円（税抜） ［誕生日］2004/6/21

#BT70-201 レッドヘッド #BT70-202 ハッピーレモン #BT70-203 コーラルピンク #BT70-204 コットンキャンディー #BT70-205 玉彩

#BT70-211 ロイヤルコーラルピンク
大野ゆうきカラー

#BT70-212 ハマーギーゴ
濱本国彦カラー

#BT70-214 マットチャート

#BT70-219 ゴールドキャンディー#BT70-218 ボラ#BT70-217 メタルライムチャート

#BT70-216 ライムスタークリアー#BT70-215 ライムバックパールグロー

®

GLOW

sobat 80 80㎜ 13g シンキング 20～50cm 可変アクション #6 #3 1,600円

B-太70 70㎜ 8g シンキング 60～100cm ウォブンロール ＃8 #2 1,500円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

［全長］80mm ［重量］13g ［タイプ］シンキング［レンジ］20～50cm
［アクション］可変アクション ［フック］#6 ［リング］#3
［価格］1,600円（税抜） ［誕生日］2005/6/21

®

#SB101 チャートバックパールノッチ #SB102 アカキン #SB103 玉彩 #SB104 コットンキャンディー

#SB106 マコイワシ #SB108 ライムヘッドクリアー #SB109 クリーミーチャート
辺見哲也カラー

#SB107 ボラッ子 #SB111 マットチャート

#SB105 グラデイワシ

#SB112 メタルライムチャート #SB113 ゴールドイワシ #SB114 ブラック＆ブラックGLOW

sasuke 120 裂波の性能を踏襲しつつ新機軸を盛り込んだ sasuke 105。ステディ
リトリーブでスライドダートアクションを発生。ファストリトリーブや激しいアクションを入れ
ても水面を割りにくいため、デイゲームのリアクション狙いも得意とする。また、空力に
優れた箱型ボディの採用により強風下でも安定した遠投性を獲得。ヒラスズキゲーム
のフォローベイトとしての実績も高い。 

今でこそオーソドックスとなったリップ付きシンペンの先駆けと言えるのがsobat 80。ジャンル的にはシンキ
ングミノーでありながら、リトリーブスピードに応じてミノーのようにも、シンペンのようにも扱うことが出来る。
デイゲームではファストリトリーブからのジャーク、スローリトリーブが中心となるナイトゲームではシンペン的
なスラロームアクション。昼夜問わず活躍してくれる万能シンキングミノーがsobat 80だ。

2004年の発売以来、絶えず実績を上げ続ける超ロングセラールアーのB-太 70。シビアなベイエリアの
シーバスにターゲットを絞ったこのルアーは、素早い立ち上がりを実現する固定重心設定で、巻いて良し・
動かして良しの攻撃的シンキングシャッド。橋脚やバース周りの縦ストラクチャーや、シーバスにとって最大
のストラクチャーでもある壁際攻略で最高のパフォーマンスを発揮してくれる。

SEABASS
minnow
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［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  
［価格］1,800円（税抜） ［誕生日］2018年5月発売予定

#SO90-001 レッドヘッドパールOB #SO90-002 チャートバックパール #SO90-003 チャートヘッドクリアー #SO90-004 コットンキャンディー

#SO90-005 マットゴールデン #SO90-006 CHフラッシュ #SO90-007 グリーンゴールド #SO90-008 PHBBC

#SO90-009 マコイワシ #SO90-010 パールボラOB #SO90-011 ボラ #SO90-012 ブラック＆ブラック

SEABASS
sinking pencil & swim bait

ハイプレッシャー化が進む昨今のシーバスゲーム。水押しの強いアクションはプレッシャーに晒されたシーバス達が嫌う傾向が強く
なってきているが、そのような状況下で絶大な威力を発揮するのがS字アクション。高活性な魚はもちろん、ニュートラルな状態の
魚のスイッチを強制的に入れる力を持つアクションだ。

somari 90はワイドピッチなS字スラロームアクション。ルアーのアクションを出しにくいデッドスローリトリーブ時においても、なめら
かなS字を描きながら水面直下という、シーバスフィッシングにおいて最も熱いレンジでシーバスを誘い出す。

somari 90の特筆すべき性能はS字アクションのみに止まらない。最大の特徴とも言えるのは水中で食わせの間を演出できる超
スローシンキング設定。アクションからのストップで食わせることはもちろん、流れに乗せて巻かずに流してやるだけでオートマチック
にS字アクションを描き、シーバスのバイトを導き出してくれる。

2018NEW PRODUCTS

SEABASS
sinking pencil

& swim bait

超スローシンキング・スローリトリーブ対応 S字系シャローランナー
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抜群の遠投性能を誇るヘビーウエイトシンペンのYOICHI 99。逆風を切り裂く磯のヒラスズキゲームや、広大なサーフを探るフラットフィッシュゲームとの
相性抜群で、引き抵抗を感じさせるカップ形状のフェイスを持ち、水中のインフォメーションをアングラーに伝える。流れに対して浮き上がりやすい性質を
持つため、シャローエリアの攻略も得意とする。

ノーマルモデルのYOICHI 99を大幅にウエイトダウンして、よりシーバスの使用に特化させたのがYOICHI 99 LIGHT。遠投性能を保ちつつも、
シャローが広がる河口や干潟でスローな攻めや、浅根に潜むヒラズスキ攻略に欠かすことの出来ないルアー。その中でも遠投性能とシャロー性能という、
相反する要素を求められる河川のドリフトテクニックとの相性は抜群。

#YI99-001 レッドヘッド #YI99-002 チャートバックパール #YI99-003 マットチャート #YI99-004 クリアークラウン

#YI99-005 コットンキャンディー #YI99-006 イバラキキャンディー #YI99-007 ピンクイワシ #YI99-008 マコイワシ

#YI99-009 ボラ #YI99-010 ゴールドシャイナー #YI99-011 アカキンOG #YI99-012 四季彩

#YI99L-001 レッドヘッド #YI99L-002 チャートバックパール #YI99L-003 マットチャート #YI99L-004 クリアークラウン

#YI99L-005 コットンキャンディー #YI99L-006 イバラキキャンディー #YI99L-007 ピンクイワシ #YI99L-008 マコイワシ

#YI99L-009 ボラ #YI99L-010 ゴールドシャイナー #YI99L-011 アカキンOG #YI99L-012 四季彩

#YI99L-013 ボラグロー
大野ゆうきカラー
NEW COLOR!

#YI99L-014 マットオレンジブルー
鈴木斉カラー
NEW COLOR!

#YI99L-015 ブルーハマイ
濱本国彦カラー
NEW COLOR!

#YI99L-016 クラシカルRH
辺見哲也カラー
NEW COLOR!

［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 ［価格］1,650円（税抜） ［誕生日］2017/3/31

［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 ［価格］1,650円（税抜） ［誕生日］2017/9/30

#YI99-013 PHBBC
NEW COLOR!

#YI99-014 ブラック＆ブラック
NEW COLOR!

#YI99-015 メタルシャッド
NEW COLOR!

#YI99-016 レッドヘッドパールOB
NEW COLOR!

#YI99-017 ボラグロー
大野ゆうきカラー
NEW COLOR!

#YI99-018 マットオレンジブルー
鈴木斉カラー
NEW COLOR!

#YI99-019 ブルーハマイ
濱本国彦カラー
NEW COLOR!

#YI99-020 クラシカルRH
辺見哲也カラー
NEW COLOR!

GLOW

GLOW

［全長］110mm ［重量］11g ［タイプ］シンキング ［レンジ］0～30cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#10 ［リング］#2
［価格］1,650円（税抜） ［誕生日］2008/12/15

#CA110-101 レッドヘッドパールオレンジベリー #CA110-102 チャートバックパール

#CA110-103 ピンクバックキャンディー #CA110-104 オレンジキャンディー

#CA110-105 マットチャートクリアー #CA110-106 いちごミルク

#CA110-107 ライムスタークリアー #CA110-108 マットブルピン

#CA110-109 グリーンバックシャイナー #CA110-110 ゴールドキャンディー

#CA110-111 生シラス #CA110-112 多毛類

#CA110-113 黒バチ

®

［全長］80mm ［重量］7g ［タイプ］シンキング ［レンジ］0～20cm
［アクション］スローウォブンロール ［フック］#10 ［リング］#2
［価格］1,450円（税抜） ［誕生日］2007/1/31

#CA80-101 レッドヘッドパールオレンジベリー #CA80-102 チャートバックパール

#CA80-103 ピンクバックキャンディー #CA80-104 オレンジキャンディー

#CA80-105 マットチャートクリアー #CA80-106 いちごミルク

#CA80-107 ライムスタークリアー #CA80-108 マットブルピン

#CA80-109 グリーンバックシャイナー

#CA80-111 生シラス

#CA80-110 ゴールドキャンディー

#CA80-113 黒バチ

#CA80-112 多毛類

®

YOICHI 99 99㎜ 28g シンキング 10～60cm ワイドスラローム #3 #4 1,650円

YOICHI 99 LIGHT 99㎜ 23g シンキング 10～50cm ワイドスラローム #3 #4 1,650円

CALM 80 80㎜ 7g シンキング 0～20cm スローウォブンロール #10 #2 1,450円

CALM 110 110㎜ 11g シンキング 0～30cm ウォブンロール #10 #2 1,650円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）
流速の早い河川のバチパターン攻略に長けたルアーがCALM 110。シーズン初期、河
川で大型のバチが抜けた時に真骨頂を発揮する。早い流れにも負けない操作性は
CALM 110の強み。バチパターンだけでなくサヨリパターンでの実績も高く、自重を利用
して足場の高い港湾部でも快適に使用できる偏食パターン対応型シンペンだ。

春の風物詩・バチパターン攻略に欠かせないアイテム。港湾や運河、
小規模河川にマッチするサイズ、シェイプの割には重い7gのウエイト。
流れの強い状況やバチが表層まで浮き上がらない状況では特に威力
を発揮する。表層はアルデンテ、中層攻略にCALM80と、状況に合わ
せてローテーションすることで、効率的なゲーム展開を約束してくれる。

遠投性能に特化させたシンキングペンシルがYOICHIシリーズ。飛距離がモノを言うゲームに滅法強く、サーフや磯、
大規模河川といったフィールドで活躍を見せてくれる。アクションはスラロームアクションで、適度な引き抵抗を手元に
伝えるヘッド形状を持つ。ラインナップされているモデルは28gのノーマルモデルと、23gのライトウエイトモデル。
狙いたい場所の距離や水深、スピードに応じてシステマチックなシーバスゲームが展開できる。

YOICHI series

春の風物詩・バチパターン攻略に特化したシンキングペンシルのCALMシリーズ。
バチ抜け専用モデルといえば軽量で水面直下を誘うものが多い中、異彩を放つ高重量設定。
その理由は流れのある河川のバチパターンを攻略するため。早すぎる流れの中で軽量なルアーは滑るように
一瞬で流されてしまうが、高重量のCALMシリーズはルアーコントロールを容易にし、思うがままのゲーム展開を約束してくれる。
河川以外にも港湾部などでバチが表層まで出切らないような状況でも威力を発揮する。

CALM series
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［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 ＃6／リア ＃4 ［リング］#３
［価格］1,850円（税抜） ［誕生日］2015/10/25

#RB95-001 レッドヘッド #RB95-003 チャートバックパール #RB95-005 コットンキャンディー #RB95-006 玉彩

#RB95-008 マコイワシ #RB95-009 ボラ

シャローをスローに引くことの出来るぶっ飛びジグミノーとして、未開の境地を開いたRocket Bait 95。22gのウエイトはMLクラスのロッドでも快適に遠投することができ、 
特徴的なリップにより素早い浮き上がりとタイトローリングアクションを実現。シーバスをはじめフラットフィッシュや青物にも効果的で、絶対的に飛距離が必要な状況で
最大の仕事をしてくれる。

アングラーの尽きることのない飛距離への要求を形にしたモデル。ノーマルモデルより8gアップすることにより、大幅な飛距離の向上、荒天時の操作性とレンジ
キープ能力を向上。サーフや磯、あるいは広大な河口域などの飛距離を求められるフィールドで活躍。ヒラスズキや青物、フラットフィッシュに高い実績を誇る。
M～MHクラスのロングロッドと抜群に相性が良く、最適なタックルセッティングを組むことで驚愕の飛距離を叩き出す。 

Rocket Baitの最小モデル。圧巻の飛距離は継承して、早春のマイクロベイトペターンやルアーサイズやウエイトを上げられない状況で活躍する。
小型のベイトが発する弱 し々い波動を追求し、微弱タイトローリングアクションで弱 し々く泳ぐベイトを捕食している時にチョイスしたい。 

#RB95-011 クリーミーチャート
辺見哲也カラー

#RB95-010 ジョーカー

#RB95-013 マットブルーバックチャート #RB95-014 ピンクオレンジ #RB95-015 ゴールドキャンディー

#RB95-016 メタルライムチャート #RB95-018 CHフラッシュ
NEW COLOR!

#RB95H-013 メタルライムチャート #RB95H-014 ブラック＆ブラック

#RB95-017 ブラック＆ブラック

#RB95H-001 レッドヘッド #RB95H-002 チャートバックパール #RB95H-003 ライムヘッドクリアー #RB95H-004 ピンクバッククリアー

#RB75-001 レッドヘッドパールOB #RB75-002 チャートバックパール #RB75-003 マットチャート #RB75-004 コットンキャンディー

#RB75-005 ライムスタークリアー #RB75-006 メタルライムチャート #RB75-007 BHクリアー #RB75-008 マコイワシ

#RB75-009 ボラ #RB75-010 ハク #RB75-011 ゴールドキャンディー #RB75-012 ブラック＆ブラック

#RB95H-005 アカキン #RB95H-006 イバラキキャンディー #RB95H-007 マットブルーバックチャート #RB95H-008 ゴールドキャンディー

#RB95H-009 ピンクバックキャンディー #RB95H-010 アカピン #RB95H-011 マコイワシ #RB95H-012 ボラ

#RB95-019 メタルシャッド
NEW COLOR!

［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］#3
［価格］1,900円（税抜） ［誕生日］2016/11/10

［全長］75mm ［重量］13g ［タイプ］シンキング ［レンジ］5～40cm
［アクション］微弱タイトローリング ［フック］#12 ［リング］#2
［価格］1,500円 ［誕生日］2017/5/20

RocketBait 75 75㎜ 13g シンキング 5～40cm 微弱タイトローリング #12 #2 1,500円

RocketBait 95 95㎜ 22g シンキング 5～100cm タイトローリング （F）#6 （R）＃4 #3 1,850円

Rocket Bait 95 Heavy             95㎜          30g シンキング 20～200cm タイトローリング （F）#6 （R）＃4 #3 1,900円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

#RB95-012 マットチャートバック

#RB75-013 PHBBC
NEW COLOR!

#RB75-014 リバーソルト
NEW COLOR!

#RB95H-015 CHフラッシュ
NEW COLOR!

#RB95H-016 メタルシャッド
NEW COLOR!

飛距離を売りにしたルアーは数多くあるが、Rocket Baitはただ飛ぶだけのルアーではない。独自形状リップが作用し、
スローリトリーブでも素早く浮き上がり魅惑のタイトローリングアクションを発生させる。とにかく飛距離が必要、
でもしっかりとしたスイミングで誘う必要がある状況下がこのルアーが最も活躍する時で、唯一無二の活躍をしてくれるだろう。

Rocket Bait series
SEABASS

sinking pencil
& swim bait
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［全長］100mm ［重量］17g ［タイプ］シンキング ［レンジ］30～60cm
［アクション］スラローム ［フック］#4 ［リング］#3
［価格］1,800円（税抜） ［誕生日］2009/9/30

#PC100-102 チャートバックパール#PC100-101 レッドヘッド #PC100-103 コットンキャンディー #PC100-104 玉彩

#PC100-105 クリーミーチャート
辺見哲也カラー

#PC100-106 マコイワシ

®

#PC100-107 ボラ

#PC100-111 ゴールドキャンディー

#PC100-108 マットチャートバック

#PC100-110 ピンクオレンジ#PC100-109 マットブルーバックチャート

［全長］80mm ［重量］15g ［タイプ］シンキング ［レンジ］40～70cm
［アクション］スラローム ［フック］#6 ［リング］#3
［価格］1,800円（税抜） ［誕生日］2014/7/10

#PC80S-201 レッドヘッド

#PC80S-203 玉彩 #PC80S-204 ボラ

#PC80S-205 マットチャートバック #PC80S-206 マットブルーバックチャート

#PC80S-207 ピンクオレンジ

®

#PC80S-209 レッドヘッドパールOB
NEW COLOR!

#PC80S-210 チャートバックパール
NEW COLOR!

#PC80S-211 チャートヘッドクリアー
NEW COLOR!

#PC80S-213 マコイワシ
NEW COLOR!

#PC80S-212 コットンキャンディー
NEW COLOR!

［全長］60mm［重量］10g［タイプ］シンキング［アクション］スラローム
［レンジ］10～50cm［フック］#10［リング］#2
［価格］1,700円（税抜） ［誕生日］2016/4/10

#PC60-001 レッドヘッド #PC60-002 レッドヘッドパールOB

#PC60-003 チャートバックパール #PC60-004 チャートヘッドクリアー

#PC60-005 マットチャート #PC60-006 コットンキャンディー

#PC60-007 マコイワシ #PC60-008 クリアーボラ

#PC60-009 ボラ

#PC60-013 ライムバックパールグロー

#PC60-010 サッパ

#PC60-011 ハク #PC60-012 ゴールデンキャンディー

#PC60-014 ライムスタークリアー

#PC60-015 マットブルーバックオレンジ #PC60-016 メタルブルーバックチャート

p-ce60S                                60㎜         10g　　シンキング　　　　　　　　　　10～50cm 　　 スラローム        #10        #2 1,700円

P-ce80S 80㎜ 15g シンキング 40～70cm スラローム #6 #3 1,800円

P-ce100 100㎜ 17g シンキング 30～60cm スラローム #4 #3 1,800円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

®

GLOW

#PC100-112 レッドヘッドパールOB
NEW COLOR!

#PC100-113 チャートヘッドクリアー
NEW COLOR!

#PC100-114 パールボラOB
NEW COLOR!

#PC100-115 ブラック＆ブラック
NEW COLOR!

#PC80S-214 パールボラOB
NEW COLOR!

シリーズ最小モデルがp-ce 60S。わずか60㎜のコンパクトボディか
らは想像できない飛距離を見せる。春先から初夏にかけてハクを始
めとするマイクロベイトを偏食するシーバスに極めて有効。ベイトの
存在は確認できるが水面まで出切らない時、水面直下より1枚下の
レンジを探りたい時が出番だ。

リップ付きシンペンp-ce 100の弟分。兄貴分顔負けの飛距離を叩き出
し、やや下のレンジをトレースできる。ベイトの小さい時期、海面が荒れて
いる状況、月明かりが影響している状況、低活性でボトムにステイしてい
る等、そんな時こそp-ce 80Sの出番。

#PC80S-208 ゴールドキャンディー

#PC80S-202 クリーミーチャート
辺見哲也カラー

釣れる流れをアングラーに伝達することを得意とするp-ce（ピース）シリーズ。オリジナルモデルの
p-ce 100は、水面直下をスラロームアクションでスローに探られることが最大の特徴。河川でのド
リフトゲームは勿論流れの緩い干潟や河口域を得意とする。夏から秋にかけてのイナッコパターン
では欠かすことの出来ないピースとなるだろう。

SEABASS
sinking pencil

& swim bait

リップ付きシンキングペンシルのp-ceシリーズ。ルアーの挙動や釣れる流れをアングラーに伝える流速感知能力の高さ、
確実なレンジキープ力、そして遠くのシーバスの鼻先にルアーを送り込む遠投性能を持つ。
シャローのウェーディングゲームでの実績が非常に高く、干潟や河口部の攻略の中心的アイテムとなる。

p-ce series
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磯や河川で有効なHONEY TRAP 95Sのダウンサイジングモ
デル。小粒ながらも抜群の遠投性能を持ち広範囲のサーチで
強みを見せる。早春から夏頃までの小さなベイトを偏食する時期
の河川や港湾で活躍。巻いて良し、投げて良し、落として良し。
様々な状況で活躍してくれるシンキングペンシルだ。

ライトウェイトチューニングを施すことにより、干潟や河口域といったシャローエリア攻略に特化させたのがこのカルトラ。HONEY TRAPの特徴でも
あるドリフト性能は軽量化させることにより更に磨きがかかり、スローな攻めをシャローで行うことが可能に。水深や流速に合わせてノーマルモデルと
組み合わせて使うと効果的。

遠投性能と食わせのアクションを持ち、磯マル専用シンキングペンシル
として誕生したHONEY TRAP 95S。ステディリトリーブで揺らぎを
伴ったS字アクションを発生。流れを受け易い体高のあるフォルムに、
強い流れにも負けないヘビーウエイトはリバーシーバスゲームでも高い
実績を誇る。中層からボトムレンジの攻略には極めて有効。

#HT95-101 レッドヘッド #HT95-102 チャートバックパール

#HT95-104 ボラ

［全長］95mm ［重量］25g ［タイプ］シンキング ［レンジ］30～80cm
［アクション］スラローム ［フック］#3 ［リング］#4
［価格］2,000円（税抜） ［誕生日］2006/12/21

［全長］70mm ［重量］14g ［タイプ］シンキング ［レンジ］20～60cm
［アクション］スラローム ［フック］#6 ［リング］#3
［価格］1,900円（税抜） ［誕生日］2008/3/21

® ®

#HT95-109 ゴールドキャンディー

#HT95-107 マットブルーバックチャート

#HT70-101 レッドヘッド #HT70-102 アカキン

#HT70-105 イワシ #HT70-106 ボラ

#HT70-103 玉彩 #HT95-103 玉彩

#HT95-105 ハマーギーゴ
濱本国彦カラー

#HT95-106 マットチャートバック

#HT95-110 ライムバックパールグロー

#HT95-113 ブラック＆ブラック

#HT95-111 ライムスタークリアー #HT95-112 いちごミルク

#HT95-108 ピンクオレンジ
#HT70-107 マットチャートバック #HT70-108 マットブルーバックチャート

#HT70-109 ピンクオレンジ #HT70-110 ゴールドキャンディー

#HT70-111 ライムバックパールグロー #HT70-112 ライムスタークリアー

#HT70-113 いちごミルク #HT70-114 ブラック＆ブラック

#HT70-104 サッパ

［全長］95mm ［重量］20g ［タイプ］シンキング ［レンジ］30～60cm
［アクション］スラローム ［フック］#3 ［リング］#4
［価格］2,000円（税抜） ［誕生日］2006/12/21

®®

［全長］70mm ［重量］12g ［タイプ］シンキング ［レンジ］10～50cm
［アクション］スラローム ［フック］#6 ［リング］#3
［価格］1,900円（税抜） ［誕生日］2011/7/25

#HT70K-101・#HT95K-101
レッドヘッド

#HT70K-102・#HT95K-102
チャートバックパール

#HT70K-104・#HT95K-104
イワシ

#HT70K-103・#HT95K-103
玉彩

#HT70K-105・#HT95K-105
アジ

#HT70K-106・#HT95K-106
ボラ

#HT70K-107・#HT95K-107
マットチャートバック

#HT70K-108・#HT95K-108
マットブルーバックチャート

#HT70K-109・#HT95K-109
ピンクオレンジ

#HT70K-110・#HT95K-110
ゴールドキャンディー

#HT70K-111・#HT95K-111
ライムバックパールグロー

#HT70K-112・#HT95K-112
ライムスタークリアー

#HT70K-113・#HT95K-113
いちごミルク

#HT70K-114・#HT95K-114
ブラック＆ブラック

GLOW

GLOW

GLOW

SEABASS
sinking pencil

& swim bait

元祖・磯マル専用シンキングペンシルとしてリリースされたHONEY TRAP。遠投性能が釣果を左右する磯マルゲームに適応すべく、
コンパクトボディでありながら高比重のウエイトを搭載。そして磯マルの好むナチュラルなスラロームアクションを発生させる。
体高のあるフォルムは流れを受けやすく河川のドリフトゲームでの実績も高く、数々のランカーを手中に収めてきた。
現在はライトウエイトモデルもカルトラもラインナップされ、様々なシチュエーションで活躍してくれる。

HONEY TRAP series

HONEY TRAP 70S 70㎜ 14g シンキング 20～60cm スラローム ST-46 #6 #3 1,900円

HONEY TRAP 95S 95㎜ 25g シンキング 30～80cm スラローム ST-46 #3 #4 2,000円

HONEY TRAP 70S KARUTORA 70㎜ 12g シンキング 10～50cm スラローム ST-46 #6 #3 1,900円

HONEY TRAP 95S KARUTORA 95㎜ 20g シンキング 30～60cm スラローム ST-46 #3 #4 2,000円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）
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［全長］60mm ［重量］11g ［タイプ］シンキング ［レンジ］60～120cm
［アクション］バイブレーション ［フック］#10 ［リング］#2 
［価格］1,400円（税抜） ［誕生日］2011/1/25

［全長］90mm ［重量］20g ［タイプ］シンキング ［レンジ］160～300cm
［アクション］バイブレーション ［フック］#4 ［リング］#3 
［価格］1,600円（税抜） ［誕生日］2011/2/18

［全長］80mm ［重量］15g ［タイプ］シンキング ［レンジ］80～180cm
［アクション］バイブレーション ［フック］#6 ［リング］#3 
［価格］1,550円（税抜）［誕生日］2010/5/21

®

®

®

®

［全長］70mm ［重量］13g ［タイプ］シンキング ［レンジ］70～150cm
［アクション］バイブレーション ［フック］#8 ［リング］#3 
［価格］1,400円（税抜） ［誕生日］2010/4/28

［全長］60mm ［重量］17g ［タイプ］シンキング ［レンジ］50～150cm
［アクション］バイブレーション ［フック］#10 ［リング］#2
［価格］1,400円（税抜） ［誕生日］2015/3/25

［全長］90mm ［重量］28g ［タイプ］シンキング ［レンジ］150cm over
［アクション］バイブレーション ［フック］#4 ［リング］#3
［価格］1,600円（税抜） ［誕生日］2014/10/10

［全長］80mm ［重量］20g ［タイプ］シンキング ［レンジ］90～190cm
［アクション］バイブレーション ［フック］#6 ［リング］#3
［価格］1,550円（税抜） ［誕生日］2015/3/25

［全長］70mm ［重量］18g ［タイプ］シンキング ［レンジ］80～160cm
［アクション］バイブレーション ［フック］#8 ［リング］#3
［価格］1,400円（税抜） ［誕生日］2015/3/25

#KU60-101・#KU70-101
#KU80-101・#KU90-101

レッドヘッド

#KU60-102・#KU70-102
#KU80-102・#KU90-102
チャートバックパール

#KU60-103・#KU70-103
#KU80-103・#KU90-103

マットチャート

#KU60-104・#KU70-104
#KU80-104・#KU90-104
コットンキャンディー

#KU60-105・#KU70-105
#KU80-105・#KU90-105

四季彩

#KU60-106・#KU70-106
#KU80-106・#KU90-106
シースルーピンクパール

#KU60-107・#KU70-107
#KU80-107・#KU90-107
リアクションチャート

#KU60-111・#KU70-111
#KU80-111・#KU90-111
ナチュラルキャンディー

#KU60-112・#KU70-112
#KU80-112・#KU90-112
キャンディーギーゴ

#KU60-108・#KU70-108
#KU80-108・#KU90-108

アカキンOG

#KU60-109・#KU70-109
#KU80-109・#KU90-109

マコイワシ

#KU60-110・#KU70-110
#KU80-110・#KU90-110

ボラ

#KH60-101・#KH70-101
#KH80-101・#KH90-101

レッドヘッド

#KH60-102・#KH70-102
#KH80-102・#KH90-102
チャートバックパール

#KH60-103・#KH70-103
#KH80-103・#KH90-103

マットチャート

#KH60-104・#KH70-104
#KH80-104・#KH90-104
コットンキャンディー

#KH60-105・#KH70-105
#KH80-105・#KH90-105

四季彩

#KH60-106・#KH70-106
#KH80-106・#KH90-106
シースルーピンクパール

#KH60-107・#KH70-107
#KH80-107・#KH90-107
リアクションチャート

#KH60-111・#KH70-111
#KH80-111・#KH90-111
ナチュラルキャンディー

#KH60-112・#KH70-112
#KH80-112・#KH90-112
キャンディーギーゴ

#KH60-108・#KH70-108
#KH80-108・#KH90-108

アカキンOG

#KH60-109・#KH70-109
#KH80-109・#KH90-109

マコイワシ

#KH60-110・#KH70-110
#KH80-110・#KH90-110

ボラ

#KU60-116・#KU70-116
#KU80-116・#KU90-116

クラシカルRH
辺見哲也カラー
NEW COLOR!

