
リールハンドルパーツ　ABUクラシック・オールドタイプの６０００以下対応

シンカー

2.0g 5.0g
3.5g 7.0g

サイズ 重さ（g) サイズ 重さ（g) ※1oz=約28g
735-B 0.3 735-5 2.28
735-BB 0.5 735-4 3.35
735-0/3 1.02 735-3 3.75
735-7 1.66 735-2 6.64

リールドラグ リールハンドル（小） ブラック/ホワイト ハンドルパーツ5点セット

オープンプライス

ビス 六角ナット 座金 ハンドルパーツ3点セット

リールハンドルL　ブラック/ホワイト/ブラウン

オープンプライス

0.5g/13個
1.0g/7個

1.5g/6個
2.0g/5個

0.9g/6個
タングステンネイルシンカー

ダウンショットシンカー

2.0g/5個
3.5g/5個
5.0g/5個

7.0g/4個
9.0g/4個
12.0g/3個
14.0g/3個

1.0oz/1.5oz　(1ケ入り）
ブラック ブラウン

トラッシュボム(タングステンバレット) リボルバーフィッシュジグヘッド
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W.Gラウンドスプリットショット
735-B,BB,3/0,7,5,4,3,2

プロパック/700R
1/32 , 1/16 , 1/8 , 3/16 , 1/4 , 5/16oz

3/8 , 7/16 , 1/2 , 5/8 , 3/4 , 1oz

バレットウェイト スリップシンカー



ガラスビーズ

ダンサーブレード

※お好きなジグにスプリットリング・スナップを付けて自家製チャターベイトが完成！

ホログラムブレード

ウイロー コロラド
品番 サイズ カラー 品番 サイズ カラー

＃１１５　 ＃３ ＃１２３　 ＃３

＃１１６　 ＃３．５ ＃１２４　 ＃３．５

＃１１７　 ＃４ ＃１２５　 ＃４ シルバー

＃１１８　 ＃４．５ シルバー ＃１２６　 ＃３

＃１１９　 ＃３ ＃１２７　 ＃３．５

＃１２０　 ＃３．５ ＃１２８　 ＃４ ゴールド
＃１２１　 ＃４

＃１２２　 ＃４．５ ゴールド

AREAアクセサリー

・カラー:ブラック/クリアーブルー
･電池CR2016 ×2個使用（電池付）
・グローワーム、プラグ等に数秒照射するだけで
　発光時間が長くなります。

1パック3枚入り/オープンプライス

オープンプライス

レッド グリーン クリアー

ブラック アソート（5色）

8㎜/20個入り
6㎜/30個入り

ノーマル バブル
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1パック2枚入り/オープンプライス

蓄光ＵＶ ＬＥＤキーチェーンライト/希望小売価格 500円



ステンレスペンチ

G-714　ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾔｰ（小） G-716　先曲がりｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾔｰ（中）
　　サイズ140㎜ サイズ185㎜
G-715　先曲がりﾌﾟﾗｲﾔｰ（小） G-717　ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾔｰ（中）
　　サイズ140㎜ サイズ175㎜

G-714 G-715

G-716 　G-717

G-718　ﾘﾝｸﾞ外し付きｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾗｲﾔｰ(大) ※ペンチホルダー付
　　サイズ220㎜

フィッシュグリッパー

オープンプライス
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オープンプライス

チャート

ピンク

ブルー



アクセサリー

ステンレスラインカッター フォーセップ （大・小）

｛大｝ ｛小｝

スプリットリングピンチ

ＰＥカット

スプリットリングピンチ・ミニ
　※小型のプラグやスプーンの針交換に最適！

ワーム替え袋（1パック/10枚入）

ラインリテーナｰ ＢＫ・アソート（1パック/３ヶ入）

ブラック アソート（赤・グロー・青） ペグイット（１パック１０本入）
　

　ラインホルダー（１パック３ヶ入）

マルチウォーター　(内容量250ｍｇ）
　シンカーストッパー 希望小売価格 1200円

　フックカバー　（１パック１００個入り） ロットベルト(2本入り）
希望小売価格 S:300円 M:350円 L:450円

SS S

M L LL

Sサイズ：24cm Mサイズ：36cm
Lサイズ：45cm ※幅全て3cm

タックルの洗浄、除菌、塩分分
解などの効果があり、幅広くご
使用頂けます。

オープンプライス※希望小売価格表記のあるもの以外
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PLASTIC IMAGE ルアーパーツ

