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ＡＲＥＡ ベイスラッシュ
　　７０S・・・Ｌｅｎｇｔｈ：７０ｍm　Ｗｅｉｇｈｔ：　６g　

　　９０S・・・Ｌｅｎｇｔｈ：９０ｍm　Ｗｅｉｇｈｔ：１３g

    Type:シンキング マグネット式重心移動
　　定価：￥８００　

＃02　ホログラムレッドヘッド ＃03　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛｵﾚﾝｼﾞﾊﾞｯｸ ＃04　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｯｸ ＃05　ホログラムレインボー ＃06　ホロチャートバック

＃08　パールレッドヘッド ＃09　ホログラムアジ ＃10　ホログラムグローイワシ ＃11　パールチャートバック ＃12　ホログラムイワシ

＃13　ｸﾗｯｼｭﾎﾛﾚｯﾄﾞﾍｯﾄﾞ ＃14　レインボーイワシ ＃15　オーロラクリアーイワシ ＃16　クリアーブルーイワシ ＃17　クリアーレッドヘッド

＃18　クリアーチャート

ＡＲＥＡ サブサーフェイス
Ｌｅｎｇｔｈ：１１５ｍｍ　Ｗｅｉｇｈｔ：１９ｇ　Ｔｙｐｅ：フローティング　

定価：￥１２００　

＃01　ホロイワシﾚｯﾄﾞベリー ＃02　ホロイワシ ＃03　ホロレッドヘッド ＃04　パールレッドヘッド ＃06　ボラ

＃07　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｯｸ ＃08　ﾊﾟｰﾙﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾍﾞﾘｰ ＃09　ﾚｯﾄﾞﾊﾞｯｸﾚｯﾄﾞﾍﾞﾘｰ ＃10　ホログラムアユ ＃11　アカキン

ＡＲＥＡ トッター
Ｌｅｎｇｔｈ：８０ｍｍ　Ｗｅｉｇｈｔ：１０ｇ　Ｔｙｐｅ：シンキング  

定価：￥１０００　

＃11　グローシラス ＃12　グローライム ＃13　レッドグローボーン ＃14　グローバチ ＃16　ホログラムイワシ

「エリア ベイスラッシュ」は、細身のボディと先端に設けたリップがキャスト時の空気抵抗を出来る限り押さえました。水をしっかりと受ける

リップは、 足場の高い位置からでも確実にアクションします。着水後、リトリーブと同時にウェイトが固定する重心移動機構を採用。 

干潟や河口域の超シャローのフラットエリアでボトムを引きずらないこと。さらなるシャロー攻略をコンセプトに誕生したのが「サブ・サーフェイ

ス２０」です。MAX２０ｃｍダイブで、スローリトリーブでも立ち気味のリップはしっかりと水をつかんで引き波を立てて泳ぎます。ややフラットなボ

ディによる同クラス最重量と空気抵抗を抑えたリップ形状の相乗効果で抜群の飛距離を約束します。 

エリア トッター の使い方はスローリトリーブが基本です。絶妙な重心バランスとボディー形状による水流抵抗によって、シンキングタイプであ

りながらリトリーブと同時に浮き上がり、水面～水面下５０ｃｍをジグザグ蛇行するのが特徴です。ミノータイプでは表現しきれないナチュラル

アクションがスレたシーバスに非常に有効です。 
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ＡＲＥＡ プレートベイト２０ｇ
Ｌｅｎｇｔｈ：７０ｍｍ　Ｗｅｉｇｈｔ：２０ｇ　 Ｔｙｐｅ：メタルバイブレーション

定価：￥７００

●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。

#01　ホロイワシレッドベリー #02　ホロレッドヘッド #03　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛｵﾚﾝｼﾞﾊﾞｯｸ #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 NEW!　 #12　ブルピンイワシ NEW!　 #13　パープルイワシ

ＡＲＥＡ プレートベイト２８ｇ
Ｌｅｎｇｔｈ：７５ｍｍ　Ｗｅｉｇｈｔ：２８ｇ　 Ｔｙｐｅ：メタルバイブレーション

定価：￥８００

●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

#01　ホロイワシレッドベリー #02　ホロレッドヘッド #03　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛｵﾚﾝｼﾞﾊﾞｯｸ #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ー #07　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｯｸ #08　ブルピンイワシ #09　パープルイワシ #10　グローイワシ