#KU60-114・#KU70-114
#KU80-114・#KU90-114
マットオレンジブルー
鈴木斉カラー
NEW COLOR!

#KU60-115・#KU70-115
#KU80-115・#KU90-115

ブルーハマイ
濱本国彦カラー
NEW COLOR!

#KH60-116・#KH70-116
#KH80-116・#KH90-116

クラシカルRH
辺見哲也カラー
NEW COLOR!

#KH60-114・#KH70-114
#KH80-114・#KH90-114
マットオレンジブルー
鈴木斉カラー
NEW COLOR!

#KH60-115・#KH70-115
#KH80-115・#KH90-115

ブルーハマイ
濱本国彦カラー
NEW COLOR!

#KU60-113・#KU70-113
#KU80-113・#KU90-113

ボラグロー
大野ゆうきカラー
NEW COLOR!

#KH60-113・#KH70-113
#KH80-113・#KH90-113

ボラグロー
大野ゆうきカラー
NEW COLOR!

GLOW

GLOW

ミノーシェイプとカミソリのようなエッジを持ち、引き抵抗
を極限まで軽減しながら手元にしっかりと振動というイン
フォメーションを伝えるkoumeシリーズ。スタンダードモデ
ルには60㎜・11g～90㎜・20gがラインナップ。シリー
ズ最小の60は小型ベイトを偏食する春先のマイクロベ
イトパターンに、70・80は季節や場所を選ばず通年使
えるオールマイティー。90は大型ベイトを捕食している
時や深めのレンジを探りたい時に活用できる。

koumeシリーズの快適な使い心地はそのままに、従来
モデルよりもウエイトを大幅にアップ。これによりキャスタ
ビリティが劇的に向上。また、フォールも早くなったことか
ら、ボトム攻略には欠かせない戦力だ。
60heavy～80heavyはシーバスはもちろん、ボトムト
レースがキモとも言える黒鯛やフラットフィッシュ狙いに
も強く、90heavyはボートゲームや沖堤防の攻略には欠
かせない。

SEABASS
vibration
& blade bait

®

®

®

®

SEABASS
vibration &
blade bait

koumeシリーズは、シャープなフォルム、
軽快な巻き心地と強すぎず弱すぎずの
食わせのアクションが特徴のバイブレーション。
同サイズ2ウエイトシステムの採用により
様々なフィールド、ターゲットにアジャスト。
多彩な攻めを実現出来るこのルアーは、
アングラーに大きなアドバンテージを与える。

koume
series
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2018NEW PRODUCTS

尖った性能こそは持ち合わせていないが、鉄板バイブに求められる基本性能を高水準でクリア。
港湾部や沖堤防の攻略に勿論、水深の深い河川や爆風の磯など、使う場所や魚種を選ばず
活躍してくれる。ストレスフリーな使用感を一度味わうと、他の鉄板バイブには戻れないだろう。

［全長］73ｍｍ ［重量］28ｇ ［タイプ］シンキング
［アクション］バイブレーション ［フック］#6 ［リング］#3
［価格］1,100円（税抜） ［誕生日］2016/5/31

#SD28-004 ボラ

#SD28-008 アカキン

#SD28-002 ブルピンイワシ

#SD28-006 チャートシャイナー #SD28-010 コンスタンギーゴ

#SD28-003 コットンキャンディー

#SD28-007 玉彩

#SD28-012 マットチャート#SD28-011 レッドヘッドゴールド

#SD28-001 イワシ #SD28-005 稚アユ

#SD28-009 グリーンゴールド

#SD28-014 パープルイワシ#SD28-013 ピンクバックオレンジベリー

SCHNEIDER 13は小粒かつ高比重なボディバランスの鉄板バイブ。
L～MLクラスのシーバスロッドで快適に扱えるセッティングで、
広大なシャローエリアやベイトサイズの小さな春先の港湾部などで活躍する。
樹脂製バイブレーションとのローテーションで、シーバス攻略の幅が大きく広がるだろう。

#SD13-004 ボラ#SD13-002 ブルピンイワシ #SD13-003 コットンキャンディー#SD13-001 イワシ

#SD13-008 アカキン#SD13-006 チャートシャイナー #SD13-007 玉彩

#SD13-005 稚アユ

#SD13-012 マットチャート

#SD13-010 コンスタンギーゴ

#SD13-011 レッドヘッドゴールド

#SD13-009 グリーンゴールド

#SD13-014 パープルイワシ#SD13-013 ピンクバックオレンジベリー

［全長］55mm ［重量］13g ［タイプ］シンキング ［アクション］バイブレーション
［フック］#12 ［リング］#2 ［価格］1,000円（税抜） ［誕生日］2017/3/31

#SD13-015 メタルシャッド
NEW COLOR!

#SD28-016 GSベイト
NEW COLOR!

#SD28-015 メタルシャッド
NEW COLOR!

#SD13-016 GSベイト
NEW COLOR!

#SD18-004 ボラ#SD18-002 ブルピンイワシ #SD18-003 コットンキャンディー#SD18-001 イワシ

#SD18-008 アカキン#SD18-006 チャートシャイナー #SD18-007 玉彩

#SD18-005 稚アユ

#SD18-012 マットチャート

#SD18-010 コンスタンギーゴ

#SD18-011 レッドヘッドゴールド

#SD18-009 グリーンゴールド

#SD18-014 パープルイワシ#SD18-013 ピンクバックオレンジベリー

［全長］68mm ［重量］18g ［タイプ］シンキング ［アクション］バイブレーション
［フック］#8 ［リング］#3 ［価格］1,100円（税抜） ［誕生日］2018年4月発売予定

#SD18-015 メタルシャッド

#SD18-016 GSベイトGLOW

GLOW

GLOW

“THE STANDARD”鉄板バイブにありがちなウィークポイントを解消し、
スタンダードでありながらも投げる・沈める・巻くといった基本性能を高水
準でクリアしたSCHNEIDER（シュナイダー）シリーズ。使い手を選ばな
いその使用感と安定した釣果から、登場以降数々の実績を上げた鉄板
バイブである。ディープ攻略の核となるSCHNEIDER28、シャローゲー
ムやマイクロベイトパターンに対応するSCHNEIDER13に加え、間を埋
めるサイズのSCHNEIDER18が2018年追加ラインナップされる。
SCHNEIDER18は、鉄板バイブに求められる高い基本性能を備え、
フィールドや時期、そしてアングラーを選ばずに活躍してくれる。デイゲー
ムでのスピーディーな展開から、港湾部やボートゲームでのミドルレンジ
攻略、リバーゲームで効果的なボトムへのアプローチなど、シチュエーショ
ンを選ぶことなく幅広い場面で活躍してくれ、正に“THE STANDARD”
という表現が相応しいモデルである。

SCHNEIDERは投げる・巻く・沈めるといった 基本性能を徹底的に追及した鉄板バイブレーション。
飛行姿勢を崩さない安定した飛距離、 スピード・レンジやアクションの強さを調整できる2つのラインアイと、
ボトムマテリアルを感じやすいヘッド形状を持つ。スタンダードでありながらも、エキスパートからビギナーまで
快適に扱うことが可能。シャローからディープまで、あらゆる状況に対応する3サイズがラインナップ。
シーバス攻略の幅を大きく広げてくれる鉄板バイブである。

SCHNEIDER series

SEABASS
vibration &
blade bait

THE BEST OF STANDARD

3837



大型のベイトを補食している時や、ディープエリアで活躍してくれる3フック鉄板バイブ。
最大の特徴は他を寄せつけない圧倒的な飛距離。誰が投げてもバランスを崩さず気持ちよく飛んでくれる。
そして使い心地の良さ。狙うレンジや流速・シーバスの反応に合わせて3つの位置のアイから選ぶことで、
快適かつ効果的に投げ続けられる。

#EP110-001 アカキン #EP110-002 コットンキャンディー #EP110-003 玉彩

#EP110-004 ピンクイワシ #EP110-005 イワシ #EP110-006 マコイワシ

#EP110-007 コノシロ #EP110-008 ボラ #EP110-009 チャートシャイナー

®

#SG30-101
ピンクバックキャンディー（シルバー）

（カッコ）内はブレードカラー

#SG30-102
玉彩（ゴールド）

#SG30-103
ムラキン（ゴールド）

#SG30-104
チャートイワシ（ゴールド）

#SG30-105
グラデイワシⅡ（シルバー）

#SG30-106
ブルピンイワシ（シルバー）

#SG30-107
ジョーカー（シルバー）

#SG30-112
マットオレンジヘッドチャート（シルバー）

#SG30-113
タフコンセグロ（ガンメタ）

#SG30-114
デイゲームマイスター（シルバー）

#SG30-108
アカキンⅡ（ゴールド）

#SG30-109
ブラックバックマジョーラ（シルバー）

#SG30-110
レッドテイルパール（シルバー）

®

#SG30-111
レッドヘッドゴールド（ゴールド）

koume 60 60㎜ 11g シンキング 60～120cm バイブレーション #10 #2 1,400円

koume 70 70㎜ 13g シンキング 70～150cm バイブレーション #8 #3 1,400円

koume 80 80㎜ 15g シンキング 80～180cm バイブレーション #6 #3 1,550円

koume 90 90㎜ 20g シンキング 160～300cm バイブレーション #4 #3 1,600円

koume 60 Heavy 60㎜ 17g シンキング 50～150cm バイブレーション #10 #2 1,400円

koume 70 Heavy 70㎜ 18g シンキング 80～160cm バイブレーション #8 #3 1,400円

koume 80 Heavy 80㎜ 20g シンキング 90～190cm バイブレーション #6 #3 1,550円

koume 90 Heavy 90㎜ 28g シンキング 150cm OVER バイブレーション #4 #3 1,600円

SCHNEIDER 13 55㎜ 13g シンキング ―　　 バイブレーション #12 #2 1,000円

SCHNEIDER 18 68㎜ 18g シンキング ―　　 バイブレーション #10 #2 1,100円

SCHNEIDER 28 73㎜ 28g シンキング ―　　 バイブレーション #6 #3 1,100円

SpinGulf neo 20 95㎜ 20g シンキング ―　　 テイルスピン #12 #2 1,250円

SpinGulf neo 30 105㎜ 30g シンキング ―　　 テイルスピン （F）#10 （R）#12 #2 1,300円

ESPADA 110 110㎜ 33g シンキング ―　　 バイブレーション #8 #3 1,300円

モデル　　　　　　　　　　　　全 長　　　　　重 量　　　タイプ 　　　　　　レンジ 　　　　　　　　アクション フック リング 価格（税抜）

［全長］110ｍｍ ［重量］33ｇ ［タイプ］シンキング ［アクション］バイブレーション
［フック］＃8 ［リング］#3
［価格］1,300円（税抜）［誕生日］2015/11/30

［全長］95mm（ボディ 45mm） ［重量］20g
［フック］#12 ［リング］#2 ［ブレード］オリジナル #3
［価格］1,250円（税抜）［誕生日］2016/2/29

#SG20-101
ピンクバックキャンディー（シルバー）

（カッコ）内はブレードカラー

#SG20-102
玉彩（ゴールド）

#SG20-103
ムラキン（ゴールド）

#SG20-104
チャートイワシ（ゴールド）

#SG20-105
グラデイワシⅡ（シルバー）

#SG20-106・
ブルピンイワシ（シルバー）

#SG20-107
ジョーカー（シルバー）

#SG20-112・
マットオレンジヘッドチャート（シルバー）

#SG20-113
タフコンセグロ（ガンメタ）

#SG20-114
デイゲームマイスター（シルバー）

#SG20-108
アカキンⅡ（ゴールド）

#SG20-109
ブラックバックマジョーラ（シルバー）

#SG20-110
レッドテイルパール（シルバー）

#SG20-111
レッドヘッドゴールド（ゴールド）

［全長］105mm（ボディ 55mm） ［重量］30g
［フック］フロント#10／リア#12 ［リング］#2 ［ブレード］オリジナル #3
［価格］1,300円（税抜）［誕生日］2016/2/29

®

ライトウエイトモデルのSpinGulf neo 20。MLクラスのロッドとの相性も良く、水深5mまで
のレンジ攻略で活躍。港湾やオープンエリアでの使用は勿論、シャローエリアやリバーシーバ
スゲームでも有効。ミノーやバイブレーションに反応がない時の切り札的ルアーとして活躍し
てくれる。

デイゲーム必須アイテムであるテイルスピンジグ。imaオリジナルの小型ブレードを搭載する
SpinGulf neo。引き抵抗が軽く扱いやすい使用感で、港湾部や沖堤、ボートシーバスといっ
たといった水深10mを超えるディープエリア攻で活躍。針絡みを軽減するしながらも、バラシ
を防ぐツインフックシステムでストレスの無い釣りを約束してくれる。

SEABASS
vibration &
blade bait

ボートゲームでマンメイドストラクチャーや広大なオープンエリアを狙う時、水深のある港湾部のショアゲームでボトムを狙う時。
そのような時に絶対的な活躍を見せてくれるのがスピンテイルジグ。SpinGulf neoはシンプルなデザインでありながらも
細部の設計に拘り快適な使用感を追求。小ぶりなimaオリジナルブレードはボディとのバランスにも優れており、
トラブルレスで高いアピール力を誇り、シーバスのみならず青物やロックフィッシュなど、様々なターゲットをバイトに持ち込む。

Spin Gulf neo series
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imapopkey 80 80㎜ 9g トップウォーター ―　 ドッグウォーク＆ウェイク #6 #3 1,900円

imapopkey 100 100㎜ 12g トップウォーター ―　 ドッグウォーク＆ウェイク #4 #3 1,900円

imapopkey 120㎜ 16g トップウォーター ―　 ドッグウォーク＆ウェイク #4 #3 2,200円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

［全長］120mm ［重量］16g ［タイプ］トップウォーター
［アクション］ドッグウォーク＆ウェイク ［フック］#4 ［リング］#3 
［価格］2,200円（税抜） ［誕生日］2007/9/10

®

［全長］80mm ［重量］9g ［タイプ］トップウォーター
［アクション］ドッグウォーク＆ウェイク ［フック］#6 ［リング］＃3
［価格］1,900円 （税抜） ［誕生日］2010/6/21

®®

［全長］100ｍｍ ［重量］１２ｇ ［タイプ］トップウォーター
［アクション］ドッグウォーク＆ウェイク ［フック］#4 ［リング］#3 
［価格］1,900円 （税抜） ［誕生日］2015/7/10

#IP120-101 レッドヘッド #IP120-102 アカキン #IP120-103 コットンキャンディー #IP120-104 イワシ

#IP120-105 マコイワシ #IP120-106 ボラ #IP120-107 クリアークラウン #IP120-108 ジョーカー

#IP120-109 ピンクヘッドブラック #IP120-110 ホタルキンボラ #IP120-111 ブルーパールボタル #IP120-112 マットブルーバックチャート

#IP80-101 レッドヘッド #IP80-102 アカキン#IP100-001 レッドヘッド #IP100-002 アカキン

#IP100-003 コットンキャンディー #IP100-004 イワシ

#IP100-005 マコイワシ #IP100-006 ボラ

#IP100-007 クリアークラウン #IP100-008 ジョーカー

#IP100-009 ピンクヘッドブラック #IP100-010 ホタルキンボラ

#IP100-011 ブルーパールボタル #IP100-012 マットブルーバックチャート

#IP80-103 コットンキャンディー #IP80-104 イワシ

#IP80-105 マコイワシ #IP80-106 ボラ

#IP80-107 クリアークラウン #IP80-108 ジョーカー

#IP80-109 ピンクヘッドブラック #IP80-110 ホタルキンボラ

#IP80-111 ブルーパールボタル #IP80-112 マットブルーバックチャート

GLOW GLOW

GLOW

GLOW

GLOW

GLOW

#IP120-113 バイオレットシャイナー
NEW COLOR!

#IP120-114 OHゴールド
NEW COLOR!　　

#IP120-115 ビジブルグリーン
NEW COLOR!

#IP120-116 ブルーバックレッドギル
NEW COLOR!

#IP80-113 ハマーギーゴ
濱本国彦カラー

#IP80-114 バイオレットシャイナー
NEW COLOR!

#IP80-115 OHゴールド
NEW COLOR!

#IP80-117 ブルーバックレッドギル
NEW COLOR!

#IP80-116 ビジブルグリーン
NEW COLOR!

#IP100-013 バイオレットシャイナー
NEW COLOR!

#IP100-014 OHゴールド
NEW COLOR!　

#IP100-015 ビジブルグリーン
NEW COLOR!

#IP100-016 ブルーバックレッドギル
NEW COLOR!

SEABASS
topwater

シーバス専用のペンシルとしてこれまで数々の実績を上げてきたロングセラーモデル。ただ巻きウェイクアクション、
ロッドを操作してのドッグウォークやダイブなど、多彩な使い方が出来るのがこのルアーの魅力。オリジナルサイズ
の120㎜は、サイズを生かしてオープンエリアでシーバスを誘い出すことや、ヒラスズキや落ち鮎ゲームでのドリフト
でも高い実績を誇る。

オリジナルの120㎜、弟分の80㎜、多彩なアクションや操作性を継承した中間
サイズのこのモデル。オールシーズン、フィールドを選ばず扱い易い100㎜という
サイズ感。どこに行くときもルアーケースの中に忍ばせておきたいペンシルが
imapopkey 100だ。

内湾や汽水域の小型ベイトに対応したのがimapopkey 80。120㎜サイ
ズで見せた多彩なアクションをそのまま受け継ぎ、アングラーの意思をその
ままスイムで表現可能。トップチヌゲームでの実績も非常に高く、スプラッ
シュを上げたハイアピールアクションでターゲットを魅了する。

imaが誇るシーバス専用ペンシルベイトのimapopkeyシリーズ。
ステディリトリーブだけで起こすウェイクアクション、
そしてロッドワークにクイックに反応する高アピールのドッグウォークと
ダイビングアクションで、フィッシュイーターを狂わせる。
ラインナップは様々な状況で活躍してくれる3モデル。
シーバスは勿論、ヒラスズキや青物、黒鯛とターゲットを選ばず活躍する。

imapopkey series

SEABASS
topwater
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シーバスのトップウォーターゲームで頻発するミスバイト。フッキング率を向上させるために浮力をギリギリまで落とし、
吸い込みを重視したペンシルベイト。その水に纏わりつくような操作感は他のペンシルと明らかに異なる。
アングラーのロッドアクションに機敏に反応し、真横90度近くにグイッと首を鋭く振る動きはシーバスのバイトを誘発する。

［全長］90mm ［重量］12g ［タイプ］トップウォーター 
［アクション］スライディング
［フック］#6 ［リング］#3 
［価格］2,000円（税抜） ［誕生日］2010/8/21 

imapopkeyとは正反対の細身シルエット。浮き姿勢は水平。誰でも簡単にドッグウォークさせられる。
細みであることから控えめなアピールで、警戒心の強いシャローのシーバスにうってつけ。
飛行姿勢・遠投性能も優秀で沖でボイルするシーバス攻略には欠かせない。

®

［全長］110mm ［重量］13g ［タイプ］トップウォーター
［アクション］ドッグウォーク［フック］#4 ［リング］#3 
［価格］1,800円（税抜） ［誕生日］2015/6/10 

#SS110-001 アカキン #SS110-002 マコイワシ #SS110-003 ピンクイワシ

#SS110-006 ピンクヘッドブラック

#SS110-004 玉彩

#SS110-005 コットンキャンディー #SS110-007 メタルブルーバックチャート

#SS110-009 ゴールドイワシ #SS110-010 ブラック&ブラック

#SS110-008 マットブルーバックオレンジ

#PG90-101 レッドヘッドパールOB

#PG90-105 ライムスタークリアー

#PG90-109 マコイワシ #PG90-110 ボラ #PG90-111 ピンクヘッドブラック #PG90-112 ブラック＆ブラック

#PG90-106 潮見スパークル #PG90-107 ダブルアカキン #PG90-108 グリーンゴールド

#PG90-102 チャートバックパール #PG90-103 マットチャート #PG90-104 メタルライムチャート

#PG90-113 バイオレットシャイナー
NEW COLOR!

#PG90-114 OHゴールド
NEW COLOR!　

#PG90-115 ビジブルグリーン
NEW COLOR!

#PG90-116 ブルーバックレッドギル
NEW COLOR!

