
エリア 10

Type:フローティング　Length:100mm   Weight:9g /希望小売価格 1,050円

＃01ホロイワシ/ｵﾚﾝｼﾞﾍﾞﾘｰ ＃27パールチャートバックオレンジベリー ＃47ダースモール

エリア10はシーバスがベイトをもっとも捕食しやすいレンジにターゲットを絞り、ファーストリトリー
ブから引き波が立つほどのデッドスローアクションまで、一定層を長くトレースする事が出来る
リップレスフローティングミノーです。

＃06クリアースモークブラック ＃28ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛﾁｬｰﾄﾊﾞｯｸｵﾚﾝｼﾞﾍﾞﾘｰ ＃48カーボンブラック

＃13クリアーレッド ＃31ホロレッドバックレッドベリー ＃50生イワシ

＃19ホログラムイワシ ＃35コンスタンギーゴ ＃51メロンキャンディ

＃20ホロレッドヘッド ＃39クリアークラウン ＃52ドールアップキャンディ

＃21ホロダークブルーバックピンクベリー ＃41アブソリュートグロー ＃53イミテートベイト

＃22ホロキビナゴ ＃42アカキン ＃54ナチプロ

＃23ホロパールバックグローベリー ＃43グローバチ ＃55グリーンゴールド

＃24ホロコットンキャンディ ＃44クリアー ＃56ハーフミラークリアーイワシ
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＃25ホログラムイナ ＃45ゴーストイエローオレンジ ＃57ミルフィーユ

＃26パールレッドヘッド ＃46オーロラクリアーピンク



エリア 10EVO

＃14パールレッドヘッド

＃15ホロレッドバックレッドベリー

＃16ドールアップキャンディ

＃17ハーフミラークリアーイワシ

＃18ミルフィーユ
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Type:シンキング　Length:100mm   Weight:11.5g/希望小売価格 1050円

＃10シラス

＃12パールチャートバックオレンジベリー

エリア10の能力をそのまま受け継ぐシンキングモデル「エリア10EVO（エボ）」。高比重タングステ
ンウェイトを搭載する事により、エリア10では攻め切れなかったポイントやレンジを攻略できま
す。港湾はもちろんサーフや磯場のタフコンディションでも威力を発揮します。フックは”カルティ
バST-36BC”を装着しており、ショートバイトでも確実にフッキングまで持ち込めます。また貫通
ワイヤー構造により大物にも対応します。

＃01メッキイワシ

＃06サクライワシ

＃07ブラックレッド

＃08アブソリュートグロー

＃09アカキン

＃11ホログラムイワシ＃02ホロレッドヘッド

＃03パープルキャンディ

＃05セグロ

＃04レッドヘッドチャート ＃13ピンクレモネード



エリア 7

エリア 7EVO

＃29グローバチ ＃31アカキン

＃22パールチャートバック ＃27スモークブラック ＃28クリアーレッド

Type:フローティング　Length:70mm   Weight:7g/希望小売価格 950円

＃16ホロイワシ ＃17ホロレッドヘッド ＃19ホロコットンキャンディ

エリア7はベイエリア、特に湾岸・運河の局所的スポット専用に開発されました。ファットで扁平な
ボディは7㎝という小型ルアーでありながら狙ったスポットを射抜くのに十分なウェイトがあり、水
面下10cmをロールしながら左右に揺れるアクションで、群れからはぐれたベイトを演出します。

Type:シンキング　Length:70mm   Weight:8.5g/希望小売価格 950円

＃01ホロイワシ ＃02ホロレッドヘッド ＃03レッドヘッドチャート

エリア7の遺伝子を受け継いで誕生した”エリア7EVO（エボ）”。一口サイズのボディに8.5gのウエ
イトを搭載する事により、抜群の飛距離を誇ります。広範囲にポイントを攻めることが可能にな
り、サーチベイトとしても活躍できます。小さなシルエットと得意のS字蛇行を生かして、ハイプ
レッシャーフィールド、ベイトの極小サイズ時、バチ抜け、偏食期等、あらゆる特殊なシチュエー
ションにおいても、アングラーに満足のいく結果を導き出してくれます。
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＃10フラッシュライト

＃04オレンジパール ＃05ホロコットンキャンディ ＃06ドールアップキャンディ

＃07ホロイナコロシロ ＃08オレンジルビー ＃09ピンクサファイア



エリア シェイクバイブ75

エリア シェイクバイブ90

＃15グローイワシ ＃16ホロキビナゴ

＃08ホログリーンゴールド ＃09ホロオレンジゴールド ＃10ゴーストイエローオレンジ

＃12ホロレッドバックレッドベリー ＃13ホロカタクチ ＃14ホロクラウン

＃02ホロレッドヘッド ＃03ホロピンクイワシ

＃04ホロコットンキャンディ ＃05ホロイナコロシロ ＃07ﾊﾟｰﾙﾁｬｰﾄﾊﾞｯｸｵﾚﾝｼﾞﾍﾞﾘｰ
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＃10グローイワシ