ＡＲＥＡ エスケープ　３８ｇ
Ｌｅｎｇｔｈ：９０ｍｍ　Ｗｅｉｇｈｔ：３８ｇ　Ｔｙｐｅ：シンキング

定価：￥１１００

    
     
     
     

#01　ホログラムイワシ #03　ホログラムカタクチ #08　ホログラムコノシロ

エリア エスケープは「ノーマルのミノーでは届かない」「ジグでは食わない」 そんな状況下の為に開発されたヘビーシンキングミノーで

す。薄い基盤リップを採用することで水切れが良く、重いボディでもしっかりアクションさせ、超高速リトリーブでも水面に飛び上がらない

のが特徴です。ワイヤースルー構造なので思わぬ大物にも安心してファイトできます。 

『エリア プレートベイト２０ｇ』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。 

『エリア プレートベイト２８ｇ』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。 
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ＡＲＥＡ スリムミノー１２０
フローティング（F)・・・Ｌｅｎｇｔｈ：１２０ｍm 　Ｗｅｉｇｈｔ：１３g 

シンキング（S） ・・・・・Ｌｅｎｇｔｈ：１２０ｍm 　Ｗｅｉｇｈｔ：１５g 

定価：￥１,０００

＃02　ホログラムレッドヘッド ＃03　ゴールドホロオレンジバック ＃04　ホログラムチャートバック

＃05　ホログラムコットンキャンディ ＃06　パールレッドヘッド ＃07　ゴールドホログラムチャートバック

＃09　パールチャートバック ＃10　ゴールドホロブラックバック ＃11　ホログラムブラックバック

ＡＲＥＡ ベイスピン１４ｇ/２１ｇ/３１ｇ
Ｗｅｉｇｈｔ：１４g　　定価：￥６５０

Ｗｅｉｇｈｔ：２１g　　定価：￥６５０　

Ｗｅｉｇｈｔ：３１g　　定価：￥７００　

14g有 14g有 14g有

21g有

31g有 31g有 31g有
#02　ホログラムレッドヘッド #03　ゴールドホロオレンジバック #04　ホログラムコットンキャンディ

14g有 14g有

21g有 21g有

31g有 31g有
#05　ホログラムチャートバック #06ホログラムピンクバック #07　ホログラムイワシ

14g有

21g有 21g有 21g有

31g有 31g有 31g有
#08　ホログラムカタクチ #09　ホログラムパープルイワシ #10　ホログラムアジ

14g有

21g有

31g有 31g有 31g有
#11　ホログラムコノシロ #12　ゴールドホロピンクバック #13　ホログラムパール

14g有 14g有

21g有

31g有 31g有 31g有
#14　パールホワイトオレンジスロート #15　パールチャートバックオレンジベリー #16　オールグロー（赤目）

14g有 14g有 14g有

31g有
#17　パールレッドヘッド #18　オールクリアーレッド/レッドブレード #19　オールスモーク/スモークブレード

ＡＲＥＡ スリムミノー１２０は、スリムなボディとボディ一体型のコンパクトなリップによって抜群の飛距離を実現。タイトなローリン

グアクションで魚をスレさせず、大型ウロコ模様のホログラムがフラッシング効果の威力を発揮します。 

フローティングタイプ・・・遠浅の干潟、サーフ、河口、ゴロタといったシャロー攻略に。 

シンキングタイプ・・・港湾に、またシ－バスに限らずヒラメ等フラットフィッシュにも有効です。 

『エリア ベイスピン』は安定したスイミング姿勢とブレードに貼ったホログラムシートの反射がシーバスの捕食を誘いま

す。また、ロッドティップに伝わる引き心地感がアングラーの集中力を高め、よりヒットする確率を上げるでしょう。 
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ＡＲＥＡ フラットサーディン
Ｗｅｉｇｈｔ：２０g　定価￥４５０　　針付 Ｗｅｉｇｈｔ：８０ｇ  　定価￥６５０　針無