GLOW

Silent Salt Skimmer 110㎜ 13g トップウォーター  ドッグウォーク #4 #3 1,800円

PUGACHEVS COBRA 90㎜ 12g トップウォーター  スライディング #6 #3 2,000円

モデル 全 長 重 量 タイプ  アクション フック リング 価格（税抜）

SEABASS
topwater
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  5g：［全長］41mm（アイ含む） ［重量］5g   ［誕生日］2014/8/25 ［価格］500 円（税抜）
  7g：［全長］45mm（アイ含む） ［重量］7g   ［誕生日］2011/8/12 ［価格］500 円（税抜）
12g：［全長］55mm（アイ含む） ［重量］12g ［誕生日］2011/8/12 ［価格］550 円（税抜）
20g：［全長］73mm（アイ含む） ［重量］20g ［誕生日］2005/5/31 ［価格］600 円（税抜）
30g：［全長］80mm（アイ含む） ［重量］30g ［誕生日］2004/4/21 ［価格］650 円（税抜）
40g：［全長］85mm（アイ含む） ［重量］40g ［誕生日］2005/8/31 ［価格］700 円（税抜）
50g：［全長］90mm（アイ含む） ［重量］50g ［誕生日］2013/8/25 ［価格］750 円（税抜）
60g：［全長］100mm（アイ含む） ［重量］60g ［誕生日］2013/8/25 ［価格］800 円（税抜）

20g：［全長］（アイ含む）73mm ［重量］20g ［タイプ］ジグ ［アシストフック］伊勢尼13 号 ［価格］700 円（税抜） ［誕生日］2017/3/31
30g：［全長］（アイ含む）80mm ［重量］30g ［タイプ］ジグ ［アシストフック］伊勢尼13 号 ［価格］750 円（税抜） ［誕生日］2017/3/31
40g：［全長］（アイ含む）85mm ［重量］40g ［タイプ］ジグ ［アシストフック］伊勢尼14号 ［価格］800 円（税抜） ［誕生日］2017/3/31

※カラーは全て共通。画像はGUN吉12g　

イワシ
20ｇ : ＃GK20-101
30ｇ : ＃GK30-101
40ｇ : ＃GK40-101
50ｇ : #GK50-001
60ｇ : #GK60-001

マコイワシ
20ｇ : ＃GK20-102
30ｇ : ＃GK30-102
40ｇ : ＃GK40-102
50ｇ : #GK50-002
60ｇ : #GK60-002

ブルーピンク
20ｇ : ＃GK20-103
30ｇ : ＃GK30-103
40ｇ : ＃GK40-103
50ｇ : #GK50-003
60ｇ : #GK60-003

コットンキャンディー
20ｇ : ＃GK20-104
30ｇ : ＃GK30-104
40ｇ : ＃GK40-104
50ｇ : #GK50-004
60ｇ : #GK60-004

ピンク
20ｇ : ＃GK20-105
30ｇ : ＃GK30-105
40ｇ : ＃GK40-105
50ｇ : #GK50-005
60ｇ : #GK60-005

チャートバックオレンジベリー
20ｇ : ＃GK20-106
30ｇ : ＃GK30-106
40ｇ : ＃GK40-106
50ｇ : #GK50-006
60ｇ : #GK60-006

アカキン
20ｇ : ＃GK20-107
30ｇ : ＃GK30-107
40ｇ : ＃GK40-107
50ｇ : #GK50-007
60ｇ : #GK60-007

スモモ
20ｇ : ＃GK20-108
30ｇ : ＃GK30-108
40ｇ : ＃GK40-108
50ｇ : #GK50-008
60ｇ : #GK60-008

ギンギン
20ｇ : ＃GK20-112
30ｇ : ＃GK30-112
40ｇ : ＃GK40-112
50ｇ : #GK50-012
60ｇ : #GK60-012

グリーンゴールド
20ｇ : ＃GK20-109
30ｇ : ＃GK30-109
40ｇ : ＃GK40-109
50ｇ : #GK50-009
60ｇ : #GK60-009

キンクロ
20ｇ : ＃GK20-110
30ｇ : ＃GK30-110
40ｇ : ＃GK40-110
50ｇ : #GK50-010
60ｇ : #GK60-010

背黒
20ｇ : ＃GK20-111
30ｇ : ＃GK30-111
40ｇ : ＃GK40-111
50ｇ : #GK50-011
60ｇ : #GK60-011

※カラーは全て共通。画像はGUN吉30g　20g 30g 40g 50g 60g

®

20g 30g 40g ® Assist Plus

岸壁ジギングに最適なメタルジグ。フォールさせるとランダムに
スライドアクションを起こす為、フォール時にバイトが多発する。
バーチカルジギングでも的確なアクションをジグに伝えることができ、
青物のキャスティングはもちろん、最近ではヒラメのボトム攻略等
万能型メタルジグとして様々な応用方法が開発されている。
高いポテンシャルを秘めたバーサタイルジグ。

万能型メタルジグとして名高いGUN吉にアシストフックを搭載、即実戦投入が可能となった。フックは伊勢尼を採用。フックの
セッティングはフックの大きさとアシストの長さに拘り、フッキングしやすく針絡みしにくい絶妙な設計となっている。
さらにGUN吉のアクションを邪魔せず本来のポテンシャルを最大限発揮し、ショアジギングのターゲットとなる様々な魚種へ猛
アピール。回遊のチャンスを逃したくないアングラーに是非手に取って頂きたいアイテムである。

イワシ
20ｇ : #GKA20-001
30ｇ : #GKA30-001
40ｇ : #GKA40-001

マコイワシ
20ｇ : #GKA20-002
30ｇ : #GKA30-002
40ｇ : #GKA40-002

ブルーピンク
20ｇ : #GKA20-003
30ｇ : #GKA30-003
40ｇ : #GKA40-003

コットンキャンディー
20ｇ : #GKA20-004
30ｇ : #GKA30-004
40ｇ : #GKA40-004

ピンク
20ｇ : #GKA20-005
30ｇ : #GKA30-005
40ｇ : #GKA40-005

アカキン
20ｇ : #GKA20-006
30ｇ : #GKA30-006
40ｇ : #GKA40-006

グリーンゴールド
20ｇ : #GKA20-007
30ｇ : #GKA30-007
40ｇ : #GKA40-007

ギンギン
20ｇ : #GKA20-008
30ｇ : #GKA30-008
40ｇ : #GKA40-008

 5ｇ : #GK5-001
 7ｇ : #GK7-001
12ｇ : #GK12-001

イワシ
 5ｇ : #GK5-003
 7ｇ : #GK7-003
12ｇ : #GK12-003

ピンク
 5ｇ : #GK5-005
 7ｇ : #GK7-005
12ｇ : #GK12-005

グリーンゴールド
 5ｇ : #GK5-002
 7ｇ : #GK7-002
12ｇ : #GK12-002 

コットンキャンディー
 5ｇ : #GK5-004
 7ｇ : #GK7-004
12ｇ : #GK12-004

アカキン
 5ｇ : #GK5-006
 7ｇ : #GK7-006
12ｇ : #GK12-006 

ギンギン

ブルーピンク
#FOX30-001 #FOX40-001 #FOX50-001

ピンクバック
#FOX30-002 #FOX40-002 #FOX50-002

ピンクバックグロー
#FOX30-003 #FOX40-003 #FOX50-003

ブラックバック
#FOX30-004 #FOX40-004 #FOX50-004

グリーンバック
#FOX30-005 #FOX40-005 #FOX50-005

スモルト
#FOX30-006 #FOX40-006 #FOX50-006

フロリダグロー
#FOX30-010 #FOX40-010 #FOX50-010

※カラーチャート共通。画像は50g。
品番は左から30g、40g、50g。

アカキン
#FOX30-007 #FOX40-007 #FOX50-007

アクアマリン
#FOX30-008 #FOX40-008 #FOX50-008

ブラックバックパール
#FOX30-009 #FOX40-009 #FOX50-009

GLOW

GLOW

METAL JIG

30g ［全長］  90mm（アイ含む） ［重量］30g ［価格］800円（税抜） ［発売日］2014年10月25日
40g ［全長］100mm（アイ含む） ［重量］40g ［価格］850円（税抜） ［発売日］2014年10月25日
50g ［全長］110mm（アイ含む） ［重量］50g ［価格］900円（税抜） ［発売日］2014年10月25日

海アメ・海サクラ狙いのスリムシェイプメタルジグ
細身＆後方重心が生み出す抜群の遠投力！
浮き上がりを抑えたレンジキープ力、軽快な引き心地のウォブリングアクションで
一日中投げ続けられるキャスティングジグ。3つのウエイトであらゆる状況にマッチ。

北海道専用アイテム
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#KT77-014 オレピントイボーン
NEW COLOR!

K-太 77 SUSPEND 77㎜ 12g 汽水サスペンド 10～60cm ウォブンロール #6 #3 1,550円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

［全長］77mm ［重量］12g ［タイプ］汽水サスペンド ［レンジ］10～60cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#6 ［リング］#3 ［価格］1,550円 (税抜)
［誕生日］2017/6/10

#KT77-001 レッドヘッド #KT77-002 チャートバックパール

#KT77-005 グリキンホワイト #KT77-006 シャイナー

#KT77-009 ボラ #KT77-010 ゴールドキャンディー

#KT77-013 ハマーギーゴ

SEABASS
signature model
Hamamoto Kunihiko

#KT77-016 アイマスポット
NEW COLOR!

#KT77-004 コットンキャンディー

#KT77-008 マコイワシ

#KT77-012 ブルーハマイ

#KT77-015 ロイヤルブルボーン
NEW COLOR!

#KT77-003 クリアークラウン

#KT77-007 ハク

#KT77-011 ドリームシラス

濱本国彦が愛してやまないB-太シリーズの進化した形、それがこのK-太 77 SUSPEND。
ピンスポットシューティングに求められる正確なキャスト性能、立ち上がりの速さ。マグネット重心移動システムがその全てを高次元で実現。そして水平
姿勢で漂うサスペンドセッティングにより、リトリーブやアクションを止めた瞬間の「食わせの間」をアングラーの思うがままに演出できる。港湾部や小規
模河川、またはボートシーバスゲームなど、シーバスがそこにいると思える時、そこで口を使わせたい時に高い威力を発揮する。

SEABASS
signature model

Hamamoto Kunihiko

Produce Next Product

coming soon!
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［全長］95mm ［重量］7.1g ［タイプ］シンキング ［レンジ］０～１ｃｍ
［アクション］ゆらぎロールアクション ［フック］#10 ［リング］#2
［価格］1,500円（税抜） ［誕生日］2012/12/10

#AD95-007 カルボナーラ #AD95-008 ハッピーレモン #AD95-009 ムーンライトブラッド #AD95-013 ペルルピンク

#AD95-014 ペルルイエロー #AD95-015 ライトニングパープル #AD95-016 ライトニングブラック #AD95-019 ピスタチオ

#AD95-020 カフェラテ #AD95-021 ゴールデンマンゴー #AD95-022 レッドパプリカ

®

港湾バチパターン攻略の決定版Aldente 95Sは着水直後のリトリー
ブ直後に急浮上。サーフェスレンジをキープし、表層を意識している
シーバスに猛アピール。揺れるような揺らぎアクションと僅かなV字引き
波を発生させる。攻略困難なバチ食いシーバスに口を使わせる。 

#AD95-024 グレイ #AD95-025 ほぼグロー

#AD95-023 bay night fever

［全長］70ｍｍ ［重量］4ｇ ［タイプ］シンキング ［レンジ］0～1cm
［アクション］ゆらぎロールアクション ［フック］#12 ［リング］#2
［価格］1,500円（税抜） ［誕生日］2015/12/10

#AD70-001 ハッピーレモン #AD70-002 カルボナーラ #AD70-003 ムーンライトブラッド #AD70-004 ペルルイエロー #AD70-005 ペルルピンク

#AD70-006 ライトニングパープル #AD70-007 ライトニングブラック #AD70-008 ピスタチオ #AD70-009 カフェラテ #AD70-010 ゴールデンマンゴー

#AD70-013 グレイ #AD70-014 ほぼグロー#AD70-012 bay night fever#AD70-011 レッドパプリカ

湾奥のバチパターン攻略に欠かす事のできなくなったAldente 95Sのダウンサイジングモ
デル。ただのダウンサイジングモデルではなく、中・近距離戦に強く、足元までバイトチャン
スを逃さずきっちり泳いでくれる。そして僅か4gという軽いウエイトながらも、スリムシェイプ+
後方重心により必要十分な飛距離を生み出してくれる。

［全長］80ｍｍ ［重量］12ｇ ［タイプ］フローティング ［レンジ］0～20ｃｍ
［アクション］ウォブンロール ［フック］＃6 ［リング］＃3
［価格］1,800円（税抜） ［誕生日］2011/3/31

#MO80-001 レッドヘッド #MO80-002 ハッピーレモン #MO80-003 コーラルピンク #MO80-008 グリーンSゴールド

#MO80-015 マッシュベイト

#MO80-005 コットンキャンディー

#MO80-019 ムーンライトマジック #MO80-021 アメシスフラッシュ#MO80-018 ブラックポーション #MO80-020 ボラグロー

® 大野ゆうき完全監修によるサーフェイスミノー。着水直後に立ち上がり、水面直下をウォブンロール。
スローリトリーブでは薄皮一枚のレンジを剥ぎ取るような独特の引き波を発生。港湾・河川・干潟まで
あらゆるシャローに対応。 

®

GLOW

GLOW

GLOW

GLOW

GLOW

GLOW

GLOW

GLOW GLOW#AD70-015 マンゴーゼリー
NEW COLOR!

GLOW GLOW GLOW

GLOW GLOW

GLOW GLOW

GLOW

#AD95-026 マンゴーゼリー
NEW COLOR!

#AD95-028 メルティワーム
NEW COLOR!

#AD95-027 マンダリンオレンジ
NEW COLOR!

#AD70-016 マンダリンオレンジ
NEW COLOR!

#AD70-017 メルティワーム
NEW COLOR!

#MO80-022 レモンソーダミント
NEW COLOR!

#MO80-023 インジケーター6
NEW COLOR!

SEABASS
signature model
Ono Yuki

SEABASS
signature model
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#SW230-001 スクールイワシ（シルバー） #SW230-002 ビリジアンイワシ（シルバー）

#SW230-003 ゴールドラッシュ（シルバー） #SW230-004 プラチナラッシュ（シルバー）

#SW230-005 アジ（シルバー） #SW230-006 マズメアプリコット（シルバー）

#SW230-007 ガーデンフラワー（シルバー）

［全長］100mm（ボディ64mm） ［重量］23g ［タイプ］テイルスピン
［フック］フロント#10 リア#12 ［リング］#2
［ブレード］STREAM V BLADE
［価格］1,550円（税抜）［誕生日］2015/6/10 
※（カッコ）内はブレードカラー

#SW230-009 ミニギラ（コパー）

#SW230-008 ゴロウスペシャル（コパー）

#SW230-011 ベイクラブ（ゴールド）

#SW230-010 シャコトラ（ゴールド）

#SW320-001 スクールイワシ（シルバー） #SW320-002 ビリジアンイワシ（シルバー）

#SW320-003 ゴールドラッシュ（シルバー） #SW320-004 プラチナラッシュ（シルバー）

#SW320-005 アジ（シルバー） #SW320-006 マズメアプリコット（シルバー）

#SW320-007 ガーデンフラワー（シルバー）

［全長］105mm（ボディ73mm） ［重量］32g [タイプ］テイルスピン
［フック］#10 ［リング］#2 ［ブレード］STREAM V BLADE
［価格］1,650円（税抜） ［誕生日］2016/6/30
※（カッコ）内はブレードカラー

#SW320-009 ミニギラ（コパー）

#SW320-008 ゴロウスペシャル（コパー）

#SW320-011 スターダストシャワー（ゴールド）

#SW320-010 バイオレットスコール（ゴールド）

より遠くへ、より深く。SW230V gaurのウエイトアップモデル。テイルスピン
の中では重量級の部類に入るモデルだが、一度投げれば軽快な使用感に
その重量を忘れるだろう。沖堤や港湾部といったディープエリアでも、快適な
使用感を約束してくれる。スロースピードでもしっかり回りフラッシングを放つ
ブレードはシーバスのバイトを誘発する。

特徴的なV字スリットが入ったVブレードはレスポンスの向上と引き重り
を大幅に軽減し、超低速でも滑らかな回転を見せシーバスを誘う。そして
ボディ後方に取り付けられたパドルフィンはフックの絡みを軽減し水平
姿勢の安定に貢献。河川や港湾部の岸壁やピン打ちといった、これま
でテイルスピンが苦手としていたポイントの攻略を容易にする。

Aldente 70S 70㎜ 4g シンキング 0～1cm ゆらぎロールアクション #12 #2 1,500円

Aldente 95S 95㎜ 7.1g シンキング 0～1cm ゆらぎロールアクション #10 #2 1,500円

molmo 80 80㎜ 12g フローティング 0～20cm ウォブンロール #6 #3 1,800円

SW 230V gaur 100㎜ 23g テイルスピン [ブレード]STREAM V BLADE ― ― （F）#10 （R）#12 #2 1,550円

SW 320V gaur 105㎜ 32g テイルスピン [ブレード]STREAM V BLADE ― ― #10 #2 1,650円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

SEABASS
signature model
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#IB78FS-015 クラシカルRH
NEW COLOR!

#IB98FS-017 クラシカルRH
NEW COLOR!

#IB98FS-018 リッチメロン
NEW COLOR!

#IB78FS-016 リッチメロン
NEW COLOR!

［全長］78mm［重量］8.5g［タイプ］フローティング［レンジ］10～40cm
［アクション］ワイドウォブンロール［フック］#6［リング］#3
［価格］1,800円（税抜） ［誕生日］2016/4/25

［全長］９８ｍｍ ［重量］１３ｇ ［タイプ］フローティング ［レンジ］0～２０cm
［アクション］ワイドウォブンロール ［フック］＃4 ［リング］#３
［価格］1,850円（税抜） ［誕生日］2015/9/10

#IB98FS-001 レッドヘッド #IB98FS-002 チャートバックパール #IB98FS-004 コットンキャンディー #IB98FS-005 マコイワシ

#IB98FS-006 ボラ #IB98FS-007 セグロ

#IB98FS-011 シトラスチャート

#IB98FS-015 マットボラ

#IB98FS-008 グリーンゴールド

#IB98FS-012 クリーミーチャート

#IB98FS-009 バンズマスター

#IB98FS-014 クリアリーブラック#IB98FS-013 グラデイワシHTカスタム

#IB98FS-016 チャートヘッドクリアーコノシロ

#IB78FS-001 レッドヘッド #IB78FS-002 レッドヘッドパールOB #IB78FS-003 チャートバックパール #IB78FS-004 チャートヘッドクリアー

#IB78FS-005 コットンキャンディー #IB78FS-006 マコイワシ #IB78FS-007 ボラ #IB78FS-008 ハク

#IB78FS-009 グリーンバックシャイナー

#IB78FS-013 マットボラ

#IB78FS-010 バンズマスター #IB78FS-011 ゴールデンキャンディー #IB78FS-012 クリーミーチャート

#IB78FS-014 チャートヘッドクリアーコノシロ

iBORN 78F shallow 78㎜ 8.5g フローティング 10～40cm ワイドウォブンロール #6 #3 1,800円

iBORN 98F shallow 98㎜ 13g フローティング 0～20cm ワイドウォブンロール #4 #3 1,850円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

SEABASS
signature model
Henmi Tetsuya

iBORN 98F shallowが持つシャロー性能と遠投性能はそのままに、マイクロベイトを捕食するセレク
ティブな状況や、港湾部や小規模なフィールドでも扱いやすいサイズのiBORN。ファストリトリーブやト
リッキーなアクションにもしっかりと追従。ナイトゲームはもとより、デイゲームでの使用にも最適なセッ
ティングを施したモデルだ。 

辺見哲也プロデュースモデル第一弾、iBORN 98F shallow。シーバスにとって絶好の捕食エリア
となるシャロー攻略のために生み出されたミノー。どんなに早いリトリーブでも水面直下をキープしてく
れる絶対的なシャロー性能に加え、辺見哲也の代名詞でもあるキャスティング性能を融合。懐刀とし
て常に寄り添う存在。

SEABASS
signature model
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imaを創った人々
KEY PERSON & PRO STAFF

INTERVIEW

シーバスルアーゲームの創成期、

誰もがそのスタイルを模索していた頃、

感度の高いアングラー達はこぞって盤州干潟を訪れていた。

komomoの生まれ故郷とも言える当時の盤州干潟とは

どんな所だったのだろうか。

1998年、干潟の中心的人物であり、

後にimaテスターとなる西村雅裕氏、

komomoの使い手として多くの雑誌記事を

飾った小沼正弥氏、アムズデザインの広報として、

エキスパートアングラーとして数多くのプロモーション活動を

行った中村祐介氏、この3名に当時を振り返っていただいた。

そして、現役プロスタッフ4名にもimaとの出会い、

今のソルトルアーシーンを取り巻く環境、

この先20年の自身とimaの役割について

様々な視点から語っていただいた。
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imaができてから、もう20年になるんだね。当時は干潟全盛。とは言っても、
シーバスをルアーで釣るアングラーは今より全然少なかったよ。フィールド
は、どこも今よりプレッシャーが少ない、釣り人にとっては幸せな時代だった
のかもしれない。
ウェーダーを履いて、歩きながら魚のいる場所を探していく。今では定番と
なった干潟の釣りを、富津岬をメインにずっとやってきた。当時は、干潟用の
ルアーといわれるものはまだ無かった。でも、浅いレンジを攻めれば釣れる、
ということは幾人かの釣り人たちはわかっていたんだ。レンジを合わせるため
に、リップ付きのルアーをロッドを立てて引いてきたりしてね。そんな時に
『シャローで使えるルアーがある』と聞いて手にしたのがkomomoだった。
とても特徴的なルアーだった。昔の話だけど、当時、ルアーは「はっきり泳が
ないと釣れない」とされていた。リップも無いし「なんだこれ？釣れるの？」と
言いたくなるような外観だったけど、これが良く釣れたんだよね。浅いレンジ
をキープしながら泳がせることができるので、シャローの釣りが、誰にでもで
きるようになった。komomoの登場は、全国のシーバスアングラーにシャ
ローでの釣果を身近にする、それこそエポックメイキングな出来事だったと
思う。干潟での釣り、この国のシーバスフィッシングの定番というか、王道と
いえる釣りのスタイルを、imaが切り開いたという感があったね。
しなやかなロッドを中心としたライトなタックルで、力任せにせず、魚の動き
に合わせて『曲げて獲る』。それが、シーバスに限らずトラウトにおいても、当
時からずっと私がこだわってきた釣りだ。浅いレンジでロッドに重みをかけす
ぎないkomomoを使ったシャローの釣りが、当時私がプロデュースしてい
たUFMウエダのロッド、つまり私の釣りのスタイルに相性が良かったことも
大きかったのかもしれない。この2つのセットで、よく雑誌の記事を飾ってく
れた。komomoには、取材でもだいぶん助けられたね。

もう一つ、力を入れていたのが『磯マル』の釣り。当時は『磯マル』なんていう
言葉もまだ耳にすることはなかったような時代。しばらくしてDUOさんとコ
ラボしてNABARONEというルアーを作った。これが初の磯マル専用ミノー
だったんじゃないかな。それから磯で一番活躍してくれたのは、なんといって
もsasuke 120 裂波だね。このルアーの底力は、今の若いアングラーの皆さ
んもよく知っていると思うよ。
干潟、磯マル…。私たちは自分の追求したい釣りのスタイルを貫いてきた。で
も今、時代は変わって、釣り人も増え、釣りそのものも変わったよね。地形や
気候の変動のせいか、干潟でも魚の付き場が変わり、磯でも回遊ルートが変
わったと感じることも多い。だから、多くの種類のルアーを使って、あの手こ
の手で魚に出会うための手がかりを掴む、そんな釣りをする人が多くなって
きたように思う。そのニーズに応える形で、imaもルアーのラインナップを増
やしてきたし、これからも作っていくんだろうね。
　もちろんその流れも良いし、必要だろう。でもkomomoや裂波のような、
釣りのスタイルの根幹となり得る『定番』になったルアーは、名機として、ずっ
と愛され続けていくはず。imaには、是非ともそんな定番ルアーをこれからも
生み出し、我々に届けてくれるようなブランドであってほしいと思うよ。

西村雅裕 ： 我が国のルアーフィッシングの歴史、そしてシーバスロッドの歴史を創り上げてきた人物。
伝説のロッドブランド・UFMウエダのチーフデザイナーとして、ソルティープラッガーやプラッギングスペ
シャルといった名竿を数多く手掛け、現在は自身が主宰するM&N CORPORATIONでロッドビルディ
ングを行う。imaとの関係はkomomo SF-125がリリースされた1年後の1999年から。シーバスゲー
ム黎明期だった富津岬で干潟のシーバスゲームを開拓。創世記のimaの発展に絶大な影響を与え
た。2000年台には東京湾の磯マルゲームを提唱し、HONEY TRAPシリーズやNABARONEシリー
ズの開発にも大きく携わる。imaだけでなくシーバスシーンの発展に多大なる影響を与えた存在。

Nishimura Masahiro

日本のシーバスフィッシングの王道を創った
世代を超えて愛されるルアーがある。
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2月、冬の京浜運河。komomo counterのテストで最初に出た魚は95cm。
これは未だに更新されない、僕のシーバスの自己記録。テストでいきなりレ
コードですから。これは忘れられない魚になりましたね。他にも干潟での
80cmUP4本連続ヒットや、激戦区のメジャー河川での87cmなど、
komomo、komomo counterでの印象に残る釣りは、それこそ数えきれな
いほどあります。そのどれもが忘れられないのは「ドデカイ魚」が突然かかっ
たり、他は釣れていないのに「自分だけ釣れる」といったような、劇的な結果
を引き寄せる不思議な力が、imaのルアー達にあったからなんだと思います。
komomoが世に出始めた頃、僕自身も「プロアングラー」として生きていく
ことを決意し、活動し始めた頃でした。すでに複数の雑誌での連載を抱えて
いたので、それを足掛かりに、メーカーとの契約を考えていたところだった
んです。そして最初に契約してくれたうちの一つがimaでした。バスならとも
かく、ソルトの世界では当時ほとんど例がない。それだけにimaとの契約は
特別嬉しかったし「これで俺はプロとしてやっていくんだ」と強く思ったのを
覚えています。
僕にプロとしての自信を植え付けてくれたのもまた、imaのルアー達でした。
まだ「流れの釣り」を知らなかった頃、居着きの魚を狙うだけでは釣果に限界
を感じていました。komomoのポテンシャルを活かす流れの釣りをモノにし
たくて、目をつぶってリトリーブする等、いろいろ試行錯誤していた中でヒッ
トした90cmUPを皮切りに「komomoが好きな流れ」を見つけ出すことを
覚えたんです。この釣りはフィールドを変えても通用するから、どんな場所で
も釣果を出すことができるようになる。取材やロケ等、アウェイで結果を出し
続けることが求められるプロの釣りにおいて、これが大きな武器となり、プロ
アングラーとしての自信も育ててくれたように思います。
あと、印象的だったのはB-太。これもよく釣れた…。河川での取材で立て続け