“エリアシェイクバイブ75”はスローリトリーブ～ファーストリトリーブまで、あらゆるリトリーブ速度
においても安定したアクションで泳ぎます。スリムでミノーライクボディデザインから発する小刻
みな振動と、フラッシング効果が広範囲にいるシーバスにアピールします。そのためサーチベイ
トとしても高い実力を発揮し引き重り感が少ないので長時間キャストし続けても疲れません。結
果を信じて広範囲を投げ続けることで釣果をさらに伸ばすことが可能です。

多くのアングラーを魅了してきた”エリアシェイクバイブ75”に待望のヘビーウェイトモデルが登
場。手返し良く広範囲をスピーディーにチェックでき、サーチベイトとして最適です。リトリーブはタ
ダ巻きだけで、ターゲット達へ協力にアピールしバイトを誘発させます。また水切りの良いスリム
ボディはヘビーウェイトでも引き重り感が少なく、長時間キャストし続けても疲れません。ターゲッ
トはシーバスのみならず青物やサーフからのヒラメ＆マゴチ等、あらゆるフィッシュイーターに威
力を発揮します。

＃04ホロコットンキャンディ ＃05ホロイナコロシロ ＃06ドールアップキャンディ

＃07ﾊﾟｰﾙﾁｬｰﾄ/ｵﾚﾝｼﾞﾍﾞﾘｰ ＃08ホロゴールドチャート ＃09ホロアカキン

Type:シンキング　Length:90mm   Weight:28g/希望小売価格 880円

＃01ホロイワシ ＃02ホロレッドヘッド ＃03ホロピンクイワシ

Type:シンキング　Length:75mm   Weight:15g/希望小売価格 820円

＃01ホロイワシ



エリア ベイダンス

エリア J-ベイト

エリア 16

Type:シンキング　Length:85mm   Weight:9g/希望小売価格 900円

ベイダンスは港湾・ボート等、様々なシーンでの使用に最適な80ｍｍサイズのボディにマグネッ
ト固定重心移動システムを搭載する事で、同クラスのミノ―ではトップクラスの飛距離を誇りま
す。ウェイトボールが潜水と同時に重心固定されることで素早いアクションの立ち上がりを実現。
潜行深度は約1.5～2.0ｍ前後でアピールの強いワイドウォブリングアクションがシーバスの本能
を刺激。またトゥィッチやジャークでのヒラ打ちもこなし今までバイトに持ち込めずにいたシーバス
にもリアクションバイトを誘発します。

Type:シンキング　Length:80mm   Weight:11g/希望小売価格 900円

J-ベイトは港湾で最適な85㎜のボディサイズです。3連結のジョイントならではのウネウネアク
ションを演出し、その動きはまさにベイトフィッシュそのものです。ただ巻きによるこのジョイントな
らではのウネウネアクションは抜群のアピール感を演出。スレきったやる気のないフィッシュイー
ター達に思わずスイッチを入れさせる事が出来ます。また、ジャーク＆トゥィッチでのリアクション
バイトを誘うのも効果的です。流れをしっかりと掴むリップはデッドスローからファーストまで完全
対応し足場の高い位置からでも確実にスイムアクションします。

より遠くへ飛ばしたいというアングラーの要望に応えるため、エリアの定番リップレスシリーズ最
長16cmモデルが誕生しました。エリア10のボディボリュームをそのまま引き継いだ超スリムボ
ディーで矢のごとくかっ飛びます。またボディ形状からサヨリパターンにも有効です。
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Type:フローティング　Length:160mm   Weight:18g/希望小売価格 1200円

＃04パールレッドヘッド ＃06ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛ/ﾁｬｰﾄﾊﾞｯｸ ＃07ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛ/ｵﾚﾝｼﾞﾊﾞｯｸ

＃11ホログラムアユ ＃12アブソリュートグロー



エリア プレートベイト20ｇ

●サビに強いステンレス製プレート ●メタルジグに匹敵する遠投性

●ストラクチャーにぶつけても曲がりにくい高弾性素材 ●テーリングしにくい重心バランス

●０.５mm厚の薄型ボディが生み出す立ち上がりの早いキレのあるアクション

★アイポジション別スイミングパフォーマンス★

・フロントポジション：引き重り感が無いタイトバイブレーションでメタルジグ感覚で使え、高速リトリーブでの回遊魚狙いに。

・センターポジション：リトリーブスピードの強弱で表層から中底層までカバーします。

・バックポジション：ワイドバイブレーションでスローリトリーブやリフト＆フォール、バーチカルジギングに。

エリア プレートベイト28ｇ

＃14パープルイワシ

Type:メタルバイブレーション　Length:75mm   Weight:28g/希望小売価格 800円

＃01ホロイワシ ＃02ホロレッドヘッド ＃03ゴールドホロオレンジバック

＃04ホロピンクバック ＃06ホロチャートバック ＃09ホロコットンキャンディ

＃10ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｯｸ ＃11ﾎﾛｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾛｰﾎﾞｰﾝ ＃12ブルピンイワシ