＃１０１　 アップテール用リップ ＃１０８ バーグ用アルミペラ

＃１０２ ボスペラＬ/Ｒセット ＃１０９ ベルカップ

＃１０３ クラシックグラスアイ ＃１１０ バーグ用天秤

＃１０４ ティアドロップヒートン ＃１１１　 マイナススクリュー

＃１０５ Ｌリグセット ＃１１３ スカラブ用アルミリップ

＃１０６ ２pcsリグセット ＃１１４ スカラブ用ワイヤーブレード

＃１０７ トイレットリグセット トリプルフック（ゴールド仕様）

２pcsリグセット（ゴールド仕様） ノイジーカップ　　サイズ：Ｓ・Ｌ

サイクロン用ウイングセット

オープンプライス
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シリコンスカート（バンド）

シリコンタブスカート（ハンドタイイング）全長150㎜

エアートラップタブスカート（ハンドタイイング）全長150㎜

オープンプライス

＃０１　パールホワイト ＃０２　クリアーシルバー ＃０３　クリアーゴールド ＃０４　ホワイト／チャート

＃０８　レッドクロー＃０７　ＷＭ／グリパン

＃１３　キャンディー／ＷＭ

＃０５　チャート／マスタード ＃０６　ファイアータイガー

＃２２　ブラック ＃２３　シナモン／グリーン ＃２４　スモーク／パープル ＃２５　スカッパーノン

＃１１　ﾎﾜｲﾄ/ﾊﾟｰﾌﾟﾙ/ﾌﾞﾗｳﾝ＃１０　ピンク／オレンジ＃０９　ブラックブルーラメ

＃１４　クリアーＧ／グリーン ＃１５　ｽﾓｰｸﾍﾟｯﾊﾟｰ/ﾌﾞﾙｰ ＃１６　ﾙｰﾄﾋﾞｱ/ｸﾞﾘｰﾝ/ﾚｯﾄﾞ ＃１７　クリアーパールペッパー

＃１８　コットンキャンディ ＃１９　ウォーターメロンシード ＃２０　グリーンパンプキン ＃２１　クリアー

＃２６　クリアーグロー ＃２７　ホットピンクグロー ＃２８　ホットオレンジグロー ＃２９　蛍ムラ

＃06　スモーク

オープンプライス

＃01　チャート ＃02　オレンジ ＃04　クリアー　

＃18　ﾀﾞｰｸｳｫｰﾀｰﾒﾛﾝ ＃19　レッドクロー ＃20　シナモン ＃21　グリーンバイオレット

＃07　クローフィッシュ ＃09　ブラウン ＃15　ルートビア ＃16　ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰﾒﾛﾝ

＃22　ゴールド/レッド ＃23　ブラックレッド ＃24　ブラックブルー ＃25　ﾀﾞｰｸｳｫｰﾀｰﾒﾛﾝ/ﾚｯﾄﾞ　

＃26　ｳｫｰﾀｰﾒﾛﾝ/ﾚｯﾄﾞ ＃27　蛍ﾑﾗ

片面凹凸仕様/オープンプライス

＃01　チャート ＃02　オレンジ ＃04　クリアー　 ＃19　レッドクロー
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＃27　蛍ﾑﾗ ＃28　ｳｫｰﾀｰﾒﾛﾝｷｬﾝﾃﾞｨ ＃29　ブラウンパンプキン ＃30　ブルーパープル

＃32　ウォーターメロン＃31　グリーンパンプキン



カブラスカート全長210㎜

マルチジグバック

・840デニールの丈夫な生地と裏面にナイロン生地を合わせ水の浸透を抑えました。　　・小物ポケット小２箇所／大１箇所

・ノーマルタイプのジグ対応スペース8箇所　　・ロングタイプのジグ対応スペース10箇所　　・丸洗い可能

ツーポジションバッグ
　

アーミーグリーン

レッド ブラック

グレー

オープンプライス

背面使用時 前面使用時

ベージュ カモフラージュ
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オープンプライス

＃01　グローゴールドラメ ＃02　グローチャート ＃03　レッド ＃04　オレンジ/ゴールド

ルアー交換時等は、前面に
まわして使用いただき、効
率良く作業が可能。

通常時は背面に襷がけにて
使用可能。両手がフリーと
なるので、移動時はもちろ
ん、釣りの最中も煩わしくあ
りません。

＃08　蛍ﾑﾗ＃07　ホットピンク＃06　シナモン/レッド

ブラック

希望小売価格 3,980円

レッド イエロー

ゴールド



ボート用品 ※希望小売価格の無い商品は全てオープン価格です。

キャスティングシート ステップラダーパッド（脚立クッション）
【カラー】ブルー・グレー・レッド 希望小売価格 3500円

【カラー】
・カモフラ
・ブラウンカモ
・ターコイズブルー
・抹茶グリーン

アルミラダー ﾏｰｶｰﾌﾞｲ（２ヶ入） 認定消火バケツ アジャスタブルポスト　（７段）

延長コード 接続コネクタータイプ アルミプロップナット ボートドーリー
　サイズ：約３ｍ  ※モーターガイド用

延長コード 接続コネクタ バッテリーナット（2ヶ入り） バッテリーホールドキャリー(黒）
　希望小売価格 900円 　希望小売価格 500円 ※バッテリーは付属しておりません。

　黒・赤各1セット 　黒・赤各1個

デュアルチャージャー（ツインチャージャー） エレキ用シャーピン
　Weight：約6.4ｋｇ
◎これ１台でバッテリー２台を同時にチャージ！

　細 … 旧モーターガイド・現ミンコタ対応
　太 … 現モーターガイド対応
エレキ替えヒモ 1ｍ
※カラーは予告なく変更する場合がございます

キャビテーションプレート（モーターガイド用）

・スピードＵＰ！
・バッテリー温存
・消音効果
・操縦安定性ＵＰ！
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大口ポケット3ヶ