に50cmUPのバスが釣れちゃったことがありました。バス雑誌だったらきっと
表紙だったね（笑）リップの形状なんかにもこだわったので、ルアーの立ち上
がりの姿勢や、泳ぎ出しの大切さは、このルアーから学んだように思います。
当時、ルアーのプロモーションは雑誌がメイン。僕もimaのルアーでずいぶ
ん釣り雑誌の表紙を飾らせてもらいました。komomoはあっという間に有名
になって爆発的に売れました。当時のimaの勢いはすごかったですね。個性
豊かなテスターも増えて…。今は独立してメーカーを起こした人も多いけ
ど、それだけに釣りがうまくて、個性が強く、負けん気が強い人ばかり。そんな
中で「自分は絶対に一番でいたい」と思っていたし、他の連中もそう思ってい
たでしょう。あんまり釣りすぎると、周りの連中の口数が少なくなったり…（笑）
大人気ないかもしれないけど、勢いはあった。「俺が一番釣ってやる」みたい
な気合いがみなぎっていた。その雰囲気が、僕は好きでしたね…。
初めてのプロ契約、ルアーの開発・テストに関わって、たくさんの忘れがたい
釣果を残した。今現在の僕の活動には、imaで学んできたことの多くが活か
されています。僕をプロの世界へと導いてくれたimaが20周年ということは、
僕自身のプロとしての活動歴も20年ということになる。感慨深いですね。こ
れからもソルト業界を引っ張る、パワフルなブランドであり続けて欲しいと思
います。
　

小沼正弥 ： 職業釣り師として、今もなお第一線で活躍を見せるプロアングラー兼Pick up代表。当時
釣れないとされていたデイゲームを確立。今でこそ数多くのメーカーと契約を結びシーバス釣り一本で
生計を立てているが、自身にとってimaが初のプロ契約メーカー。テスターとして在籍していたのは
1999年～2007年の間。当時成長期であったimaの中心的人物で、盤州干潟から飛び出して全国
各地でimaルアーの釣果を出し続け、一躍imaの名を全国区に押し上げた。プロダクトだけでなく小沼
氏の人脈から数多くのimaテスターが生まれ、その人々がシーバスシーンの中心部に居ることから、現
在のシーバスシーンの礎を築いた一人とも言える人物。

Onuma Masaya

初のプロ契約・自己最大魚…。
imaというブランドが、
僕が行くプロアングラーの道を照らしてくれた。
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現在、僕が代表を務める PoziDrive garage も、多くのテスターにお世話
になっていますが、テスターとして活躍してもらうために必要だと思うのは
「伝える力」。釣りが上手い、というのはもちろんですが、「自分の釣り」や「ル
アーの魅力」をしっかりと伝えることがとても重要。SNSで個人の発信が身
近になった今は、その傾向がより強まっていると思いますね。彼らと共に、自
らが良いと信じるルアーの魅力をどう伝えるか。そのためには何が必要か。
一釣り人から視野を広げ、そういった戦略的な考えを練ることも大切。そん
な僕の考えは、imaで仕事をしていく中で育ってきたものだと思っています。
釣り具屋の店員として仕事をしていましたが、ルアーを売る側から、メーカー
で作る側の仕事に携わりたいという思いが、imaの母体であるアムズデザイ
ンに入社した動機です。数あるメーカーの中からアムズデザインを選んだ理
由は『広報としてやってみないか』と声をかけてもらえたこと。営業としてのお
話が多かった中で、これは魅力的でした。当時からimaは広報に力を入れてい
て、プロモーション戦略を主体に販売活動を促進していく、当時としては新し
い売り方をしていたルアーブランドで、華やかなイメージもありましたね。
メディアの中心は、ネットではなく、雑誌の時代。幸い、入社前から自分自身
も雑誌には出ていて、いくつかの編集部にパイプもありましたから、それを活
かしてページを確保し、いかに効果的にimaルアーの魅力を伝えていくか、
そのための企画を形にしていく仕事をしていました。西村さん、小沼さんにフ
ロントに出てもらって、僕は企画を立てたり、記事を書いたり。後にテスター
が増えてくると、誰にどんな場所で活躍してもらうか、ということも考えなけ
ればいけません。
店員時代は自分自身がバリバリと釣りをやる感じでしたが、広報担当の時は
どちらかというと、少し後ろから前に立つ人をサポートするようなポジショ
ンでしたね。

その後、小沼さんが抜けて、メディアでも自分が前に出て釣りをする機会が
増えてきました。その時真剣に考えたのがアングラーとしての「キャラ作り」。
アクの強いシーバス業界でどうしたら注目してもらえるか。やっぱり、魚を手
にした時の喜びは素直に伝えたいし、インパクトも欲しい。写真に写っている
時に「ヘン顔」をするようになったのは、この頃からですね。（笑）
こんな風にして、僕はimaでの仕事を通して、自分が釣りを楽しむだけではな
く、釣りに関わって生きていくための広い視野を持つことを学んだように思い
ます。
komomoでシャローの釣りを身近にする。NABARONEで磯マルの釣りを
提唱し、広く伝えていく…。新しい釣りに挑戦して切り拓き、その分野のパイ
オニアになる。僕にとってのimaはそんなイメージがあります。僕自身も、例
えばikuriでボトムの甲殻パターンでの釣りを提案するなど、開発においても
チャンレンジしてきました。
現在、商品のラインナップが充実し、汎用性の高いルアーも含めて、imaル
アーだけで様々な釣りが成立するような総合メーカーとなった感もありま
す。これから釣りを始める人にとっても選びやすく、良いことなのではないで
しょうか。いずれにせよimaは、シーバスフィッシングの中心にいるべきル
アーブランドであることに変わりはありません。新しい分野の釣りへの挑戦・
提案や、変わらない釣りの楽しみを、どんな風に僕たち釣り人に見せてくれる
のか、これからも楽しみにしています。

中村祐介 ： 釣具店の名物スタッフとして活躍した後、2005年にアムズデザインに広報として入社。当
初はテスター陣の裏方に回り広報業務を行うことが多かったが、小沼正弥氏の離脱をきっかけに覚
醒。imaの看板を背負いフロントラインに立ち続け、ナンバーワンシーバスルアーメーカーの地位を守り
続けた。在籍時は広報だけでなく、製品開発にも深く携わり、レッド中村監修モデルとして
PUGACHEV'S COBRAを代表とする個性豊かなプロダクトを多数リリース。その経験を元に2015年
に独立。自身のブランドでもあるPoziDrive garageを立ち上げ、経営者として、アングラーとして活躍
する日 を々送る。

Nakamura Yusuke

釣りの面白さ、ルアーの実力を、伝える力。
imaで育まれた経営者の視点。
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ボクがimaと繋がったのは20代前半の頃。今から14年前くらいになりますが、

imaといえばボクも関わる前まではsasukeシリーズやkomomoのイメージが

強かったのが正直な印象です。当時愛用していたのはsasuke SS-95壱。固定

重心モデルで、立ち上がりが抜群に良かったのと、デッドスローでも扱える対応

幅の広さ。これが港湾部のいろんなポイントで効果的だったんです。ボク的には

移動重心によるメリットよりも、スローに引ける方がメリットとして大きかったの

で多用していました。

当時からimaについては、ロゴなどを見て「若々しい、スマートで、かっこ良いけど

かわいい」といったデザイン性に優れたブランドだと思いました。すごく垢抜けて

いて、釣りに興味がない人でもすんなり受け入れられるオシャレなイメージ…こ

れってすごく大事な要素でもあると思うんです。今でこそ多くのメーカー、ブラン

ドがデザインを気にしている時代ですが、当時は衝撃を受けた人も多いと思いま

す。入り口はかっこ良い、かわいい、といったイメージ先行で良いと思いますが、

ルアーは本当に使える現場に即したモノ。これがimaなのかなと思います。

最近ではAPIA×imaドリームバトルの最終戦の利根川で使ったYOICHI 99と 

YOICHI 99 LIGHTが印象深くて、空中姿勢が良いのでよく飛ぶのは当たり前 

なんですが、落とそうとした場所へしっかり落とせる。とにかくこれがハマって、 

80cmオーバー3匹という今までロケで出した事がない好釣果を引き出せたと

思います。これからもこの「釣りの枠を飛び越えたデザイン性」と「本当に釣れる

ルアー性能」を両立したスタンスを続けて欲しいと思っています。例えば、ima

は陸上競技のサポートもしていましたが、釣り以外の展開も重要だと思います。

釣りへ興味を持ってもらう裾野を広げるという意味だけではなく、水辺にいる

一般の方に認知してもらう事も大事だと考えているんです。ボクら的には釣り

をする場所であっても、整備された港湾部などは釣りをされていない人たちも

大勢います。ジョギングや散歩をしたり、または観光で訪れたり。そういった釣

りをしていない人への配慮、周りには人がいる認識を持って釣りをしていく事が

水辺を10年、20年先のアングラーへ繋げていく事になりますし、imaにはこれ

から釣り以外の部分でも活躍していけるようなメーカーになっていって欲しい

と思っています。

大野ゆうき ： 東京湾奥をベースにテクニカルでありながらスタイリッシュな釣りを展開。現在は東京湾奥だけ
に留まらずあらゆるフィールドで実績を残し、常に進化し続ける名実共に誰もが認めるトッププロアングラー。
2005年にimaのテスター契約を締結。2011年には、imaとしては初となるテスター完全監修モデルのシャ
ローミノーmolmo 80を発売。以降、2012年のAldente 95Sを始め、数多くのルアーを世に輩出。アング
ラーとしての実力だけでなく、ルアープロデューサーとしての才能を持ち合わせる。

Ono Yuki

imaのデザイン性の高さ
最初はそのスマートなイメージに衝撃を受けました
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imaが出始めた時は「変わったルアーだなぁ」というのが第一印象でした。細身

でリップのないド表層用のシーバスルアー？まあkomomoを見てそう思った

んですが、名前もルアーっぽくないし。その頃、小櫃川河口などで私も干潟の釣

りをしていたんですが、komomoの生みの親でもある森田大さんから「コレ

使ってみてよ」って渡されたんです。「なんか飛ばないルアーだなぁ」って思いな

がら使ってみると、デッドスローですごくハマるなって。他のルアーでアタリなく

てもよく釣れるし。

それからも森田さんと一緒に干潟へ行ったら、imaの五十嵐社長からテスター

のお誘いを受けました。でも当時はあまりルアーの縛りを受けたくなくって断っ

たんです。なぜなら、プロアングラーとしてやるからには釣果をあげたい、その制

限になる要素は減らしたかったからなんです。でも、それから3年後くらいにま

た五十嵐社長から声が掛かって、二度目のお誘いには喜んで正式に契約。それ

からのお付き合いになります。

だからといってすぐ何かをしたという事もなく、後から出たバチバチやsasuke

等を使っていました。それぞれ使う場所も条件も違うから使い分けていた感じ

ですね。

自分的に一番関わったと感じているのはsobat80です。リップ付きシンペンの

元祖的なルアーなんですが、小粒なのに良く飛ぶんです。自分のメインフィール

ドは那珂川や涸沼なんですが、大型ベイトをバンバン食っている魚は少ないん

です。イナッ子やウグイといったベイトが干満差で消波ブロックの中から出たり

入ったりしているのをシーバスが食っていたりしているんです。ボイルが出始め

ても食わない…そんな事が大半なんですが、そこで遠くのボイルも撃てる小さ

くても飛距離のあるルアーをポーンと飛ばしたかったわけなんです。

このsobat80のように、それぞれのフィールドパターンにドハマリしてくれる。

そんなルアーをimaには今後追求していって欲しいと思っています。最近どこの

メーカーでもそうなんですが、流行りのルアーが出てきたらそれに似たものば

かりを出す傾向に感じます。でも流行りに乗るだけでは廃れますから。それより

は20年残ったkomomoやsasukeのように、今までにはなかったルアーを作っ

ていって欲しいと思っています。いわば次世代のkomomo、sasukeといった、

これから20年先も残るような名作を世に送り出せる、そんなメーカーでいて欲

しいと願っています。

鈴木斉 ： 10代の頃に老舗チームで頭角を現し始め、その類い稀な実力とセンスで一躍トッププロの座へ。
全国各地を釣り歩いた経験と実績を武器に、フィールドの最前線で輝き続ける。現在はシーバスでけでなく
オフショアのビッグゲームなども精力的にこなし、全国各地で様々なターゲットを追い求める。本格的なプロ
アングラー活動は2007年からではあるが、imaとのテスター契約は2004年から。komomo 125 counter
は鈴木氏のチューングカスタムがベースとなるなど、数多くのプロダクトの開発に携わる。

Suzuki Hitoshi

今まで残ってきたkomomoやsasukeのように
これから20年先も残るルアーをとことん追求して欲しい
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imaに携わったのは、もう10年以上前になりますか。

元々、ボクはスポーツザウルスに所属していたのでimaといえばライバル...

綺麗事抜きで言えば嫌いでした。当時、盤州干潟でのシーバスフィッシン

グを開拓していて、シャローの干潟を既存のミノーでどうやって釣るか。そ

のテクニックをみんなで編み出していって釣果をあげていました。そこへい

きなり、巻くだけで釣れるシャロー専用のkomomoが出てきてユーザーの

心を掴んでしまったわけですよ。あの時はもう憎たらしくてしょうがなかっ

た（笑）

そのメーカーに今お世話になっているのが不思議ではありますが、きっかけ

はトラウト部門を強化したいという事で話をもらったんです。

それからsukariシリーズの開発に携わり、特にsukari 50SS Deepを出し

た事が私的には印象深かった出来事です。多くのメーカーがそうだとは思う

んですが、imaも一時期はリリース時期と売り上げを重視してルアーを出し

ては売る、それをメインにしていた傾向があったんです。その中で、どうしても

フローティングだけでは攻略しきれない部分を埋めるためシンキングの

sukari 50SS Deepが必要だったんですが、根がかるイメージが先行して

売れにくい。でも「辺見さんが本当に良いと言うなら出してもいいですよ」と

言ってくれたんです。トラウトをやり込んでいる人ならきっと分かってくれる

し、本当に良く釣れる存在意義のあるルアーへ仕上がったと思います。その

頃からimaでは本当に良いルアーを作り込んで出すという方向へ転換してお

り、とことんやりたいように開発させてくれたんです。そこで信頼という絆を感

じましたし、その後のissenシリーズへと繋がっていってimaトラウトのイ

メージを決定付けたといえます。iBORNやRockt Bait、kosukeにも関わら

せてもらいましたが、自分が関わったルアーは出来るだけ良いモノへ仕上げ

る。ダメなものは出さない、もしくは勇気をもって良くなるまで延期する。こう

いった価値あるモノ作りがユーザーの方への信頼として伝わっている、そう

思いながらimaに携わっています。

辺見哲也 ： 幼少の頃から様々な釣りに触れ、シーバスやトラウトは勿論、バストーナメントにも参戦してい
た経歴を持つ。伝説のメーカーSPORTS SAURUS、そして東京湾のカリスマシーバスガイドとして名を
馳せた後、プロアングラーとして独立。imaとの契約は2007年に締結。トラウトミノーのsukari、issenシ
リーズの開発に大きく携わり、その実釣性能の高さから多くのトラウティストの心を掴んだ。シーバスゲー
ムではミノーイングに強い拘りを持ち、2015年には自身初のシグネイチャーモデルのシーバスミノー
iBORN 98F shallowをリリースするなど、魚種やフィールドを選ばず活躍の場は多岐に渡る。

Henmi Tetsuya

存在意義のあるルアー作りへ
これがimaとの絆を感じたきっかけとなりました
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imaテスターとして丸10年経ちました。当時はレッドとAPIAの宇津木社長の

紹介でimaと出会いました。実際にルアー開発に携わったのは、ごく最近の事。

本格的に関わったのはK-太となりますが、それに繋がる出来事は2匹目のメー

ターオーバーとなる103cmを釣ったsobat80でしょうか。当時、ボトムをゆっ

くりとドリフトして結果を出し始めていて、多くの方にその使い方を話しても何

のことやらハテナ状態。でもボクは長い時間水中でゆっくり沈んでいく…エギの

ような使い方に近いんですが、リフト＆フォールと横へのドリフトを合わせたよ

うな3Dドリフトという釣り方をしていたんです。これでメーターオーバーを連

発して、この水に馴染ませる、水に置くといったイメージをより具体的な形にし

たのがK-太なんです。

また多くのimaユーザーは現在のsasukeシリーズに馴染みがあると思います

が、先代のsasuke 120剛力は知らなかった方が多いと思います。

2つの大型フックを持つsasuke 120 剛力は高知の4大メーター魚種（マル・ヒ

ラ・アカメ・タイリク）に良かったよね。という話を高知の先輩アングラーとも話

していて、パワフルなルアーででかい魚を掛ける、そんな思いを受け継ぎ今の時

代へ進化させたのが現在のsasuke130 剛力なんです。こういった現場の声か

ら生まれたものをしっかりフィードバックする事が大事だと思っています。

そして、sobatで開眼した釣りをK-太へ進化させましたが、これがゴールではな

いと思っています。更なる進化が必要だし、若い世代のアングラーにも伝えてい

きたい。まだ色んな事へチャレンジしていきたいし、imaにも現場から出る声を

しっかり受けて10年後もチャレンジし続けるメーカーでいて欲しいと思ってい

ます。

ボク自身が現場でやれる事はまだ山のようにあるし、若いアングラーの方には

もっとimaを知ってほしいし、好きでいて欲しい。そして「釣りを楽しんでくれ」と

言いたい。あと、大切なモノを見失わず釣りをし続けて欲しい。家族であれ、友

であれ、仕事であれ。そして、釣りだけじゃなくフィールドにも魚にも何にでも真

面目であれと思っています。人に恥じないような行為で楽しんで欲しいと。せっ

かく釣りに出会ったなら真面目であって欲しい。それをこれからのimaに要求し

たいし、次世代のアングラーに託していきたいと考えています。

濱本国彦 ： 温厚で明るい性格、そして情熱的な人柄で多くの人から慕われる太陽のような存在。2007年
からimaテスターとしての活動を始める。釣りのベースとなるのは繊細な技術が求められる磯のフカセ釣り。
そのためルアーを必要以上に暴れさせないドリフトの釣りを得意とし、特大のランカーシーバスに口を使わせ
る技術を持つ。これまでsobat 80、komomo SF-145の2機種で2本のメーターオーバーを獲得。テスター
契約から10年目となる2017年には、imaから初となる監修モデルのK-太 77 SUSPENDを発売。

Hamamoto Kunihiko

今までのimaを受け継ぎつつルアー開発に携わりましたが
ここがゴールではないし、まだまだ進化し続けていきたい
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［全長］72mm［重量］33g ［タイプ］テイルスピン ［アクション］ローリング+スラローム ［フック］#8
［リング］#3 ［ブレード］Stream V Blade ［価格］1,350円（税抜） ［誕生日］2016/10/31

#ST33-001 ブルーチャートシャイナー（ゴールド） #ST33-002 フラッシュピンク（シルバー） #ST33-003 チャートパールレッドベリー（シルバー） #ST33-004 アカキン（ゴールド）

#ST33-005 イバラキキャンディー（シルバー） #ST33-006 玉彩（ゴールド） #ST33-007 グリーンピンク（シルバー） #ST33-008 ブルーピンク（シルバー）

#ST33-009 ピンクグローキャンディー（シルバー） #ST33-010 グローテイルボラ（シルバー）GLOW GLOW

GLOW

#ST33-011 マコイワシ（シルバー） #ST33-012 ピンクグローストライプ（ゴールド）

#ST33-013 ゴールドキャンディー（ゴールド） #ST33-014 MAXフラッシュ（シルバー）

#ST40-001 ブルーチャートシャイナー（ゴールド） #ST40-002 フラッシュピンク（シルバー） #ST40-003 チャートパールレッドベリー（シルバー）

#ST40-004 アカキン（ゴールド） #ST40-005 イバラキキャンディー（シルバー） #ST40-006 玉彩（ゴールド）

#ST40-007 グリーンピンク（シルバー） #ST40-008 ブルーピンク（シルバー）

#ST40-011 マコイワシ（シルバー）

#ST40-013 ゴールドキャンディー（ゴールド） #ST40-014 MAXフラッシュ（シルバー）

［全長］76mm［重量］40g ［タイプ］テイルスピン ［アクション］ローリング+スラローム［フック］フロント#10/リア#6
［リング］#3 ［ブレード］NEW ima Blade ［価格］1,400円（税抜）［誕生日］2017/10/31

#ST40-009 ピンクグローキャンディー（シルバー）GLOW

#ST40-012 ピンクグローストライプ（ゴールド）GLOW#ST40-010 グローテイルボラ（シルバー）GLOW

FLAT FISH

Santis 33はサーフをメインフィールドとしたブレード付きジグスプーン。リトリーブだけで発生するローリング+スラロームアクションに加え、ブレードのフラッシング効果でターゲットの
食性を刺激する。スプーン形状であるため通常のメタルジグよりも低速に強く、フラットフィッシュの捕食ゾーンを的確にトレースしバイトに持ち込む。遠投性も折り紙つきで、遠浅な
サーフとの相性も抜群。

より遠く、より深く、広範囲を探ることを得意とするSantis40。ボディ全体が大きくなっていることにより水噛みが良くなり、より大ぶりなアクションでフラットフィッシュを誘う。
新形状のブレードを搭載することにより、重量級ながらも軽快な使用感。フラットフィッシュは勿論、様々な魚種に高い効果を上げ続けている。

フラットフィッシュゲームの新機軸ルアー Santis。この釣りの必須要素でもある遠投性能を持ち、
遠浅なサーフや逆風下で真価を発揮。本来はルアーのアクションを阻害するブレードを装着しながらも、
スプーン形状のボディはスラロームアクションを発生させ、動きとフラッシングという2つの強烈なアピールを放ち、
フラットフィッシュをバイトに持ち込む。

Santis series

FLAT FISH
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［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］＃3 ［リング］#3
［価格］1,850円（税抜） ［誕生日］2015/10/10

#RS100H-101 アカキン #RS100H-102 ヒラメゴールド #RS100H-103 玉彩 #RS100H-104 ピンクバックキャンディー

#RS100H-105 ピンクイワシ #RS100H-106 マコイワシ

#RS100H-109 キス #RS100H-111 イバラキキャンディー #RS100H-112 ハデイワシ

#RS100H-015 メタルライムチャート #RS100H-016 ブラック＆ブラック

#RS100H-107 グラデイワシ #RS100H-108 グリーンピンク

#RS100H-113 チャートバックピンクグロー #RS100H-114 アカピン

®

GLOW

GLOW

［全長］130mm ［重量］23g ［タイプ］フローティング ［レンジ］80～150cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#4 ［リング］#3
［価格］2,350円（税抜） ［誕生日］2014/1/15

［全長］110mm ［重量］19g ［タイプ］フローティング ［レンジ］40～70cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#6 ［リング］#3
［価格］2,000円（税抜） ［誕生日］2013/5/10

［全長］110mm ［重量］19g ［タイプ］フローティング ［レンジ］MAX1.5m
［アクション］ウォブンロール ［フック］#6 ［リング］#3
［価格］2,000円（税抜） ［誕生日］2013/4/10

®

®

#HGSR-005 ピンクイワシ #HGSR-007 イワシ

#HGSR-009 キス

#HGSR-001 アカキン #HGSR-003 玉彩（ギョクサイ）#HGSR-002 ヒラメゴールド

#HGSR-006 マコイワシ #HGSR-008 グラデイワシ

#HGSR-010 グリーンピンク #HGSR-011 イバラキキャンディー

#HGSR-013 チャートバックピンクグロー

#HGSR-012 ハデイワシ

#HGSR-014 アカピン

#HGSR-004 凛彩（リンサイ）

#HG103 玉彩（ギョクサイ） #HG104 凛彩（リンサイ）

#HG107 イワシ #HG108 グラデイワシ

#HG101 アカキン #HG102 ヒラメゴールド

#HG105 ピンクイワシ #HG106 マコイワシ

#HG109 キス #HG110 グリーンピンク #HG111 イバラキキャンディー #HG112 ハデイワシ

#HG113 チャートバックピンクグロー #HG114 アカピン

#HG13-109 イワシ #HG13-110 マコイワシ #HG13-112 ボラ#HG13-111 コノシロ

#HG13-101 レッドヘッド #HG13-102 チャートバックパール #HG13-103 ライムヘッドクリアー #HG13-104 アオリイカ

#HG13-105 腹魔伝（フクマデン） #HG13-106 アカキン #HG13-107 玉彩 #HG13-108 フロリダドジョウ

#HG13-113 イバラキキャンディー #HG13-116 アカピン#HG13-115 チャートバックピンクグロー#HG13-114 ハデイワシ

#HS101 マコイワシ #HS102 ピンクイワシ #HS103 コットンキャンディー #HS104 玉彩

#HS105 ヒラメグリーン #HS106 ヒラメゴールド #HS107 ヒラメピンク #HS108 キス

#HS109 ボラ

［全長］90mm ［重量］28g ［タイプ］ヘビーシンキング ［レンジ］100～120cm
［アクション］スラローム+ウォブンロール ［フック］#6 ［リング］#3
［価格］1,900円（税抜） ［誕生日］2012/5/10