エリア プレートベイトは豊富なメソッドでシーバスゲームをより面白い領域へと導くソルトウォー
ター専用設計の本格メタルバイブレーションです。

Type:メタルバイブレーション　Length:70mm   Weight:20g/希望小売価格 700円

＃01ホロイワシレッドベリー ＃02ホロレッドヘッド ＃03ゴールドホロオレンジバック
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＃04ホロピンクバック ＃05ホロチャートバック ＃06コットンキャンディ

＃08ブルピンイワシ ＃09パープルイワシ ＃10グローイワシ



エリア 125

エリア バトルミノー130

Type:フローティング　Length:130mm   Weight:17g/希望小売価格 1000円

＃12アカキン

『エリア10をもっと遠くへ』という多くの要望に応えロングキャストモデルが誕生。港湾だけでなく
サーフや磯でも活躍できるよう先端のエッジをシャープでやや下げ気味にし、荒れた海面でもス
ムーズな泳ぎだしが可能となりました。

Type:フローティング　Length:120mm   Weight:18.5g/希望小売価格 1200円

＃01ホログラムイワシ ＃02ホログラムレッドヘッド ＃04ホログラムキビナゴ

＃06ﾎﾛｸﾞﾗﾑｺｯﾄﾝｷｬﾝﾃﾞｨ ＃08パールレッドヘッド

＃09パールチャートバック

モンスター級のシーバスを採るために生まれたのがこの”エリアバトルミノー”です。
シーバス用としては130ｍｍという大型サイズボディと肉厚のロングリップから生みだされるア
ピールの強いワイドウォブリングアクションと波動が、モンスターシーバスの本能を強烈に刺激し
ます。安定した飛行姿勢と高比重タングステン合金重心移動システムを採用することで、風の影
響を受けやすい大型ミノ―にも関わらず驚異的な飛距離を生み出しより広範囲を攻めることが
可能です。フックは3本仕様となっており、わずかなショートバイトも確実にフックアップへ持ち込
めます。

＃01ホログラムイワシ ＃02ホログラムレッドヘッド ＃03パールレッドヘッド

＃04ホロコットンキャンディ ＃05ﾊﾟｰﾙﾁｬｰﾄﾊﾞｯｸｵﾚﾝｼﾞﾍﾞﾘｰ ＃06ホロアカキン
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＃07セグロ ＃08ホロピンクバック ＃09ホロサヨリ

＃10ホログリーンゴールド



エリア フランキー90

エリア フラットサーディンNEO

#01ホログラムイワシ #02ホログラムピンクバック #03ホログラムレインボー

#04ﾎﾛｸﾞﾗﾑﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸﾋﾟﾝｸﾍﾞﾘｰ #05ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛｸﾞﾗﾑｵﾚﾝｼﾞﾊﾞｯｸ #06ホログラムグローイワシ
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”エリアフランキー”はただ巻きすると潮流の中でも確実に水をつかみ、ナチュラルにＳ字軌道を
描きます。また、リトリーブ中にジャークを入れると左右へダートし逃げ惑うベイトを演出する事も
出来ます。スレきったシーバスのバイトを誘発させることに有効。リップレスと空気抵抗を抑えた
ボディデザインとの相乗効果で抜群の飛距離を生み出し、湾口部・河口・干潟等の様々なフィッ
シングシーンでアングラーの強い味方になってくれることでしょう。

Type:シンキング　Length:90mm   Weight:15g/希望小売価格 900円

＃02ホロレッドヘッド ＃03パールレッドヘッド ＃04ホロコットンキャンディ

＃05ﾊﾟｰﾙﾁｬｰﾄﾊﾞｯｸｵﾚﾝｼﾞﾍﾞﾘｰ ＃06ホロアカキン ＃07パールチャートキャンディ

＃08オーロラピンククリアー ＃09ピュアクリアー ＃10アブソリュートグロー

#07ホログラムシルバーバック #08ホログラムゼブラグロー

・規格外に頑丈なボディ!!少々の衝撃では変形しません。
・高強度の多層コーティング仕上げ!!塗装の剥がれを可能な限り防ぎます。
・定番中の定番!!センターバランス計上を採用。誰でも簡単に使えます。

Weight:20g/希望小売価格 500円　Weight:30g/希望小売価格 520円　Weight:40g/希望小売価格 550円