®

#HS110 イバラキキャンディー #HS111 ハデイワシ #HS112 チャートバックピンクグロー

#HS113 アカピン

Santis 33 72㎜ 33g シンキング ー　　 ローリング+スラローム #8 #3 1,350円

Santis 40 76㎜ 40g シンキング ー　　 ローリング+スラローム フロント#10/リア#6 #3 1,400円

sasuke 100HS 裂砂 100㎜ 30g ヘビーシンキング 100～120cm ウォブンロール #3 #3 1,850円

魚道 Heavy Surfer 90 90㎜ 28g ヘビーシンキング 100～120cm スラローム+ウォブンロール #6 #3 1,900円

魚道 110SR 110㎜ 19g フローティング 40～70cm ウォブンロール #6 #3 2,000円

魚道 110MD 110㎜ 19g フローティング 150cm MAX ウォブンロール #6 #3 2,000円

魚道 130MD 130㎜ 23g フローティング 80～150cm ウォブンロール #4 #3 2,350円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

®

GLOW

GLOW

GLOW

GLOW GLOW

GLOW

GLOW

魚道 Heavy Surfer 90 は、そのウエイトから飛距離ばかりがクローズアップ
されるが、サーフのボトム攻略を実現したミノープラグだ。着水後にボトムを
取ってからのトゥイッチ、横からの流れに乗せて海底を転がすボトムドリフト等、
その応用範囲は広い。濁りを嫌って追いの悪いヒラメを狙うときの特効薬。
リップ強度をアップして2012年マイナーチェンジを果たした。

従来のヘビーシンキングミノーのありがちな“泳がない”または“巻き
で使えない”といった問題点を解決。水噛みの良いレードリップが
しっかり水を捉え泳ぎきってくれる。そして100㎜と小粒でありながら
30gのウエイトを搭載しているため、抜群の飛距離・素早いフォール
を生み出し、広大なサーフを効率的に攻めることができる。

#RS100H-110 コンスタンギーゴ

干潮時や遠浅のサーフでもキビキビとしたアピール力のあるアクションが特徴のヒラメ専用シャローラン
ナー。ヒラメの好ポイントであるカレントは干潮時合では水深が浅くなってしまうため、シーバス用プラグ
が代用され続けてきた。しかし、強い潮流や抑え気味のアクションはヒラメには不向き。魚道 110SRは
独立したリップを持たせることで、シャローの速い流れを受け流しつつもしっかりとアクションする。

元祖ヒラメ専用のミッドダイバーとして新境地を開拓し、数々の実績を叩き出した魚道110MD。
リップ構造とボディ形状を改良し、実戦向きな性能を向上してフルモデルチェンジを果たした。余裕の
ある浮力構造と新リップによって根掛かり回避能力とレンジキープ力の向上に成功。テイル形状の
変更によって安定した飛行姿勢を獲得し、サーフをより広く探ることが可能となった。

魚道110MDとは対照的なローリングが強めのアクションが特長。遠投性能と高いアピール性を備え
ているので、広範囲を探る時に用いたい。そのローリングアクションは、ランカー狙いのボートシーバス
ゲームや磯ヒラゲームにも高実績で、密かに愛用するシーバスマンも少なくない。

フラットフィッシュ専門ブランドとして2005年に登場した魚道シリーズ。ヒラメ専用ミッドダイバーとして新境地を開拓した
魚道 110MDを始め、ボトム攻略のキーアイテムの魚道 90 Heavy Surferなど多彩なラインナップを誇る。
基本性能の高さからフラットフィッシュだけに止まらず、シーバスや青物、海アメ・サクラなど魚種を選ばず活躍してくれる。

魚道 series

FLAT FISH
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［全長］60mm ［重量］6g ［タイプ］トップウォーター
［アクション］ドッグウォーク＆ダイブ ［フック］#10
［リング］#2 ［価格］1,600円（税抜） ［誕生日］2013/4/10

［全長］60mm ［重量］7g ［タイプ］トップウォーター
［アクション］スプラッシュ ［フック］#10 ［リング］#2
［価格］1,650円（税抜） ［誕生日］2014/4/10

#PG60-001 ピンクヘッドクリアー #PG60-002 潮見スパークル #PG60-003 エビ #PG60-004 オレンジギーゴ

黒鯛用のトップウォーター用としてオリジナルサイズのPUGACHEV’S COBRAを全面改修。6gと軽量ボディながら、シンプルなボディ形状のおかげで驚くほどの飛距離を実現。
警戒心の強い黒鯛をロングレンジから攻略可能。アクションのレスポンスも非常に良く、軽快にキビキビとした操作できる。

#PG60-008 ジョーカー

#PG60-005 REDアメーバ #PG60-006 SGO 

#PG60-014 ピンキーペッパー #PG60-015 ライムスタークリアー #PG60-016 ダブルアカキン #PG60-017 グリーンゴールド#PG60-007 グラデイワシ

#PG60-019 アカハラセグロ #PG60-020 バイオレットシャイナー
NEW COLOR!

#PG60-021 OHゴールド
NEW COLOR!

#PG60-022 ビジブルグリーン
NEW COLOR!

#PG60-023 ブルーバックレッドギル
NEW COLOR!

#PG60-018 ブルーバックチャートクリアー

®

#AC60-001 イワシ #AC60-002 ボラ #AC60-003 チヌ #AC60-004 コットンキャンディー #AC60-005 エビ

#AC60-006 潮見スパークル #AC60-009 ボケジャコ #AC60-010 ブラックGG

#AC60-011 ピンキーペッパー #AC60-012 ライムスタークリアー

#AC60-007 チャートヘッドワカメ #AC60-008 キエビ

#AC60-013 ダブルアカキン #AC60-014 グリーンゴールド #AC60-015 ブルーバックチャートクリアー

#AC60-016 アカハラセグロ #AC60-017 バイオレットシャイナー
NEW COLOR!

#AC60-018 OHゴールド
NEW COLOR!

#AC60-019 ビジブルグリーン
NEW COLOR!

#AC60-020 ブルーバックレッドギル
NEW COLOR!

®KURODAI

KURODAI

黒鯛専用のポッパー。カップ形状にこだわり、音、泡、飛沫の猛烈なアピール力で広範囲に散らばったクロダイを誘き寄せる。特に有効なのは水面が
波立ちアピールを強めたい時。小刻みなアクションを加えれば深場に潜むターゲットも有効。黒鯛以外にもメッキや小型回遊魚、シーバスといった多様
な魚種に有効なポッパー。

AIRCOBRA 60 60㎜ 7g トップウォーター スプラッシュ #10 #2 1,650円

PUGACHEVS COBRA 60 60㎜ 6g トップウォーター ドッグウォーク＆ダイブ #10 #2 1,600円

モデル 全 長 　重 量　　　　　タイプ  アクション フック リング 価格（税抜）
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［全長］50ｍｍ ［重量］5ｇ ［タイプ］シンキング ［レンジ］10～40cm
［アクション］ウォブンロール［フック］ST-36BC #14 ［リング］#1
［価格］1,550円（税抜） ［誕生日］2014/8/10

#SV50-001 レッドヘッド #SV50-002 コンスタンギーゴ #SV50-003 メタルギーゴ

#SV50-004 コットンキャンディー #SV50-005チャートバックシャイナー #SV50-006 アバウトベイト

#SV50-007 シラス #SV50-008 コイカ #SV50-009 コエビ

#SV50-010 イワシ #SV50-011 グラデイワシ #SV50-012 ボラ

#SV70-001 カマスキング #SV70-002 ソーダスペシャル

#SV70-003 ブルピン #SV70-004 コットンキャンディー

#SV70-005 玉彩 #SV70-006 アカキン

#SV70-007 ピンクイワシ #SV70-008 マコイワシ

#SV70-009 サバ #SV70-010 アジ

［全長］70mm ［重量］11g ［タイプ］シンキング ［レンジ］20～50cm
［アクション］スラローム+ウォブンロール ［フック］#10
［リング］#2 ［価格］1,700円（税抜） ［誕生日］2013/7/10

®

GLOW

sasuke SF-50 50㎜ 1.5g フローティング 10～40cm ウォブンロール SBL-55M #12 #1 1,200円

koume 40 40㎜ 3.5g シンキング 20～80cm バイブレーション ST-36BC #16 #1 1,350円

meba CALM 60㎜ 4.8g シンキング 10～30cm ウォブンロール #14 #1 1,200円

魚道 Surviver 50 50㎜ 5g シンキング 10～40cm ウォブンロール ST-36BC #14 #1 1,550円

魚道 Surviver 70 70㎜ 11g シンキング 20～50cm スラローム+ウォブンロール #10 #2 1,700円

モデル 全 長 重 量 タイプ レンジ アクション フック リング 価格（税抜）

 #SKF50-101 クリアーペッパー #SKF50-102 PHクリアー #SKF50-103 チェリーブロッサム

#SKF50-107 ワレカラ #SKF50-110 シースルーベイト#SKF50-108 OHパール #SKF50-109 セグロブルーグロー

#SKF50-104 ナトリウムオレンジ #SKF50-105 チャートペッパー #SKF50-106 シラスグローベリー

［全長］50mm ［重量］1.5g ［タイプ］フローティング ［レンジ］10～40cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］SBL-55M#12 ［リング］#1
［推奨ライン強度］PE0.3号以下 ［価格］1,200円（税抜） ［誕生日］2014/2/10

#MC60-101 クリアーペッパー #MC60-102 PHクリアー

#MC60-103 チェリーブロッサム #MC60-104 ナトリウムオレンジ

#MC60-105 チャートペッパー #MC60-106 シラスグローベリー

#MC60-107 ワレカラ #MC60-108 OHパール

#MC60-109 セグロブルーグロー #MC60-110 シースルーベイト

［全長］60mm ［重量］4.8g ［タイプ］シンキング ［レンジ］10～30cm
［アクション］ウォブンロール ［フック］#14 ［リング］＃1
［価格］1,200円（税抜） ［誕生日］2009/12/21

®
不動のサスケシリーズの最少モデルであるが、そのアクションの安定感は抜群。
アジング・メバリングにおいてプラグは広く探るためのルアーという位置づけに
されることが多いが、このsasuke SF-50はピンポイントでの攻略にも活躍する。
船陰、明暗の境等でライズするターゲットの目前に通しバイトに繋げる。

［全長］40ｍｍ ［重量］3.5ｇ ［タイプ］シンキング  ［レンジ］20～80cm
［アクション］バイブレーション ［フック］ST-36BC #16 ［リング］#1
［価格］1,350円（税抜） ［誕生日］2014/8/10

#KU40-001 レッドヘッド #KU40-002 コンスタンギーゴ #KU40-003 メタルギーゴ

#KU40-004 コットンキャンディー #KU40-005 チャートバックシャイナー #KU40-006 アバウトベイト

#KU40-007 シラス #KU40-008 コイカ #KU40-009 コエビ

#KU40-010 イワシ #KU40-011 グラデイワシ #KU40-012 ボラ

®
®

GLOW

GLOW

GLOW

GLOW

LIGHT GAME

わずか4.8gながら圧巻の飛距離と表層のレンジキープ力、フォール姿勢と
アクションで、大型メバルの実績が高いシンキングペンシル。シャローに
入ってくる大型メバルを狙う釣りで広く探るために欠かせない。流れの変
化、潮目、淀み等、ここぞというスポットでリフト&フォールでターゲットに口を
使わせることができる。

湾内や港内をのオカッパリから小型回遊魚を狙うライトゲーム用プラグ。
魚道Heavy Surfer譲りのヘビーウエイトにより70㎜サイズながら遠距離
のナブラもダイレクトアタック。高速リトリーブと連続トゥイッチでイナダやサ
バ、メッキといったターゲットを狙う。

レンジを広く探るのに適すると同時に、バーチカルな攻めも得意とする。
岸壁際に着いたメバルにリフト&フォール、そのリズムを変えてアピール
する。アクションバランスが良いため、激しいアクションをつけても、テー
リングを起こしにくい。メバルのみならず小型回遊魚にも効果抜群。

魚道シリーズ中最小サイズのSurvivor50。高速リトリーブにトゥイッチ、ジャークを駆
使して漁港内に潜むメッキやカマス、小型回遊魚を手軽に楽しめることができるシンキ
ングミノー。

LIGHT GAME

®
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Banett 160F 160㎜ 43g（フックレス） トップウォーター ダイビング＆スラローム ST-66 #1/0 3,400円

Banett 190F 190㎜ 65g（フックレス） トップウォーター ダイビング＆スラローム ST-66 #2/0 3,800円

モデル　　　　  　　  全 長　　　　 　　  重 量　　　　　　　　　タイプ　　　　　　　　　 アクション　　　　　　　　　　　　　　  推奨フック　　　　　　　　　　価格（税抜）

#BN160-005 チャートバック

［全長］160mm ［重量］43g（フックレス） ［タイプ］トップウォーター ［アクション］ダイビング＆スラローム
［推奨フック］ST-66 #1/0 ［価格］3,400円（税抜） ［誕生日］2014/4/25

従来のダイビングペンシルの倍近いピッチでS字アクションを起こすように設計。オフショア初心者でも確実に水を噛んでダイブさせることができる。
ロングレンジにルアーがあってもしっかりアクションするので、見切られにくく安定したアクションを出すことが可能だ。
これまでに各地でヒラマサ、ブリを始めキハダ、クロマグロと実績十分。ショア青物ゲームでの使用感も抜群。

Banett 190Fはサイズの割に軽量の部類に入るダイビングペンシル。空気抵抗を軽減するボディは圧巻の飛距離を実現し、
軽やかな誘い出しアクションにも貢献。近年ではヒラマサ以外にもマグロの実績も高く、大注目のダイビングペンシルとして、
実績重視のオフショアの世界で高評価を得ている。

［全長］190mm ［重量］65g（フックレス） ［タイプ］トップウォーター ［アクション］ダイビング＆スラローム
［推奨フック］ST-66 #2/0 ［価格］3,800円（税抜） ［誕生日］2014/4/25

#BN160-006 ピンクバック

#BN160-008 キハダ#BN160-007 ハーフミラースモーク

#BN160-002 トビウオ #BN160-003 セグロ

#BN160-004 クリスタル

#BN160-001 イワシ

#BN190-006 ピンクバック

#BN190-001 イワシ #BN190-002 トビウオ #BN190-003 サンマ

#BN190-004 クリスタル #BN190-005 チャートバック

#BN190-007 ハーフミラースモーク #BN190-008 キハダ #BN190-009 OHゴールド
NEWCOLOR!

#BN190-010 イカ
NEWCOLOR!

®

®

#BN160-009 OHゴールド
NEWCOLOR!

 #BN160-010 イカ
NEWCOLOR!

®

100g ： ［全長］120mm（アイ含む） ［重量］100g ［誕生日］2016/3/25 ［価格］1,200 円（税抜）
130g ： ［全長］140mm（アイ含む） ［重量］130g ［誕生日］2016/3/25 ［価格］1,450 円（税抜）
160g ： ［全長］150mm（アイ含む） ［重量］160g ［誕生日］2016/3/25 ［価格］1,650 円（税抜）
190g ： ［全長］158mm（アイ含む） ［重量］190g ［誕生日］2016/3/25 ［価格］1,900 円（税抜）

マコイワシ
160g #GK160-002
190g #GK190-002

100g #GK100-002
130g #GK130-002

※カラーチャートは共通。画像は100g。

160g #GK160-001
190g #GK190-001

100g #GK100-001
130g #GK130-001

イワシ
160g #GK160-003
190g #GK190-003

ピンクグローキャンディー
100g #GK100-003
130g #GK130-003

160g #GK160-004
190g #GK190-004

ピンクイワシ
100g #GK100-004
130g #GK130-004

160g #GK160-005
190g #GK190-005

グリーンゴールド
100g #GK100-005
130g #GK130-005

160g #GK160-006
190g #GK190-006

アカキン
100g #GK100-006
130g #GK130-006

160g #GK160-007
190g #GK190-007

ボーダーグローレインボー
100g #GK100-007
130g #GK130-007

160g #GK160-008
190g #GK190-008

ピンクグローゼブラ
100g #GK100-008
130g #GK130-008

160g #GK160-009
190g #GK190-009

ボーダーグロー
100g #GK100-009
130g #GK130-009

160g #GK160-010
190g #GK190-010

ギンギン
100g #GK100-010
130g #GK130-010

160g #GK160-011
190g #GK190-011

ウェーブシルバーグロー
100g #GK100-011
130g #GK130-011

160g #GK160-012
190g #GK190-012

ブルーヘッドイワシ
100g #GK100-012
130g #GK130-012

160g #GK160-013
190g #GK190-013

グロスゼブラグロー
100g #GK100-013
130g #GK130-013

160g #GK160-014
190g #GK190-014

ピンクバックパール
100g #GK100-014
130g #GK130-014

100g 130g 160g 190g

GUN吉シリーズ特有のスライディングアクションでシャクる縦の釣りはもちろん、キャスティングからの横の釣りと幅広く使用できる。
フォールスピードを遅めに設定し、より長くターゲットにアピール。フォールスピードの速いジグでは反応しないタフな状況で威力を発揮する。

GLOW

GLOW GLOW

GLOW

GLOW

GLOW

OFF SHORE 全国各地でヒラマサやブリ、そして大型のマグロの高実績ルアーとして、エキスパートアングラー達から高い評価を得ている
Banettには特筆すべき２つの特徴がある。一つ目は軽いジャークでしっかり動いてくれること。
自重が軽くスリムボディなので、ジャーク時の引き抵抗が非常に軽く、軽いロッドアクションでしっかりと動いてくれる。
強靭なタックルを使うことの多い釣りだが、操作性が良いルアーを使うことで集中力を持続し、必然的にチャンスも増える。
二つ目は飛距離。スリムな形状で抜群の飛距離を実現。オフショアだけでなく、ショアから狙う青物でも欠かせない。

Banett series

OFF SHORE
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［セット内容］ ソウルヘッド・クイックセッター・フックシステム

  3号：［重量］約11g ［フック］ハヤブサ（針）12/10号 ［価格］1,100円（税抜）

  5号：［重量］約19g ［フック］ハヤブサ（針）12/10号 ［価格］1,300円（税抜）

  8号：［重量］約30g ［フック］ハヤブサ（針）12/10号 ［価格］1,500円（税抜）

10号：［重量］約38g ［フック］ハヤブサ（針）12/10号 ［価格］1,700円（税抜）

13号：［重量］約49g ［フック］ハヤブサ（針）12/10号 ［価格］1,900円（税抜）

4号：［重量］約15g ［フック］ハヤブサ（針）12/10号 ［価格］1,100円（税抜）

6号：［重量］約22.5g ［フック］ハヤブサ（針）12/10号 ［価格］1,200円（税抜）

3号 #MR3-001
5号 #MR5-001
8号 #MR8-001
10号 #MR10-001
13号 #MR13-001

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-001
5号 #MSH5-001
8号 #MSH8-001
10号 #MSH10-001
13号 #MSH13-001

ソウルヘッド

すけすけレッド

3号 #MR3-002
5号 #MR5-002
8号 #MR8-002
10号 #MR10-002
13号 #MR13-002

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-002
5号 #MSH5-002
8号 #MSH8-002
10号 #MSH10-002
13号 #MSH13-002

ソウルヘッド

モヒカンオレンジ

3号 #MR3-003
5号 #MR5-003
8号 #MR8-003
10号 #MR10-003
13号 #MR13-003

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-003
5号 #MSH5-003
8号 #MSH8-003
10号 #MSH10-003
13号 #MSH13-003

ソウルヘッド

テーオーゴールド

3号 #MR3-004
5号 #MR5-004
8号 #MR8-004
10号 #MR10-004
13号 #MR13-004

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-004
5号 #MSH5-004
8号 #MSH8-004
10号 #MSH10-004
13号 #MSH13-004

ソウルヘッド

魂虫

3号 #MR3-005
5号 #MR5-005
8号 #MR8-005
10号 #MR10-005
13号 #MR13-005

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-005
5号 #MSH5-005
8号 #MSH8-005
10号 #MSH10-005
13号 #MSH13-005

ソウルヘッド

メタルグリーン

3号 #MR3-006
5号 #MR5-006
8号 #MR8-006
10号 #MR10-006
13号 #MR13-006

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-006
5号 #MSH5-006
8号 #MSH8-006
10号 #MSH10-006
13号 #MSH13-006

ソウルヘッド

ほろ酔いグロー

3号 #MR3-007
5号 #MR5-007
8号 #MR8-007
10号 #MR10-007
13号 #MR13-007

真鯛魂レンジセッター

3号 #MR3-010
5号 #MR5-010
8号 #MR8-010
10号 #MR10-010
13号 #MR13-010

真鯛魂レンジセッター

3号 #MSH3-007
5号 #MSH5-007
8号 #MSH8-007
10号 #MSH10-007
13号 #MSH13-007

ソウルヘッド

ピンクイワシ

ヤンキークマノミ

3号 #MR3-008
5号 #MR5-008
8号 #MR8-008
10号 #MR10-008
13号 #MR13-008

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-008
5号 #MSH5-008
8号 #MSH8-008
10号 #MSH10-008
13号 #MSH13-008

ソウルヘッド
3号 #MR3-009
5号 #MR5-009
8号 #MR8-009
10号 #MR10-009
13号 #MR13-009

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-009
5号 #MSH5-009
8号 #MSH8-009
10号 #MSH10-009
13号 #MSH13-009

ソウルヘッド

真鯛魂レンジセッターNF

3号 #MSH3-010
5号 #MSH5-010
8号 #MSH8-010
10号 #MSH10-010
13号 #MSH13-010

ソウルヘッド
3号 #MR3-011
5号 #MR5-011
8号 #MR8-011
10号 #MR10-011
13号 #MR13-011

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-011
5号 #MSH5-011
8号 #MSH8-011
10号 #MSH10-011
13号 #MSH13-011

ソウルヘッド
3号 #MR3-012
5号 #MR5-012
8号 #MR8-012
10号 #MR10-012
13号 #MR13-012

真鯛魂レンジセッター
3号 #MSH3-012
5号 #MSH5-012
8号 #MSH8-012
10号 #MSH10-012
13号 #MSH13-012

ソウルヘッド

K-1れいんぼー

スイカ

北斗

魁ブルー

視認性をぼかしたい時 濁り潮時のアピール系

澄み潮時のノンアピール系

澄み潮時のノンアピール系 澄み潮時のアピール系

シャローハイアピール系 ディープハイアピール系

濁り潮時のアピール系

濁り潮時のアピール系

朝夕マズメや少光量の時オールマイティー

［フック］ハヤブサ（針）12/10号
［入り数］3セット ［価格］600円（税抜）

ソウルヘッド（オモリ単体）

フックシステム（1袋3個入） フックシステム 大鯛仕様（1袋3個入）

クイックセッター（1袋3個入）
［価格］300円（税抜） 

3号：［重量］約11g
［価格］900円（税抜）

10号：［重量］約38g
［価格］1,500円（税抜）

13号：［重量］約49g
［価格］1,700円（税抜）

5号：［重量］約19g
［価格］1,100円（税抜）

8号：［重量］約30g
［価格］1,300円（税抜）

imaの新発想。リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式
鯛カブラ。昨今、鯛ラバゲームではスタンダードとなりつつある誘導式。ル
アーメーカーimaはそのシステムをひとつテンヤに導入。オモリと針が直結さ
れていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールでき、
小さなアタリも竿先に出やすく乗せやすいことが特徴だ。
そして糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。これにより
その時々のフィールドの状況に合わせヘッドの号数やカラーをクイックに
交換できる。ヘッドはもちろんタングステンを採用。素早いフォールを実現し、
目標の棚まで一直線に仕掛けを送り込むことができる。

低比重な錫+鉛の合金によるナチュラルフォールを実現した真鯛魂レン
ジセッターNF（ナチュラルフォール）。オリジナルは、タングステンヘッドに
よるポイント直撃のスピードフォール、対してNFはタングステンの半分以
下の比重で、体積は10～13号に近似。つまり海水の抵抗を受けながら
ユラユラとより自然なアクションでフォールすることで大鯛を狂わせます。
夏～秋の棚が浅いポイントか、イワシトルネードなどのエサをゆっくり見
せて食わせたい時等にベストマッチ。

交換パーツ

［フック］ハヤブサ(針)14/12号
［入り数］3セット ［価格］650円 (税抜) 

真鯛魂ブログ
釣果・製品紹介・HOW TO動画
facebookページも更新中！

水潮系アピール系

GLOW

GLOW

低比重な錫鉛合金採用

4号： #MRN4-001
6号： #MRN6-001

真鯛魂レンジセッターNF
4号： #MRN4-002
6号： #MRN6-002

4号： #MRN4-004
6号： #MRN6-004

4号： #MRN4-005
6号： #MRN6-005

真鯛魂レンジセッターNF

真鯛魂レンジセッターNF 真鯛魂レンジセッターNF

4号： #MRN4-003
6号： #MRN6-003

玉　彩 バーニングハート 銀　河

ゴージャスクマノミ しらす
澄み潮時のハイアピール系シャローハイアピール系

濁り潮時のアピール系 澄み潮時のハイアピール系 オールマイティー

ヘッドの外し方 ❶

❷

ヘッドの付け方

❶

❷

❸

❶クイックセッターのツメを
押し込み引っぱり抜く
❷ヘッドを抜く

❶ヘッドの溝に
リーダーを入れる
❷ツメをヘッドの溝に沿わせて挿入
❸蓋を嵌める

8281
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［全長］60mm ［重量］6.5g ［タイプ］シンキング
［フック］ST-36BC #10 ［リング］＃2
［価格］1,750円（税抜） ［誕生日］2016/2/10

#TW60-001 ゴールドパープルバック #TW60-002 ハヤ #TW60-003 オリーブ

#TW60-004 ゴールドヤマメ #TW60-005 パールヤマメ #TW60-006 アユ

#TW60-007 カジカ

#TW60-010 スモークパールチャート

#TW60-008 チタンブラックレッドベリー #TW60-009 ピーコック

#TW60-011 パールオレンジベリー #TW60-012 ストリームゴースト

#TW60-013 ブルーバックヤマメ
NEWCOLOR!

#TW60-014 マットブラック
NEWCOLOR!

船沢京介が信頼する本流ミノー

　本流の居着き大型トラウトは多くの場合、広くルアーを追ってバイトする

ことはない。そこで、魚の定位場所を探し、ルアーを送りこむような釣りが

要求される。沈下速度が速いスカリシリーズでは底波をトレースし、大型魚

を狙うことになるのだが、そういった方法では上手くいかない場面もある。

　魚は我々の想定以上に、流下物を見ていることが多いのだが、不自

然な流下だとルアーは簡単に見切られてしまう。ナチュラルに流下させる

ことが必要なのだ。ただ、ナチュラルな流下を演出するには、ルアーの姿

勢や沈下速度を矯正しながらの送り込みになるため、非常にテクニカル

で高いスキルが要求される。

　今回開発したTwig60は、見切りを防ぐためにシルエットをスリム化、さ

らにテール重心を排除し、水平フォールとローリングアクションを実現して

いる。これにより、沈み波と同化させながら同一レーンで自然に沈下さ

せ、ブレイクラインへと送り込むといったテクニカルな釣り方を、ラインテン

ションの調整だけで容易に行えるようになった。

水平フォール：本流魚が餌を求めて動き回ることはあまりなく、定位場所付近に
入ってくる流下物を捕食することが多い。この流下物に擬態させるには、ナチュラル
な水中姿勢が必要となるため、水平フォールを実現させた。

ローリングアクション：ウォブリングに魚が興味を持ちやすいことは周知の事実だ
が、遡上系の本流魚を除くと本流大型魚からはその不自然さに見切りを早められるこ
とも多い。またウォブリングが強いとミスバイトも増え「バラシ」の要因ともなる。

使用方法：クロスキャストからレーンをキープしながら下流へと流し、流速の変化を
感じながら、ブレイクラインに届いた地点で小さく上下にアクションを加えるという流
し方をぜひ試してもらいたい。

本流の大型トラウトを釣ることは一筋縄ではいかないことが多い。大型トラウトは成長する過程において数々のプレッシャーを

回避しているため非常に警戒心が強く、普通のアプローチではまず反応してくれない。船沢京介が新潟県魚野川という全

国でも屈指の激戦河川において、大型トラウトに違和感なく捕食レーンにルアーを送り届け口を使わせるために開発したの

が「Twig60」。その釣り方はフライフィッシングにも酷似しており、水平フォールでナチュラルにアピールする。このフォールする

姿勢が最も大事で、幾度となくサンプルをテストして納得がいくまで日々魚野川に通い込んだ。カラーも独自の理論で水中で

目立ち過ぎないシックな物が多いのも特徴。トラウトの生態を知り尽くしているからこそ到達したルアーであり釣り方でもある。

Twig60はより自然に流化物をイミテートした本当の意味での「ナチュラル」を演出する。

TROUT
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#SU60D-０１０ オレンジベリーアユ

［全長］63ｍｍ ［重量］8g ［タイプ］シンキング
［フック］ST-36BC ＃10（スイベル式フックハンガー仕様） ［リング］#2
［価格］1,700円（税抜） ［誕生日］2014/3/10

［全長］60ｍｍ ［重量］8g ［タイプ］シンキング
［フック］ST-36BC ＃10（スイベル式フックハンガー仕様）
［リング］#2 ［価格］1,700円（税抜）
［誕生日］2014/3/10

＃ＳＵ６３Ｈ-００１ 赤金 ＃ＳＵ６３Ｈ-００２ 金黒

＃ＳＵ６３Ｈ-００４ イブキ

＃ＳＵ６３Ｈ-００８ アマゴ

＃ＳＵ６３Ｈ-００５ メブキ ＃ＳＵ６３Ｈ-００６ 銀黒

＃ＳＵ６３Ｈ-０１０ オレンジベリーアユ ＃ＳＵ６３Ｈ-０１２ チタンブラック＃ＳＵ６３Ｈ-０１１ クラシック

＃ＳＵ６３Ｈ-００９ アユ＃ＳＵ６３Ｈ-００７ ヤマメ

＃ＳＵ６３Ｈ-００３ アクアマリン #SU60D-００３ アクアマリン

#SU60D-００５ メブキ

#SU60D-００７ ヤマメ

#SU60D-０１１ クラシック

#SU60D-００９ アユ

#SU60D-００２ 金黒

#SU60D-００４ イブキ #SU60D-００６ 銀黒

#SU60D-００８ アマゴ

#SU60D-０１２ チタンブラック

#SU60D-００１ 赤金

#S8516-001 #S8518-001 ヤマメ

#S8516-004 #S8518-004 金黒

#S8516-007 #S8518-007 ピンクバックシルバー

#S8516-010 #S8518-010 オレンジベリーアユ

#S8516-002 #S8518-002 アマゴ

#S8516-005 #S8518-005 赤金

#S8516-008 #S8518-008 ピンクバックゴールド

#S8516-011 #S8518-011 メブキ

#S8516-003 #S8518-003 銀黒

#S8516-006 #S8518-006 アクアマリン

#S8516-009 #S8518-009 アユ

#S8516-014 #S8518-014 チタンブラック弐#S8516-013 #S8518-013 レッドスポットピンク

#S8516-012 #S8518-012 イブキ

#S8516-015 #S8518-015 Hピーコックグリーン

#S8516-016 #S8518-016 SMジョーカー

［全長］85mm ［重量］銀色アイ16g・金色アイ18g ［タイプ］ヘビーシンキング 
［フック］ST-46 #6（スイベル式フックハンガー仕様） ［リング］＃３
［価格］1,800円（税抜） ［誕生日］2013/12/15

＃ＳＵ６３Ｈ-０１3 レッドスポットピンク ＃ＳＵ６３Ｈ-０１4 チタンブラック弐 #SU63H-015 ラーバルヤマメ
NEWCOLOR!

#SU63H-016 メロン
NEWCOLOR!

#SU60D-０１3 レッドスポットピンク #SU60D-０１4 チタンブラック弐 #SU60D-015 リフレクトグリーン
NEWCOLOR!

#SU60D-016 メロン
NEWCOLOR!

“巻いて潜らせる”のではなく“沈めて浮かせない”ためのダイビング
リップとヘビーウエイト。本流域をメインフィールドとして使用することを考
え50ディープをスケールアップ。より流速の早い場所や水深の有る所
へのアプローチを可能とした。得意の底波ドリフトで、川底の石の裏に
定位している神経質な大型魚に対しピンポイントでアピールしてバイト
に持ち込むことに一層の力を発揮する。

本流の分厚い流れを突き破り、川底へと送り込むヘビーウエイト。ラインを極力水につけぬよう、高く保持したロッドをゆっ
くり縦に刻むだけでその薄型ボディを強烈に光り輝かせる。特徴的な幅広リップが不意な浮き上がりを抑制すると同時
に、意図的な食わせのターンを得意としたクイックな立ち上がりを約束する。D・X・S（ダウンクロススペシャル）の名を冠し
た、まったく新しいコンセプトを持ったミノー。それはまるでスプーニングやウェットフライに通ずる自在性に富んだ操作性を
実現し、ディープダイバーやヘビーウエイトミノーで攻めきれなかった「流れの深層」を攻略する。

本流域でのニジマスやサツキマスといった大型のトラウトに焦点を
絞った基本に忠実なミノー。シンプルなフォルムに収められた独自の
ウエイトバランスが生み出す素直なキャスタビリティーに加え、リーリング
の強弱のみでヒラを打ちギラつくボディは、無駄なロッドワークを必要
せずとも魚達に強烈にアピールする。アングラーの集中力を保ち、常
に思い通りのトレースラインをアプローチすることを可能にする。

TROUT
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その基本性能の高さゆえに、issenは我々の想定以上の大物を呼び込んでしまうことが多々ある。そんな時、オリジナル
の前後ローリングスイベル仕様では心許ないのだ。issen 45S MAXは、そんな不意の大物にも動じない、エイトカン＋
前後トリプルフックの完全大物仕様である。

#IS45M-001
赤金

#IS45M-002
金黒

#IS45M-003
アクアマリン

#IS45M-004
イブキ

#IS45M-005
メブキ

#IS45M-006
銀黒

#IS45M-007
ヤマメ

#IS45M-008
アマゴ

#IS45M-009
アユ

#IS45M-010
オレンジベリーアユ

#IS45M-011
クラシック

#IS45M-013
チタンブラック

#IS45M-014
オイカワオレンジベリー

#IS45M-015
パールアユ

#IS45M-012
イワナ

#IS45M-016
クリアーインセクト

#IS45M-018
パールヤマメ

#IS45M-017
ハヤ

#IS45M-020
リアクションオレンジ
NEWCOLOR!

#IS45M-019
メロン

NEWCOLOR!

®

［全長］45mm ［重量］4g ［タイプ］シンキング ［フック］ST-36BC #14
［リング］＃1 ［価格］1,500円（税抜） ［誕生日］2016/2/10

#IS45-101
赤金

#IS45-102
金黒

#IS45-103
アクアマリン

#IS45-104
イブキ

#IS45-105
メブキ

#IS45-106
銀黒

#IS45-107
ヤマメ

#IS45-108
アマゴ

#IS45-110
アユ

#IS45-111
オレンジベリーアユ

#IS45-112
クラシック

#IS45-113
イワナ

®

［全長］45mm ［重量］3.7g ［タイプ］シンキング
［フック］SBL-55M #10 シングルフック（スイベル式フックハンガー仕様）
［リング］#1 ［価格］1,500円（税抜） ［誕生日］2012/2/21

#IS45-114
チタンブラック

#IS45-118
クリアーインセクト

#IS45-119
ハヤ

#IS45-120
パールヤマメ

#IS45-116
オイカワオレンジベリー

#IS45-117
パールアユ

#IS45-122
リアクションオレンジ
NEWCOLOR!

#IS45-121
メロン

NEWCOLOR!

線の釣りを可能にする遠投性、ショートレンジでの手返し良さ、素直なキャスタビリティは渓流でのマスト条件。アップストリーム
で流れに乗りながらも失われないリップの抵抗がファーストアクションでの立ち上がりを約束し、ロッド操作のタイミングを教え
てくれる。結果、自在なヒラウチと、緩急のたやすい軽快な操作性を実現する。前後フックハンガーには回転式スイベルを
採用。併せてシングルバーブレスフックを標準装備とすることで、バラシの軽減と魚へのダメージを最小にする。

辺見哲也が寵愛する渓流ミノー
「渓流ミノーに求められる性能とは？」を原点に辺見哲也がトライ＆エラーを繰り返して開発された

ルアーが「issen45S & issen45S MAX」。飛距離、スイミングなどの基本性能は勿論、デザイン

などのアングラーの心を揺さぶるアイテムを目指して監修した。

複雑な速い流れから飛び出すことなく、ロッドアクションにレスポンス良く反応してトラウトの本能に

訴える「ヒラ打ち」を得意とするミノーが完成した。ウエイトも重過ぎず、軽過ぎない絶妙なバランス

で、アングラーがストレスなく使用できるような繊細さを追求。狙ってトラウトを反応させるにはピンス

ポットを精密なキャストで狙い、的確なルアートレースを余儀なくされる。そんなテクニカルな渓流プ

ラッギングにおいて「issen45S & issen45S MAX」は頼もしい相棒となってくれるだろう。プラッ

ギングを心から愛する辺見哲也だからこそ辿り着いた至極の名作なのだ。

TROUT

twig60 60㎜ 6.5ｇ シンキング ST-36BC ＃10  #2 1,750円
sukari 85DXS 85㎜ 16g（銀色アイ）18g（金色アイ） ヘビーシンキング ST-46 #6（スイベル式フックハンガー仕様）  #3 1,800円
sukari 63HS 63㎜ 8g シンキング ST-36BC ＃10（スイベル式フックハンガー仕様） #2 1,700円
sukari 60Deep 60㎜ 8g シンキング ST-36BC ＃10（スイベル式フックハンガー仕様） #2 1,700円
issen 45S MAX 45㎜ 4g シンキング ST-36BC ＃14 #1 1,500円
issen 45S 45㎜ 3.7g シンキング SBL-55M #10シングルフック（スイベル式フックハンガー仕様） #1 1,500円
sukari 50SS 50㎜ 5g シンキング ST-36BC ＃12 #1 1,500円
sukari 50SS Deep 50㎜ 5g シンキング ST-36BC ＃12 #1 1,500円
sukari 37S Deep 50㎜ 3g シンキング ST-36BC ＃14 #1 1,400円

モデル　　　　　　　　　全 長　　　　　重 量　　　　　　　　　　　　　　タイプ　　　　　　　　フック 　　　　　　　　　　　リング 価格（税抜）
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［全長］50mm ［重量］5g ［タイプ］シンキング
［フック］ST-36BC #12 ［リング］#1
［価格］1,500円（税抜） ［誕生日］2010/3/10

［全長］50mm ［重量］5g ［タイプ］シンキング
［フック］ST-36BC #12 ［リング］#1
［価格］1,500円（税抜） ［誕生日］2010/3/10

#SU50D-101
赤金

#SU50D-102
金黒

#SU50D-103
アクアマリン

#SU50D-104
イブキ

#SU50D-107
ヤマメ

#SU50D-108
アマゴ

#SU50D-110
アユ

#SU50D-111
オレンジベリーアユ

#SU50D-112
クラシック

#SU50D-105
メブキ

#SU50D-106
銀黒

#SU50D-113
イワナ

#SU50SS-101
赤金

#SU50SS-103
アクアマリン

#SU50SS-104
イブキ

#SU50SS-106
銀黒

#SU50SS-107
ヤマメ

#SU50SS-110
アユ

#SU37D-001
赤金

#SU37D-002
金黒

#SU37D-003
アクアマリン

#SU37D-004
イブキ

#SU37D-005
メブキ

#SU37D-006
銀黒

#SU37D-007
ヤマメ

#SU37D-008
アマゴ

#SU37D-009
アユ

#SU37D-010
オレンジベリーアユ

#SU37D-011
クラシック

#SU37D-012
イワナ

#SU37D-013
チタンブラック

#SU37D-01
オイカワオレンジベリー

#SU37D-015
パールアユ

#SU50SS-111
オレンジベリーアユ

#SU50SS-113
イワナ

#SU50D-118
クリアーインセクト

#SU50D-119
ハヤ

#SU50D-121
リフレクトグリーン
NEWCOLOR!

#SU50D-122
メロン

NEWCOLOR!

#SU50D-120 
パールヤマメ

#SU50SS-118
クリアーインセクト

#SU50SS-121
メロン

NEWCOLOR!

#SU50SS-120 
パールヤマメ

［全長］37mm ［重量］3g ［タイプ］シンキング ［フック］ST-36BC #14
［リング］＃1 ［価格］1,400円（税抜） ［誕生日］2017/2/28

“巻いて潜らせる”のではなく“沈めて浮かせない”ためのダイビングリップ
とヘビーウェイト。このコンセプトが淵や滝つぼ等のディープエリアで、流れ
の影響を最小限に留めながらボトムを素早くとり、狙うポイントへアプローチ
する。川底に定位している神経質な大型魚をピンポイントアピールで誘い
出す。ロングキャスト＆アキュラシーにも優れ、渓流域のみならず本流域ま
でを射程に留める。ディープエリア攻略には絶対不可欠なルアーである。

ダウンクロスストリームでのしつこいまでの水絡みと、流れを泳ぎきる性
能を追求。そのハイウェイトのボディは、キャスティングが難しい源流域で
ピンスポットのロングキャストを可能とし、極狭い範囲でしっかりアクショ
ン、タナのコントロールを自在とした。その使い易さは、源流・渓流域のみ
ならず中流域までをもカバー。オーバースペックと思えるその性能こそ
が、流れを巧みに利用しスレきった大型の鱒にも強くアピールする。

#SU50D-114
チタンブラック

#SU50D-116
オイカワオレンジベリー

#SU50D-117
パールアユ

#SU50SS-114
チタンブラック

#SU50SS-117
パールアユ

渓流ではオーバースペック気味であった50㎜のsukari 50SS Deepを、ディープミノーの限界まで縮小。リップを含
めた総合的なシルエットを50㎜とした結果から導きだされたボディサイズ37㎜であった。sukari 50SS Deepのバイ
ブレーション的なアクションに対してsukari 37S Deepは「川底を這う」クランクベイトを思わせる特徴的なアクション
を見せる。ネイチャートラウト用としては新しいアクションスタイルを採用し、スモールシルエットながら存在感をアピール。
瀬の中をしっかりと水を掴み泳ぎ切るのは勿論、ノーフックでも瀬を切る超絶バランスで、シングルフックなどのフック
レギュレーションに対応。国内は元より海外でのゲームにおいても頼もしい存在となるであろう。正確な強弾道と抜群
の水噛み性能、そして極小サイズのクランクアクションで源流や枝沢、渓流で抜群の使用感を約束する。

#SU50SS-102
金黒

#SU50SS-105
メブキ

#SU50SS-108
アマゴ

#SU50SS-112
クラシック

#SU50SS-119
ハヤ

#SU50SS-122
リアクションオレンジ
NEWCOLOR!

#SU50SS-116
オイカワオレンジベリー

TROUT



遊動式テンヤ「真鯛魂レンジセッター」を
効率的に収めるポーチ。シンプルに、より
快適にテンヤ真鯛を楽しむことが可能に。

imaレンジセッターテンヤポーチ
［サイズ］Ｗ95×Ｈ160×Ｄ55mm
［素材］ターポリン 
［カラー］レッド 品番：4009064
　　　 ブラック 品番：4009065
［価格］4,400円（税抜）

ima  エイガード
［サイズ］M ： 24～25.5cm  品番：4015007
　　　  L  ： 26～27.5cm  品番：4015008
　　　  XL ： 28～30cm     品番：4015009

［素材］ケプラー×ノーメックス生地
［カラー］ネイビー
［価格］46,000円（税抜）

胸部分内側に糸屑などをひっ
かけやすいベルクロ付きゴミ収
納用ポケット。

超ディープウエーディング時
は上部のD管へポーチを付
けて、浸水リスクを軽減。

ベルクロ付きプライヤーホル
ダー。運搬時でもしっかり固
定。出し入れが頻繁な時はベ
ルクロを外側に固定できるの
で邪魔にならない。

両方の前面ポケットには、錆び
にくいプラハトメ製の水抜き穴
を装備。

◀フックをかけて収
納するウレタン
フォーム付き。

◀パーツを小分けで
収納できる6つの
メッシュ状ポケッ
ト。

imaオリジナルフローティングベストX-0（エックスゼロ）
［サイズ］フリー
［カラー］ブラック（付属ポーチ：ブラック×ホワイト） 品番：4004060
 グリーンカモ（付属ポーチ：ブラック） 品番：4004059
 ブラック/グリーン（付属ポーチ：ブラック×グリーン） 品番：4004061
［価格］29,800円（税抜）

キャスティング時に
邪魔にならない
広いアームホール

後身頃と一体化し
フィット感を高めた
ウエストハーネス

胸囲を一周する
チェストベルト

「X型」の
ボディ形状

怪我をしやすい手の甲側の高い部分にはネオ
プレーンを配置し保護。手のひらには滑りにく
い凹凸ポリウレタン素材を採用、負担のかかり
やすい部分はアマーラ記事で補強。「ムレにく
さ」と「フィット感」を高次元に両立したハード
ユースに耐えるメッシュグローブで釣行も安心・
快適に。

ima タイタニュームグローブ
（2フィンガーレス・5フィンガー）
［サイズ］M・L
［カラー］ブラック×ホワイト　品番：4013073（5フィンガー M）  品番：4013069（2フィンガーレス M）
 　　　　　　　　品番：4013074（5フィンガー L）　品番：4013070（2フィンガーレス L）
 ブラック×カモ　　 品番：4013075（5フィンガー M）  品番：4013071（2フィンガーレス M）
 　　　　　　　　品番：4013076（5フィンガー L）　品番：4013072（2フィンガーレス L）
［素材］タイタニューム
［価格］5,800円（税抜）

抜群の保温力と感度を兼ね備た冬の定番タイタニュームグローブ。細かい作業
を行うのに便利な2フィンガーレスと、指先が冷える寒冷地用にも対応できる
5フィンガーの2種類をラインナップ。アマーラ

凹凸
ポリウレタン

負荷を
和らげる

滑り
にくい

国土交通省が試験を行って安全基
準への適合を確認したライフジャケッ
トに押印される桜マーク（型式承認
試験及び検定への合格の印）付き。

シングルインジケーター付
き充気装置を採用。イン
ジゲーターがグリーン時
には使用可能。

ima  膨張式ライフジャケット
（水感知機能付き）
［サイズ］ウエスト 70～100cm
［タイプ］小型船舶用救命胴衣
　　　 国土交通省型式承認品 Type A
［素材］ポリエステル 420D 
［カラー］ブラック　　品番：4004062
　　　  グリーンカモ 品番：4004063
［価格］19,800円（税抜）

平成30年2月よりすべての小型船舶の乗船者に
国の安全基準に適合したライフジャケットの着用が義務化に

バックスタイル

X型形状ボディ採用で
身体への負担を0に。

ゼロ

ima シングルポケットポーチ
［サイズ］W100×H170×D55mm
［素材］ターポリン 
［カラー］ライム 品番：4009075
 ホワイト 品番：4009076
 チャコールグレー 品番：4009077
［価格］3,200円（税抜）

背面にはベルクロの
ベルト付き

ima  6.5inch
ヘビーデューティーアルミプライヤー
［素材］アルミ
［カラー］グリーン×ブラック  品番：4014045
［価格］6,000円（税抜）

専用ホルダー
＆ランヤード付

NEW PRODUCTS

NEW PRODUCTS

従来のベストでは肩と腰だけに加重がかかり大きな負担となって
いたが、形状を「X型」にし、さらに胸囲を一周するチェストベルトで
体にフィットさせることで、体全体で負荷を受け止める構造に変
更、釣行時の疲労を大幅に軽減させることに成功した。

ima オリジナルメッシュグローブ
（3フィンガーレス・5フィンガー）
［サイズ］M・L
［カラー］ブラック×チャコール 品番：4013055（5フィンガー M）  品番：4013059（3フィンガーレス M）
  品番：4013056（5フィンガー L）  品番：4013060（3フィンガーレス L）
 ネイビー×ブラック 品番：4013057（5フィンガー M）  品番：4013061（3フィンガーレス M）
  品番：4013058（5フィンガー L）  品番：4013062（3フィンガーレス L）
［素材］ネオプレーン・アマーラ
［価格］4,800円（税抜）

大容量で人気のシングルポケットポー
チ。フローティングベストやウエストベル
トなど、自由な場所に取り付可能。デザ
インを一新し今年も登場。

2本指
カット

3本指
カット

5本指
5本指

落水時には水を感知して膨張する自動膨張式のライフジャケット。キャスティングなど
上半身の動きの邪魔にならないウエストベルトタイプ。水感知だけでなく手動用作動
策（引き手）を引くことで確実な作動が可能。信頼と実績のBLUESTOME（高階救
命器具株式会社）製、国土交通省型式承認品（桜マーク付き）。

右サイドには
BLUESTOME
ロゴ入り

2018  ACCESSORIES & EQUIPMENT
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2018  ACCESSORIES & EQUIPMENT

ima メッシュキャップ
［サイズ］フリー
［素材］布地：コットン
　　　メッシュ：ポリエステル
［カラー］ブラック（ホワイト）　品番：4007241
 ブラック（ライム）　  品番：4007242
 ライム（ブラック）　  品番：4007243
 デニム（ホワイト）　  品番：4007244
 グリーン（ホワイト）　品番：4007245
［価格］3,000円（税抜）

NEW PRODUCTS

ima コットンワークキャップ
［サイズ］フリー
［素材］コットン
［カラー］ブラック（ライム）　　品番：4007238
 ネイビー（イエロー）　品番：4007239
 オリーブ（ホワイト）　品番：4007240
［価格］3,000円（税抜）

NEW PRODUCTS

ima リバーシブルニットキャップ
［サイズ］フリー
［素材］アクリル100%
［カラー］ブラック　　　品番：4007235
 ネイビー　　　品番：4007236
 グレー　　　  品番：4007237
［価格］3,000円（税抜）

ima サンバイザーⅡ
［サイズ］フリー
［素材］ナイロン100%
［カラー］ブラック　　　品番：4007231
 グレー　　　  品番：4007232
［価格］3,300円（税抜）

ima バケットハット
［サイズ］フリー
［素材］ナイロン100％
［カラー］ネイビー×ホワイト　  品番：4007228
　　　 ネイビー×ライム　　 品番：4007229
 カーキ×チャコール　品番：4007230
［価格］4,500円（税抜）

リバーシブル仕様

編み目
ゆったり

今やアングラーの定番品となったメッシュキャッ
プは通気性が良く、人気のアイテム。そんなメッ
シュキャップに今年も新色が登場。

シンプルなデザインで、タウンユースとしても
使いやすいワークキャップ。2017年モデルよ
り少しゆったりめなボディを採用。カラーも一
新し今年も登場。

裏表で編み方の違う二重構造のリバーシブ
ルタイプ。どんなコーディネートにも合わせや
すいシンプルなデザイン。

強い太陽光を浴びる時にナブラや潮目を
見極めるためにも、日差しを抑えてくれるサ
ンバイザーは大事なアイテム。使いやすい
シンプルなデザインに、透湿性・防水性に
優れた生地を採用。

アウトドアシーンにピッタリな透湿性・防水性
に優れた生地を使用。折り畳んでも型崩れし
ないので持ち運びにも便利。着脱式のスト
ラップを採用したことで釣行時は勿論、タウン
ユースでも活躍してくれそうだ。

深底

引き抵抗が非常に軽く、流れの早いエリアでも使え、低速リトリーブでもブレードが回転
してアピールするので、ルアーを見切られずに足元までチャンスが広がる独特の形状の
ブレード。もちろん、ガウル以外のスピンテールジグでも使用可能。

ima ストリーム V ブレード
［カラー］ ゴールド  品番：4016005
 シルバー  品番：4016006
 コパー  品番：4016007
 ガンメタ  品番：4016008
［価格］720円（税抜）
※1袋2枚入

ima オリジナルブレード（#3）
［カラー］ ゴールド  品番：4016001
 シルバー  品番：4016002
 コパー  品番：4016003
 ガンメタ  品番：4016004
［価格］370円（税抜）
※1袋3枚入

ima ステッカー
［サイズ］W100mm  品番：4003010
［価格］400円（税抜）

ima マグネットステッカー
［サイズ］W120×H60mm  品番：4003017
［価格］1,000円（税抜）

imaパワフルスナップ
［サイズ］ ＃00 品番：4017005
　 ＃0 品番：4017004
　 ＃1 品番：4017001
　 ＃1.5 品番：4017002
 ＃2 品番：4017003
［価格］700円（税抜）
※#00・0は1パック9個入り、
#1～2は7個入り

ima アソートステッカー
［サイズ］W95×H145mm 
品番：4003016
［価格］800円（税抜）

ima ルアーケース3010
［サイズ］205×145×40mm
［カラー］ ima ホワイト  品番：4005027
 ima ブルー  品番：4005028
 ima グリーン  品番：4005029
 ima ガンメタ  品番：4005030
 ima レッド    品番：4005031
 ima ブラウン  品番：4005032
［価格］700円（税抜）

ima ルアーケース3010NDDM
［サイズ］205×145×60mm
［カラー］ ima ブルー 品番：4005051
 ima グリーン 品番：4005052
 ima ガンメタ 品番：4005053
 ima レッド 品番：4005054
 ima ホワイト 品番：4005061
 ima ブラウン 品番：4005062
［価格］900円（税抜）

3010NDM
高さ 40mm

3010NDDM
高さ 60mm

300mm

300mm

150mm 150mm

ima×THE MEASURE
［サイズ］150×5cm
［カラー］グリーン  品番：4009014
　　　 ブルー    品番：4009023
［価格］2,500円（税抜）

ima オリジナル 防水シートカバー
［サイズ］580×1,380mm（ヘッドレスト部除く）
［素材］クロロプレーン
［カラー］ブラック×カモ　  品番：4014052
［価格］5,200円（税抜）

 imaアタッシュケース
［サイズ］330×260×85mm
［カラー］クリアー 品番:4005034
［価格］1,600円（税抜）

ルアーケース3010×4箱収納可能

×4箱

トラウト・
スモールプラグ
対応

ヘッドレスト バックスタイル

ima カッティングステッカー
［サイズ］W150mm
［カラー］ グレー  品番：4003006
 ホワイト 品番：4003011
［価格］650円（税抜）

［サイズ］W300mm
［カラー］ ホワイト 品番：4003012
 グレー 品番：4003018
［価格］1,200円（税抜）

ホワイト

グレー NEW COLOR!



95 96

ディープウェーディングでの使用を目的に設計されたモデル。アグレッシブで繊細なロッドアクション
を可能とするブランクは、ミノーからバイブレーションと多彩なルアーを使いこなし、ディープウェーディ
ング時にフルキャストしても水面を叩きにくいのが特徴。８フィートクラスの飛距離をも実現、ファイト
中の取り回しも良くビッグフィッシュにも余裕をもったファイトが可能。港湾や運河など狭いエリアで
のコントロールキャストも得意とし、ショートレングスロッドの可能性を追求した。

港湾部から干潟、河川まで幅広いエリアで活躍する、ベイエリアのマルチロールモデル。振り抜け
感、ルアーの操作性に優れ、手返し良くクイックにポイントを攻め続け、ショートバイトも見逃さない感
度を持つ。使用ルアーも７～１２㎝クラスのミノーからバイブレーションまで幅広く、７フィートクラスに
匹敵するコントロールキャストから９フィートクラスのロングキャストまでをカバー。IS-７６ＭＬと同様に
ディープウェーディング時にフルキャストしても水面を叩きにくい。

港湾、干潟、河川などが得意なマルチロールモデルIS-８０ＭＬのロングバーション。９～１２㎝のミ
ノーからバイブレーションまで幅広いタイプのルアーを使い、ロングキャストして広範囲に探ることを
得意とする。この長さでストラクチャーへのコントロールキャストの精度も非常に高い。+６インチのア
ドバンテージがマイルドなアクションを生み、タメが利きキャッチ率を確実にアップさせる。

しぶみシリーズのスタンダードレングス。往年のアングラーが最も使用した長さであり、しなやかに曲
がるブランクはキャスト時は心地よく、そしてファイト時に描く美しい弧は釣りの本当の楽しさを思い
起こすことができる。Shibumiオリジナルガイド設定が軽量化だけでなく、キャスト時のブレを無くし、
抜けの良いラインの放出を実現、飛距離に直結する。幅広いルアーのタイプに対しても安定した飛
距離を発揮し、干潟、河川、河口エリアを隈なく攻め抜くことができる。

IS-９０ＭＬのロングバージョン。干潟・河口・サーフなどロングキャストが必要な場所を得意とし、磯場
や堤防など足場の高いところも対応、ポジションを選ばず使用することができる。比較的小型のミ
ノーからバイブレーションをロングキャストして、幅広くビッグフィッシュを狙う。オリジナルガイド設定に
よりロングロッドとは思えない操作性と振り抜け感を実現。一日中投げ倒すことを可能にした。

サーフ・河口など、ロングキャストが必要な場所や、磯場や堤防周りの足場が高い所でルアーをしっ
かり足元までトレースさせたいときに使用する。バイブレーションはもちろんのこと、７～９㎝の軽いミ
ノーをロングキャストすることも可能とした。10フィートでありながらルアーにアクションもつけることも
容易にこなし、そのルアーセレクトの幅広さと相まって、スズキ、ヒラメ、コチ、ウミアメ、ウミサクラ等、
多魚種を狙うことができる。

IS-76ML

IS-80ML

IS-86ML

IS-90ML

IS-96ML

IS-100ML

Length 7’6”  LineMAX PE1.5  LureMAX 28g　Price 63,000円（税抜） 

Length 8’0”  LineMAX PE1.5  LureMAX 28g　Price 63,500円（税抜） 

Length 8’6”  LineMAX PE1.5  LureMAX 28g　Price 64,000円（税抜） 

Length 9’0”  LineMAX PE1.5  LureMAX 28g　Price 67,000円（税抜）

Length 9’6”  LineMAX PE1.5  LureMAX 28g　Price 68,000円（税抜）

小規模河川等、狭くテイクバックが難しい場所に最適。レギュラーアクションが小型のミノーやバイ
ブレーションを一定のテンションでテンポ良くピンポイントにキャストする手返しの良い釣りを可能に
する。近距離戦でもロッドがショックを吸収することで、PE主流の釣りでもハジキやバレを極力抑え
ることができる。また、ディープウェーディングのテイクバック時に水面を叩いてしまうことを軽減し、安
定した飛距離を出すことができる。

 シブミベイトキャスティングモデルのスタンダードモデル。そのレギュラーアクションが小型ミノーから
バイブレーションまで幅広いタイプのルアーをストレス無くキャストすることができる。また、その操作
性の高さがルアーに生命感を宿し魚たちを誘惑する。Shibumi特有のロッド全体で受け止めるアク
ションでパワフルなファイトを実現する。キャスト、アクション、ファイトとベイトキャスティングロッドの本
当の楽しさを余すことなく満喫できる1本である。

止水域、河口域、サーフなどロングキャストをして広範囲に魚を狙うシチュエーションにはこのモデ
ル。ミノーやバイブレーションだけでなくジグなども守備範囲に収める。ウェイトのあるまたは抵抗の強
いルアーをストレス無くアクションさせるパワーを備え、ロングロッドを感じさせない操作性で魚たちを
誘惑し続ける。余裕のロッドパワーは、ファイト時にビッグフィッシュに主導権を与えることを許さな
い。もちろん、足場の高い場所での使用にも適している。

IS710MLC IS810MC

IS904MHC

Length 7’10”  LineClass  Max1.5G LureWeight MAX28g Price 62,500円（税抜） Length:8’10”  LineClass Max2G LureWeight MAX35g Price 64,500円（税抜）

Length:9’4”  LineClass Max2G LureWeight MAX45g Price 66,000円（税抜）

Length 10’0”  LineMAX PE1.5  LureMAX 28g　Price 71,000円（税抜） 

用の美。imaの魂と美意識の結晶。

高弾性・低レジンカーボンブランクのロッドが全盛の今、私達はあえて中弾性ブラン
クのコンポジットに拘った。剛性の高すぎるロッドを用いて強烈なアワセからシーバ
スを強引に引き抜く。こんなシーンに違和感を抱くアングラーは少なくないのではな
いか。ロッドは曲がってこそ美しく、よいロッドは曲がることでその機能を存分に発
揮する。よくしなり、時にあえて捻れることでシーバスと対話する。とはいえ、ただ柔
らかいだけのロッドではもちろんいけない。最新のブランク技術とモデル毎に異な
るトン数のコンポジットによって少ない入力で機敏に反応しながらもフレキシブルに
曲がることでファイト時にトルクフルな深いプレッシャーを掛けることができる。
shibumiは、シーバスに優しく一尾との出会いを心から愉しむためのブランクに辿
り着いたのだ。

今、中弾性ブランクという選択。

E Q U I P M E N T

ハイエンドシーバスロッドとしてのアピアランスを
演出。通常より1～2個少ないガイド設計が異
次元の操作性を実現した。

メインブランクはアンサンド及び無塗装フィ
ニッシュ。徹底した軽量化は、今までに存在
しなかった素晴らしい使用感を実現した。

バッドエンドにはimaのブランドスローガン
「For Your Lush Life.」の文字が刻まれた
アルミエンドキャップを奢る。

セパレートグリップ部分両サイドにはオリジナ
ルアルミパーツを装着。日本のブランドによる
デザインを表す日の丸の印字が配される。

shibumiオリジナルリールシートとウッドスペ
イサーを装備。リールフット面にはimaロゴ
マークの刻印があしらわれる。

shibumiシリーズのブランクはアンサンド、無塗装である。焼成したブランクを研ぎ
澄まし、あえて無塗装とすることで9ftモデルの場合約7.5gの軽量化を実現。僅か
7.5gと思うかもしれない、しかしガイド10個付けのロッドの場合、そのガイド総重量
は約5.25g*である。これを見ると7.5gが如何に大きな数字であるか理解していた
だけると思う。そのブランク性能を十分に発揮させるためのガイドセッティングも重
要。shibumiシリーズは通常のロッドよりも1～2個少ないガイドセッティングとした。
美しいベンドカーブ、ライン抜けの良さ、収束の早さ、そのどれを取っても最高の仕
上がりを実現した。徹底的に雑味と取り除いたshibumiシリーズ。
鋭敏な感覚を持ちながらもゆったりとした気持ちでシーバスフィッシングと向かい
合うことができる。

雑味を廃し軽量化を徹底した意味。

*チタントルザイトリングKRコンセプト10個付けのガイド総重量5.249g

緩やかに美しい弧を描き、一尾とのやりとりを大切に楽しむロッド、Sｈｉｂｕｍｉシリー
ズ。現在のシーバスフィッシングの主流であるファスト、レギュラーファストテーパーの
ロッドとは異なりベイトキャスティングモデルは、Sｈｉｂｕｍｉオリジナルのレギュラーテー
パーブランクを採用している。Sｈｉｂｕｍｉで創り上げたレギュラーテーパーの優れた
ブランク。これこそ現在のシーバスフィッシングシーンでベイトキャスティングをより楽
しみ、より深く探求を進めていける可能性を秘めている。その一つ目は「キャストの
快適性」にある。ファストテーパーのブランクでベイトリールでのキャストをすると、
ティップが急激に反り返る。この反動は、飛ぶルアーのスピードを急加速させ、バック
ラッシュの原因となってきた。レギュラーテーパーであるSｈｉｂｕｍｉのブランクには、こ
のデメリットがない。もちろんアングラーのテクニックで、バックラッシュを高確率で防
ぐことは可能だろう。しかしタフなフィールドでシーバスに挑むとき、快適さは、アング

ラーの限界性能を引き上げる強い武器になる。
次にファイト。PEラインが全盛の昨今、その流れはベイトタックルにおいても例外で
はない。しなりの少ないファストテーパーのロッドと伸びの無いPEラインの組み合わ
せでは、ヘッドシェイクなど魚の不規則な動きへの追従性に欠け、ファイト時に急激
にラインのテンションが抜ける。これがバラシの大きな要因となることは言うまでもな
いだろう。Sｈｉｂｕｍｉはレギュラーテーパーの特性を生かし、しっかりと魚の動きに追
従。バラシの大幅な軽減に成功している。
スピニングモデルのブランクをベースに、新たに専用設計を施し調整を徹底された
Sｈｉｂｕｍｉベイトキャスティングモデル。ベイトリールの高いキャスト精度、強いパワー、
PEラインの感度、その全てをフォローし、高めるブランクに仕上がっている。

最もベイトタックルにマッチするShibumiのブランク。

ブランクはサンディングの後にコーティング処理
を施さないノーコーティング仕様。キャスト時のラ
イン保護と究極の軽さを両立している。

E Q U I P M E N T

Made in JAPAN

ガイドはチタントルザイトリング仕様。トップガイドはFリング装着のT-KGTT。バットガイドにはキャスト
時に放出されたラインがブランクを叩きにくいように高足のT-KWTG10Mを採用。

BA I T  C A S T I NG

注意 ： Shibumiベイトシリーズは、リールシート部分、エンドキャップにアルミ素材を使用しております。
釣行後には真水でよく洗い、乾いた柔らかい布で水分を拭きとってください。海水の塩分や不純物
により腐食する恐れがございます。Wスクリューは必ず締める際には内側から、緩める際には外側か
ら操作してください。無理に締め込むと固着の恐れがございます。リールシートリングは金属製の
ため、お使いのリールフットに傷つく場合がございます。予めご了承ください。

ベイトリールのレベルワインドからラインの角度が付き過ぎないようにガイドの足を最適な高さに設計。
飛距離、アキュラシー精度が飛躍的に高まり、理想的なベイトロッドによるルアーゲームに近づいた。

S P I N N I N G

ガンメタルフィニッシュ処理されたオリジナルアルミ製フロントWスクリューと
ワインディングチェック、ベイトキャスティングロッドの象徴であるトリガーが鈍い輝
きを放つグリップセクション。Shibumiスピニングモデル同様に、リールシートに
はウッドスペイサーを奢る。グリップはコルク仕様。
フロントエンド及びバットエンドには耐久性に優れた強化コルクを採用しデザイ
ン的なアクセントにもなっている。直接手に触れ、常に目に触れる部分に機能と
共に贅沢な遊び心を追求した。

キャスト時に放出されたラインと
ブランクが接触して起こる飛距
離の低下を防ぐため、一般的な
ベイトロッドより1～2個ガイドを多
く装備。
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SALT WATER LURE DEPTH CHART［imaルアー深度表］

0cm

20cm

40cm

60cm

80cm

100cm

150cm OVER

Floating Sinking Suspend

HONEY TRAP 70S
70mm
14g
シンキング
20～60cm 
スラローム
#6
#3
1,900円
2008.3.21

HONEY TRAP 95S
95mm
25g
シンキング
30～80cm 
スラローム
#3
#4
2,000円
2006.12.21

sasuke 120 裂波
120mm
17g
フローティング（海水）
70～90cm 
ウォブンロール
#6
#3
2,000円
2004.9.21

Aldente 70S
70mm
4g
シンキング
0～1cm
ゆらぎロールアクション
#12
#2
1,500円
2015.12.10

sasuke 105
105mm
13g
フローティング
50～80cm
ウォブンロール
#4
#3
2,000円
2009.11.30

AIRACOBRA 60
60mm
7g
トップウォーター

スプラッシュ
#10
#2
1,650円
2014.4.10

Banett 160F
160mm
（フックレス）43g
トップウォーター

ダイビング＆スラローム
ST-66 #1/0（推奨）

3,400円
2014.4.25

Banett 190F
190mm
（フックレス）65g
トップウォーター

ダイビング＆スラローム
ST-66 #2/0（推奨）

3,800円
2014.4.25

SF-130 Silm
130mm
12g
フローティング
20～60cm
ウォブンロール
#6
#3 
2,100円
2005.12.21

komomo SF-85
85mm 
7g 
フローティング
5～30cm
ローリング+ウォブリング
#8
#3
1,850円
2016.2.25

somari 90
90mm
18g
スローシンキング
5～40cm
S字スラローム
#4
#3
1,800円
2018.5（予定）

85SF counter
85mm 
8g 
サスペンド（汽水）スローシンキング（淡水）
5～40cm
ローリング+ウォブリング
#8
#3
1,850円
2016.3.10

sasuke SF-95
95mm
8g
フローティング
10～60cm
ウォブンロール
#6
#3
1,700円
2001.11.15

sasuke SS-95
95mm 
10g
シンキング
30～60cm
ウォブンロール
#6
#3
1,700円
2001.11.15

sasuke SF-75
75mm
6g
フローティング
30～80cm
ウォブンロール
#10
#2
1,450円
2015.2.10

sasuke SF-50
50mm 
1.5g 
フローティング
10～40cm 
ウォブンロール
SBL-55M #12
#1 
1,200円
2014.2.10
推奨ライン強度：フロロ2.5lb以下

komomoⅡ
110mm
15g
フローティング
0～20cm
ローリング+ウォブリング
#3
#3
2,100円
2009.3.10

sasuke 140 裂波
140mm
20g
フローティング
60～100cm 
ウォブンロール
#3
#4
2,400円
2008.6.21

sasuke 130 剛力
130mm
25g
フローティング
80～120cm
ウォブンロール
#2
#4
2,200円
2012.9.10

sasuke 120 剛力
120mm
19g
フローティング
50～100cm
ウォブンロール
#3
#3
2,000円
2013.12.10

komomoⅡ 90
90mm
12g
フローティング
0～20cm 
ローリング+ウォブリング
#4
#3
1,800円 
2011.4.18

sasuke 120S 裂風
120mm
18g
シンキング
70～100cm 
ウォブンロール
#6
#3
2,150円
2010.11.30

COBRA 60
60mm
6g
トップウォーター

ドッグウォーク＆ダイブ
#10
#2
1,600円
2013.4.10

Aldente 95S
95mm
7.1g
シンキング
0～1cm
ゆらぎロールアクション
#10
#2
1,500円
2012.12.10

sasuke 140S 裂風
140mm
21g
シンキング
70～100cm 
ウォブンロール
#3
#4
2,450円
2009.12.31

sasuke SS-75
75mm 
7g 
シンキング
40～90cm
ウォブンロール
#10
#2
1,450円
2015.4.10

COBRA 
90mm 
12g 
トップウォーター

スライディング
#6 
#3
2,000円
2010.8.21

PUGACHEV'S PUGACHEV'S 

komomo SF-125
125mm 
16g 
フローティング
0～30cm
ローリング+ウォブリング
#4 
#3
2,100円
2010.11.21

komomo SF-145
145mm
26g
フローティング
20～50cm
ローリング+ウォブリング
#3
#4
2,400円
2013.11.10

komomo SF-90
90mm
14g
フローティング
30～60cm 
ローリング+ウォブリング 
#4
#3
1,850円
2012.5.25

komomo SF-110
110mm
12g
フローティング
0～50cm
ローリング+ウォブリング
#8
#2
1,900円
2011.7.18

125 counter
125mm 
18g
スローフローティング 
30～40cm
ローリング
#4
#3
2,100円
2011.8.25

SF-145 counter
145mm
30g 
フローティング
30～60cm 
ローリング+ウォブリング
#3
#4
2,400円
2015.2.25

TOMAHAWK
130mm 
13.5g 
シンキング
20～60cm
ウォブンロール
#6 
#3
2,100円
2005.12.21

komomo 130 Slim

90 counter
90mm 
15g 
フローティング(海水)シンキング(淡水)
40～70cm
ローリング+ウォブリング
#4 
#3
1,850円
2015.3.15

komomoⅡ 65
65mm 
6g 
フローティング
0～20cm
ローリング+ウォブリング
#10
#2
1,700円
2015.4.10

komomo

komomo

SF-95 slim
95mm
5.7g
フローティング（海水）
15～30cm 
ウォブンロール 
#10
#2
1,800円
2007.3.10

komomo
110S counter
110mm
13g
スローシンキング
30～80cm
ローリング＋ウォブリング
#8
#2
1,900円
2012.1.25

komomo

komomo

70S KARUTORA
70mm
12g
シンキング
10～50cm
スラローム
#6
#3
1,900円
2011.7.25

HONEY TRAPHONEY TRAP
95S KARUTORA
95mm
20g
シンキング
30～60cm
スラローム
#3
#4
2,000円
2006.12.21

komomokomomo

SCHNEIDER 28
73mm
28g
シンキング

バイブレーション
#6
#3
1,100円
2016.5.31

SCHNEIDER 13
55mm
13ｇ
シンキング

バイブレーション
#12
#2
1,000円
2017.3.31

SCHNEIDER 18
68mm
18ｇ
シンキング

バイブレーション
#8
#3
1,100円
2018.4（予定）

B-太 70
70mm
8g
シンキング
60～100cm
ウォブンロール
#8
#2
1,500円
2004.6.21

New!

New!

New!

New!

Sinking｛Wobb'n'Roll｝
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Floating
｛Rolling+Wobbling｝
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9897



全長
重量
タイプ
レンジ
アクション
フック 
リング
価格（税別）
誕生日

全長
重量
タイプ
レンジ
アクション
フック 
リング
価格（税別）
誕生日

全長
重量
タイプ
レンジ
アクション
フック 
リング
価格（税別）
誕生日

全長
重量
タイプ
レンジ
アクション
フック 
リング
価格（税別）
誕生日

全長
重量
タイプ
レンジ
アクション
フック 
リング
価格（税別）
誕生日

全長
重量
タイプ
レンジ
アクション
フック 
リング
価格（税別）
誕生日

全長
重量
タイプ
レンジ
アクション
フック 
リング
価格（税別）
誕生日

全長
重量
タイプ
レンジ
アクション
フック 
リング
価格（税別）
誕生日

sasuke 100HS 裂砂
100mm 
30g 
ヘビーシンキング
100～120cm
ウォブンロール
#3 
#3
1,850円
2015.10.10

CALM 80
80mm
7g
シンキング
0～20cm 
スローウォブンロール 
#10
#2
1,450円
2007.1.31

meba CALM
60mm
4.8g
シンキング
10～30cm
ウォブンロール
#14
#1
1,200円
2009.12.21

iBORN 78F shallow
78mm
8.5g
フローティング
10～40cm
ワイドウォブンロール
#6
#3
1,800円
2016.4.25

kosuke 85F
85mm
11.5g
フローティング
30～70cm
ローリング
#4
#3
1,750円
2017.4.20

kosuke 110F
110mm
17g
フローティング
40～80cm
ローリング
#4
#3
1,950円
2016.9.15

p-ce 60S
60mm
10g
シンキング
10～50cm
スラローム
#10
#2
1,700円
2016.4.10

CALM 110
110mm
11g
シンキング
0～30cm 
ウォブンロール 
#10
#2
1,650円
2008.12.15

molmo 80
80ｍｍ 
12ｇ 
フローティング 
0～20ｃｍ
ウォブンロール
＃6 
＃3
1,800円
2011.3.31 

koume 90 heavy
90mm
28g
シンキング
150cm over
バイブレーション
#4
#3
1,600円
2014.10.10

koume 60
60mm
11g
シンキング
60～120cm 
バイブレーション
#10
#2
1,400円
2011.1.25

koume 80
80mm
15g
シンキング
80～180cm
バイブレーション
#6
#3
1,550円
2010.5.21

koume 80 heavy
80mm
20g
シンキング
90～190cm
バイブレーション
#6
#3
1,550円
2015.3.25

koume 70
70mm
13g
シンキング
70～150cm
バイブレーション
#8
#3
1,400円
2010.4.28

koume 90
90mm
20g
シンキング
160～300cm 
バイブレーション
#4
#3
1,600円
2011.2.18

imapopkey 100
100mm
12g
トップウォーター

ドッグウォーク＆ウェイク
#4
#3
1,900円
2015.7.10

imapopkey 80
80mm
9g
トップウォーター

ドッグウォーク＆ウェイク
#6
#3
1,900円
2010.6.21

imapopkey
120mm
16g
トップウォーター

ドッグウォーク＆ウェイク
#4
#3
2,200円
2007.9.10

魚道 Heavy Surfur 90
90mm
28g
ヘビーシンキング
100～120cm
スラローム+ウォブンロール
#6
#3
1,900円
2012.5.10

魚道 Survivor 70
70mm
11g
シンキング
20～50cm
スラローム+ウォブンロール
#10
#2
1,700円
2013.7.10

p-ce 100
100mm
17g
シンキング
30～60cm
スラローム
#4
#3
1,800円
2009.9.30

魚道 130MD
130mm
23g
フローティング
80～150cm
ウォブンロール
#4
#3
2,350円
2014.1.15

魚道 110MD
110mm
19g
フローティング
150cmMAX
ウォブンロール
#6
#3
2,000円
2013.4.10

魚道 110SR
110mm
19g
フローティング
40～70cm
ウォブンロール
#6
#3
2,000円
2013.5.10

koume 70 heavy
70mm
18g
シンキング
80～160cm
バイブレーション
#8
#3
1,400円
2015.3.25

Rocket Bait 95
95mm
22g
シンキング
5～100cm
タイトローリング
フロント #6／リア #4
#3
1,850円
2015.10.25

koume 60 heavy
60mm
17g
シンキング
50～150cm
バイブレーション
#10
#2
1,400円
2015.3.25

p-ce 80S
80mm
15g
シンキング
40～70cm
スラローム
#6
#３
1,800円
2014.7.10

魚道 Surviver 50
50mm 
5g
シンキング
10～40cm
ウォブンロール
ST-36BC#14
#1
1,550円
2014.8.10

koume 40
40mm 
3.5g 
シンキング
20～80cm 
バイブレーション
ST-36BC #16 
#1 
1,350円
2014.8.10

Silent Salt Skimmer
110mm
13g
トップウォーター

ドッグウォーク
#4
#3
1,800円
2015.6.10

SPIN GULF NEO 30
105mm（ボディ55mm）
30g
テイルスピン

フロント#10／リア#12
#2
1,300円
2016.2.29
ブレード：オリジナル #3

SPIN GULF NEO 20
95mm（ボディ45mm）
20g
テイルスピン

#12
#2
1,250円
2016.2.29
ブレード：オリジナル #3

K-太77 SUSPEND
77mm
12g
汽水サスペンド
10～60cm
ウォブンロール
#6
#3
1,550円
2017.6.10

ESPADA 110
110mm
33g
シンキング

バイブレーション
＃8
#3
1,300円
2015.11.30

SW320V gaur
105mm（ボディ73mm）
32g
テイルスピン

#10
#2
1,650円
2016.6.30
ブレード：STREAM V BLADE

SW230V gaur
100mm（ボディ64mm）
23g
テイルスピン

フロント#10／リア#12
#2
1,550円
2015.6.10
ブレード：STREAM V BLADE

iBORN 98F shallow
98mm
13g
フローティング
0～20cm
ワイドウォブンロール
＃4
#3
1,850円
2015.9.10

Heavy
95mm
30g
シンキング
20～200cm 
タイトローリング
フロント#6／リア#4
#3
1,900円
2016.11.10

Rocket Bait 95 
Rocket Bait 75 
75mm
13g
シンキング
5～40cm
微弱タイトローリング
#12
#2
1,500円
2017.5.20

Santis 33
72mm
33g
テイルスピン

ローリング+スラローム
＃8
#3
1,350円
2016.10.31
ブレード：STREAM V BLADE

Santis 40
76mm
40g
テイルスピン

ローリング+スラローム
フロント#10/リア#6
#3
1,400円
2017.10.31
ブレード：NEW ima Blade

Yoichi 99
99mm
28g
シンキング
10～60cm
ワイドスラローム
#3
#4
1,650円
2017.3.31

YOICHI 99 Light
99mm
23g
シンキング
10～50cm
ワイドスラローム
#3
#4
1,650円
2017.9.30

Sobat 80
80mm 
13g 
シンキング 
20～50cm 
可変アクション 
#6 
#3
1,600円
2005.6.21

Heavy Sinking｛Wobb'n'Roll｝

Floating｛Wobb'n'Roll｝

Sinking｛Wobb'n'Roll｝Sinking｛Slow Wobb'n'Roll｝Floating｛Wobb'n'Roll｝

Heavy Sinking
｛Slalom&Wobb'n'Roll｝

Heavy Sinking
｛Slalom&Wobb'n'Roll｝

Sinking｛Slalom｝

～120cm

Floating｛Wobb'n'Roll｝

Sinking｛Wobb'n'Roll｝

Floating｛Wobb'n'Roll｝

Sinking｛Vibration｝

Sinking｛Tight Rolling｝

Sinking｛Tight Rolling｝

～
200cm

Sinking｛Slalom｝

Floating｛Rolling｝

Sinking｛Variable｝

Sinking｛Weak Tight Rolling｝

Sinking
｛Slalom&Wobb'n'Roll｝

Sinking
｛Slalom&Wobb'n'Roll｝

Sinking｛Slalom｝

｛Dogwalk&Wake｝ ｛Dogwalk&Wake｝

Sinking｛Vibration｝

Sinking｛Vibration｝

Sinking｛Vibration｝
Sinking｛Vibration｝

Sinking｛Vibration｝

Sinking｛Vibration｝

Sinking｛Vibration｝

Sinking｛Vibration｝Sinking｛Vibration｝

｛Dogwalk｝｛Dogwalk&Wake｝

Floating｛Wide Wobb'n'Roll｝

～
120cm

Floating｛Wide Wobb'n'Roll｝

Suspend｛Wobb'n'Roll｝

Sinking｛Wide Slalom｝

Sinking｛Wide Slalom｝Sinking｛Wide Slalom｝

Floating｛Rolling｝

150cm
 over

M
A
X
150cm

～120cm

0cm

20cm

40cm

60cm

80cm

100cm

150cm OVER

SALT WATER LURE DEPTH CHART［imaルアー深度表］ Floating Sinking Suspend

Sinking｛Wobb'n'Roll｝

Sinking｛Vibration｝

Sinking｛Wobb'n'Roll｝

～
300cm

～
180cm

～
190cm

～
160cm

Sinking｛Vibration｝

10099



102101

Expert Anglers 2018

PRO STAFFS

TESTERS

（五十音順）

シーバス界を代表するトッププロアングラー。レンジ、アクショ
ン、スピードの3つの要素を軸にルアーローテを展開。マッチ
ザベイトに頼らず、いかにして口を使わせるかといった釣果直
結の理論を持つ。テクニカルなキャストと豊富な引き出しで圧
倒的な釣果を叩き出す。
東京湾奥（東京都）

大野 ゆうき
Yuki Ono

荒木 潤一
Junichi Araki

ヒラスズキの聖地とも呼ばれる五島列島は福江島
在住のアイランダー。永きに渡りヒラスズキに魅了
され続け、磯へ通うエキスパート。五島という恵まれ
たフィールド、そしてその壮大な自然を誰よりも強く
深く愛している。ショア青物ゲームにも精通し、その
時々旬のターゲットを追い求める。
五島列島（長崎県）

ショアからオフショアまで様々なソルトウォーターゲームに精通。
名実共にソルト界を代表するアングラーのひとり。フィールド・釣
種を選ばず全国各地を釣り歩く。シーバスは勿論、オフショア
ゲームにも深く精通しており、昨今はヒラマサやマグロといった
ビッグゲームで多くの実績を挙げる。
涸沼、那珂川（茨城県）

鈴木 斉
Hitoshi Suzuki

四国を代表するシーバスアングラー。熱く人情深いその人望か
ら、彼の元には全国各地から多くのアングラーが訪れる。磯釣り
をバックボーンに持ち、そのテクニックをシーバスゲームに応用。
“巻かずに流す”河川のドリフトゲームを得意とし、数多くのラン
カーシーバスを手中に収めてきた。
綾川（香川県）、浦戸湾（高知県）

濱本 国彦
Kunihiko Hamamoto

ソルトからトラウトまで幅広い釣りに精通するプロアングラー。
盤州干潟のウェーディングゲームには一日の長があり、シーバ
スゲーム黎明期からその流れを見届けてきた。それぞれの釣り
に深い経験と知識を持ち合わせ、老獪なテクニックを駆使して
日本全国様々なフィールド・魚種を攻略する。
盤州干潟、小櫃川（千葉県）、箒川（栃木県）

辺見 哲也
Tetsuya Henmi

MASTERS

今井 隆道
Takamichi Imai

四国高知在住のベテランアングラー。陽気で豪快
な性格とは裏腹に経験に基づいた正攻法な釣りを
展開する。タイリクスズキ１２３㎝をはじめ、ランカー
ゲット率の高さは、並み居るアイマテスター陣の中
でも上位に入る。
仁淀川（高知県）

田村 稔
Minoru Tamura

ルアー歴30年。過去にマル、ヒラ、タイリク3種の
メーター10キロオーバーをゲット！アカメは現在１０８
本ゲット。最近は体力低下、及び家庭の事情で釣
行回数が少なくなっていますが、近々復活の予定！
仁淀川、新川川（高知県）

西村 好仁
Yoshihito Nishimura

高知の清流、四万十川と仁淀川を中心に活躍
する。数々の巨大アカメやタイリクスズキを手中
に収める四国屈指のアングラー。ヒラスズキやオフ
ショアの造詣も深いことで知られている。
仁淀川、四万十川、県内サーフ磯（高知県）

樋口 泰正
Yasumasa Higuchi

ショアからのキャスティングゲームを得意として、河川
や磯、サーフと場所を問わずシーバスを追い求めて
いる。シーバスの他にもデカエバ、アオリイカ、渓流
魚を四季折々楽しむ宮崎県在住のアングラー。
宮崎県内磯、サーフ、河川（宮崎県）

堀 浩輔
Kosuke Hori

日本海、近畿一円の磯や河川を中心に活動する
関西在住アングラー。リバーシーバス、磯ヒラを始め、
シイラ、青物、アオリイカから雷魚と幅広くルアー
ゲームを楽しんでいる。アングラー同士のつながりを
大切に活動中。ハニートラップの使い手としても知
られる。
大阪湾、和歌山（大阪府）

マサケン
Masaken

名古屋港、伊勢湾、神戸ベイエリア、姫路周辺、
福岡周辺と広いホームグランドを持つ転勤族。チー
ム・サムデイM、チーム・ソルティーズアイ、チーム
ブルースカイの各副会長を兼任。
神戸～姫路港湾部、伊勢湾、名古屋港、（愛知県）

西村 雅裕
Masahiro Nishimura

シーバスとトラウトのルアーフィッシングの歴史を創
り上げてきた一人。干潟におけるシーバスのウエー
ディングゲームや磯マルゲームは、氏のロッド開発と
共に進歩してきた。豊富な経験に裏付けられた卓
越した知識と技能は、まさに日本を代表するアング
ラーと言える。 内房、南房（千葉県）

石毛 卓
Suguru Ishige

千葉県外房の真鯛ひとつテンヤゲームの先駆者
であり名手。ひとつテンヤ以外にもエサ、ルアーを
問わず幅広い釣りをこなす。ひとつテンヤゲーム
においては、フカセ釣りで培ったレバーブレーキテ
クニックを駆使し、“ドラグを出さずに魚に主導権を
与えない釣り”を実践して、数々の大鯛を仕留めて
きた。
飯岡、大原（千葉県）、鹿島（茨城県）

岩田 昭治
Shoji Iwata

北海道のあらゆる釣りをオールシーズン狙うエキス
パート。ショアからの大型トラウトやロックフィッシュ、
近年は同地で新たなターゲットとなったオフショア
の青物など多岐にわたる。またショアジギングも得
意とし、青物、ヒラメなどを的確なアプローチで狙っ
て釣るスタイルは目を見張るものがある。
北海道道央圏（北海道）

大久保 亨一
Ryoichi Okubo

温厚な性格で多くのアングラーから「亨さん」の愛
称で慕われる。海まで徒歩300歩という恵まれた環
境の下、約20年に渡りヒラメを追い続ける筋金入
りのフラットハンター。鹿島灘を拠点に近年はア
ウェイのフィールドにも積極的に挑戦。レコードサイ
ズは2015年に釣った86cmの大座布団。
鹿島灘（茨城県）、房総半島（千葉県）

加藤 宏崇
Hirotaka Kato

東北屈指のシーバスフィールドを有する秋田で活
動。秋田運河や雄物川を中心に、男鹿磯やサーフ
でシーバスを追い続ける。2016年には秋田では滅
多に出ないメーターシーバスをキャッチするなど、群
雄割拠の秋田でその実力を示す。近年では他県へ
の遠征も行い、様々なパターンを精力的に開拓。
秋田運河、雄物川、男鹿半島、秋田沿岸サーフ全
域（秋田県）

川上 靖雄
Yasuo Kawakami

地元である房総半島に留まらず、東京湾奥から涸
沼まで足繁く通う行動派アングラー。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
グゲームをこよなく愛する。シーバスへの情熱は人
一倍強く、シーズンともなれば不眠不休でフィールド
へ繰り出す日 を々送る。
房総半島全域（千葉県）、東京湾奥（東京都）、涸
沼（茨城県） 

川本 斗既
Hoshiki Kawamoto

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）

木下 真
Makoto Kinoshita

オフショアキャスティングゲームを得意とし、マグロ、
ヒラマサ、GTを追い求め、遠州灘を拠点に北は青
森から南は沖縄まで飛び回る行動派アングラー。
大柄な体格ながら繊細なルアー操作が持ち味で、
提唱するブラインド釣法で大型マグロを数多く仕留
める。クラブブルーハンター（青物組合）会長。
遠州灘（愛知県）

桑村 孝
Takashi Kuwamura

「玉砕せんせい」の愛称で知られる技巧派アング
ラー。生まれ育った地元でもある盤州干潟のウェー
ディングゲームを最も得意とし、横須賀から三浦エリ
アの磯や相模川の釣りにも強い。カヤックフィッシ
ングにも精通しており、シーバスはもちろん真鯛や
青物まで幅広い釣りを極める。
盤州干潟、小櫃川（千葉県）横須賀、三浦（神奈
川県）

鈴木 洋隆
Hirotaka Suzuki

幼少の頃から野球で培った精神力で“生粋の4番
バッター”のような釣りを展開する。ひとつテンヤに
限らず、磯釣り、ジギング、シーバス、船釣りなど様々
な釣りをし、柔軟な発想でそれらを融合した自身の
スタイルを確立。時には特大ホームラン級の大物を
仕留めることも。やるときはやる男気溢れるアング
ラーで、“テーオー鈴木”の愛称で知られる。
飯岡、大原（千葉県）鹿島灘（茨城県）

新保 明弘
Akihiro Shinpo

imaテスターきってのマルチアングラー。看護師とし
て日々の激務をこなしつつ、地元沼津から伊豆半
島をベースにシーバスからショアジギング、オフショ
アゲームまで幅広い釣りを愉しむ。その中でも繊細
なライトゲームのテクニックには定評があり、メバル
やアジを追い求めて日 フ々ィールドに繰り出す。
伊豆半島、駿河湾、狩野川（静岡県）

鈴木 遊介
Yusuke Suzuki

函館市在住のマルチアングラーで、主に道南の
ロックフィッシュ、ソルトトラウト、渓流などルアー
で釣れる魚を追い求め開拓する行動派アング
ラー。抜群の機動力は本州のマダイやシーバス
など、北海道では釣れない魚にまで及び、自身の
釣りとリンクさせて釣果へアジャスト。
北海道道南圏（北海道）

高津 利広
Toshihiro Takatsu

日本中のシーバスアングラーが集まることで知られ
る「もんじゃ五平」を営む。釣りのスタイルはボート
ゲームがメイン。東京湾奥の河川でのミノーを用い
たドリフトゲームを得意とする。近年ではシーバスだ
けにとどまらず、タチウオジギングやテンヤ真鯛など、
様々な釣りを楽しむ。
東京湾（東京都）

髙橋 和希
Kazuki Takahashi

愛媛県東予エリアを中心に近隣のエリアにも精
通。初めてのシーバスは中学3年、komomo 
SF-125で釣った88cmを皮切りにそこからどっぷり
ハマってもう数十年。磯、港湾、川とオールマイティ
に、その日の一本を求めるスタイルで日々追求し続
ける超現場型アングラー。
金生川（愛媛県）、浦戸湾（高知県）、西讃エリア
（香川県）

西田 学
Gaku Nishida

「釣りに行ける時が時合い」。多忙な仕事と家庭を
両立しながらも、毎回人を驚かすような釣果を見せ
るサンデーアングラー。地元である神奈川県の釣り
はもとより、盤州干潟のウェーディングゲームや、伊
豆半島のロックショアゲームなど様々な釣りに精通
している。熱狂的広島カープファンでもある。
相模川、湘南サーフ、横須賀、三浦（神奈川県）、
盤州干潟（千葉県）、伊豆（静岡県）

船沢 京介
Kyosuke Funazawa

トラウトとの良き出会いを求めて新潟県南魚沼市に
移住。魚野川をメインのフィールドにトラウトを追い
求める。フライフィッシングをベースとしたドリフトには
一日の長があり、エキスパート達を唸らせる。自らが
営むペンション、アンティーズハウスには船沢を慕う
多くのトラウティスト達が集う。
魚野川（新潟県）

安田 ヒロキ
Hiroki Yasuda

港湾のデイゲームから河川や干潟のナイトゲーム、
磯やサーフなど東京湾をホームに幅広いフィールド
に精通する平成生まれの若手アングラー。メバル
やアジなどのライトゲームも得意としおり、釣りを通
じて生まれた出会いを大切にし、多くの仲間と輪を
作りイベントなどを精力的に主催している。
横浜ベイエリア（神奈川県）、多摩川（東京都）

山田 秀樹
Hideki Yamada

「ビッグヘッド」の愛称で知られ、コミカルなキャラク
ターからimaテスター内でのポジションはお笑い枠
に属す。しかしヒラスズキゲームには強い拘りを持
つエキスパート。釣具店店員という職業柄様々な釣
りにも精通しており、トップチヌやライトゲームといっ
た幅広い釣りをこなす。
天草諸島、八代海（熊本県）

松尾 道洋
Michihiro Matsuo

地元広島県の河川を中心に中国地方各所で釣り
を展開。得意な釣りはリバーシーバス。ランカーハン
ターの異名の通り、これまで数々のランカーシーバス
を手に収めてきた。シーバスのみならずライトゲーム
も得意とするが、全ての釣りにおいてランカーを追い
求めるスタイルで見る者を惹き付ける。
広島市内河川（広島県）

村山 栄宏
Yoshihiro Murayama

ライトゲームからシーバスまで幅広くこなすマルチア
ングラー。常磐～銚子エリアで、メバルやアジを独
自のスタイルで狙う。シーバスにおいては利根川へ
の造詣が深く、老舗シーバスチームの利根川ハイ
プレッシャーズ率いて、利根川シーバスシーン黎明
期から利根川を開拓し続け現在に至る。
利根川、銚子（千葉県）、鹿島灘（茨城県）
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ima-ams.co.jp/imag
9:41 AM

2017年末に全面リニューアル！

imaテスターによる、釣りがもっと楽しくなる記事を

毎週ぞくぞく公開中！ 見逃すな！

スマホ・タブレットで読みやすい！
www.ima-ams.co.jp/imag

ima-ams.co.jp/imag

9:41 AM

imaのモノ・コト・ヒトが
全てわかるWEBマガジン

VIBRATION
BIBLE バイブレーション

バイブル

春夏秋冬、昼夜問わず様々なシチュエーションで

活躍してくれるバイブレーション。

読んですぐに使えるテクニックを、月替わりで

imaテスターが紹介。

連載企画

その他

ima CHなどの動画や、

imaテスターインタビューなど

その他の記事も見逃せない！

ima NEWS

毎月発売される新製品や限定品情報を

網羅したA4サイズ冊子のWEB版。

imaの最新情報が手に入る注目コンテンツ！

Do You Know?
どーゆーの？ このルアー？

imaルアーを月別に詳細解説する！

どういったルアーなのか、どう使うのか、

サイズ＆タイプ別の扱い方もマニュアル化。

連載企画
シーズナル
パターン解説

シーズンに合わせた

ゲームの攻略法やテクニックを、

imaテスターが実釣を交えて伝授！

連載企画
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新色ルアーも！

imaアパ
レルも！

FOLLOW!

モバイル版〈テキスト〉
毎月10・25日配信毎月5・15・25日配信

PC・スマホ版〈HTML〉

既にモバイル版にご登録済でもスマートフォンを
お持ちの方は、ぜひHTML形式にもご登録ください

公式メールマガジン「imag」
発売直前情報をはじめ会員限定のプレゼント企画
など読んで得する情報がいっぱい！

ima製品には「環境・美化マーク」が貼付さ
れており、このマークのついた商品の売り
上げの一部を「湖底・海底清掃」の資金と
して使わせていただきます。釣り人の皆様
にこのシールが貼付された釣り関連商品を
積極的にご購入頂くことにより、釣り人の
皆様にも“環境保全にご協力頂く”とご理
解頂ければ幸いです。

釣り場を
キレイに。

サカナを
守ろう。

釣り場を
ふやそう。

つり環境ビジョン

つり環境ビジョン「3事業」

http://www.jaftma.or.jp

JAFTMA 一般社団法人
日本釣具工業会

http://www.jsafishing.or.jp
公益社団法人 日本釣振興会

つり環境ビジョン事業への協力

imaの最新情報が手に入る注目
コンテンツ！ 毎月発売される新製
品や限定品の情報を網羅した
A4サイズ冊子。
WEBマガジン「IMAG」にも掲載
＆PDFダウンロードができます。

毎月発行！ ima NEWS

www.ima-ams.co.jp

情報満載！ ima ウェブサイト

ソルトルアー検索システムでは、ルアーのタイプやレンジ、サイズごと
に検索できるので希望のルアーが簡単に探せます。その他にも、毎月
の新製品情報や各種イベントのお知らせなど、盛り沢山。
公式メールマガジン「imag」会員も募集中！

www.ima-onlinestore.com

すぐ買える！ ima オンラインストア

imaルアーをインターネット販売するima公式オンラインストア。定番ルアー
からアクセサリーまでima製品が盛りだくさん！ 3000円以上で送料無料！

www.ima-ams.co.jp/salt/ima-ch

ima チャンネル

実釣動画や
釣りに役立つ楽しい
コンテンツが目白押し!

ima-madai.jp

真鯛魂ブログ

一つテンヤの革命！ 遊動式鯛カブラ
「真鯛魂レンジセッター」を使った
釣り方・仕掛け・テクニック・釣果を網羅！

www.fimosw.com/u/ima

STAFFブログ

imaスタッフによる釣果レポートや
開発中の新製品の情報など
面白く、ためになる情報を発信中！

SNSでも発信中！

登録はコチラ

imaは、ルアーの外装PETケースを2014年より順次再生PET
へと切り替えております。開発・製造・販売の工程全てにおいて
環境への負荷をなるべく減らすように努力してまいります。

釣り場のゴミを減らし釣り場環境の保全を目的にルアー製
造メーカーとして始めた活動です。多様な生態系を持つ釣り
の楽しめる環境を次の世代へ。そんな思いをこめた取り組み
にぜひご参加ください。応募者にはもれなくオリジナル手ぬぐ
いをプレゼント。応募枚数に応じて選べる景品もご用意。

パッケージ回収キャンペーン®

リサイクルPETケースを採用

For The Future We reduce garbage

アムズデザインの取り組み

※景品は予告なく変更または終了する場合がございます。
　予めご了承ください。

様々な媒体でimaの情報にアクセス！

2018年6月下旬発売予定

2018年4月下旬発売予定
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株式会社アムズデザイン  〒289-2516 千葉県旭市ロ404番1
Phone 0479-62-8505  Fax 0479-62-7880  info@ima-ams.co.jp

製品の仕様、カラーは予告無く変更する場合がございます。製品の写真は印刷のため実物と若干色味が異なる場合がございます。御了承ください。

imaからのお願い ： 「KEEP CLEAN」 フィールドをいつも美しく保つため、ゴミは必ず持ち帰りましょう。資源保護のため必要以上の
魚のキープは慎みましょう。いつまでもゲームフィッシングを楽しむことのできる環境を次代へと遺しましょう。

●釣り以外の目的に使用しないでください。　●幼児子供の手の届かないところに保管してください。
●針先は大変危険です。取扱いに注意してください　●ルアーを投げる場合、周囲の安全を確かめ危険のないことを確認してください。
●車中など高温場所に保管しないでください。熱による破裂・変形が起こる恐れがあります注意

www.ima-ams.co.jp
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www.ima-ams.co.jp/imag
www.ima-onlinestore.com
fb.me/amsdesign.ima

WEB MAGAZINE IMAG

ONLINE STORE

　Facebook page