Ｗｅｉｇｈｔ：３０g　定価￥４５０　　針付 Ｗｅｉｇｈｔ：１００ｇ　定価￥７００　針無

Ｗｅｉｇｈｔ：４０g　定価￥５００　　針付 Ｗｅｉｇｈｔ：１２０ｇ　定価￥７５０　針無

Ｗｅｉｇｈｔ：６０g　定価￥５５０　　針無

　　
　　

＃01　ホログラムイワシ　（20g～120g） ＃02　ホログラムピンクバック（20g～120g） ＃03　ホログラムレインボー  （20g～60g）

＃04　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛｵﾚﾝｼﾞﾊﾞｯｸ（20g～120g） ＃05　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｯｸ（40g～120g） ＃06　ホロブルーバック/ピンクベリー　（20g～120g）

＃07　ホログラムブルーバック　（20～60g） ＃10　ホログラムグローイワシ　（20g～60g） ＃11　ホログラムシルバーバック　（20g～60g）

＃12　キンクロ（20g～60g、100g、120ｇ） ＃14　ゴールドピンクバック　（20g～60g）

ＡＲＥＡ フラットソウリー
Ｗｅｉｇｈｔ：　９０ｇ　定価￥８００ Ｗｅｉｇｈｔ：２１０ｇ　定価￥１０００

Ｗｅｉｇｈｔ：１２０ｇ　定価￥８５０ Ｗｅｉｇｈｔ：２５０ｇ　定価￥１１００＃０７、＃１３のみ有

Ｗｅｉｇｈｔ：１５０ｇ　定価￥９００ Ｗｅｉｇｈｔ：３００ｇ　定価￥１２００＃０７、＃１３のみ有

Ｗｅｉｇｈｔ：１８０ｇ　定価￥９５０

ホロシリーズ（ウェーブ，クラッシュ，プレーン） メッキシリーズ

#01　ホログラムブルーバック #02　ホログラムピンクバック #03　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾛオレンジﾊﾞｯｸ #07　ホログラムシルバー #13　オールメッキ

150～300ｇ有り

ＡＲＥＡ　マッドヘッド
Ｗｅｉｇｈｔ：１／２ｏｚ、３／８ｏｚ

１箱４個入　1パック2ヶ入

定価：￥６００

     

低価格ながら釣れる要素を凝縮した万能メタルジグ【エリア フラットサーディン】は扁平ボディとセンターバランスが特徴です。３０ｇ

～６０ｇはキャスティングによるショアからのシーバス・ヒラメ・ハマチなど、又ボートからの回遊魚狙いに。８０ｇ～１２０ｇはボートから

のジギングによるタチウオ・回遊魚等の狙いに最適です。 

『フラットソウリー』は実釣中のアングラーに対する疲労感を軽減するボディ形状と、センターバランスによるフォーリング中の

ヒラヒラとしたアクション、またジャークした際のアクションが抜群のアピール力を発揮します。 

エリア マッドヘッドは、赤いエラがシーバスの本能を刺激するソフトベイト用ジグヘッドです。フィッシュライクなヘッドデザインは、水切りが良く、

シャッドテールのステディリトリーブから、ストレート系のダートアクションまでカバーします。またベリー部にはトリプルフックを装着出来るフックハン

ガーを設定。ベイエリアのスレたシーバスには非常に有効で、タチウオ狙いにもトリプルフックを装着して下さい。 

＃０５ グロー ＃０４ チャートバック ＃０３ ﾚｯﾄﾞ ＃０２ ピンクバック 
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マーベリックベイツ　バイブレーション

Ｌｅｎｇｔｈ：７２．５ｍｍ　Ｗｅｉｇｈｔ：２６ｇ
定価￥オープンプライス　

●潮流に負けないバランス

#01 ホロイワシ #03 ホログラムアジ #04　グローレッドヘッド #05　ホロチャートバック #06　ホログラムイナ

#07　ホロレッドヘッド #08　ゴールドホロオレンジ #09　ホログラムピンク #10　ゴールドホロイワシ #11　ホログラムキビナゴグローベリー

#12　ホロコットンキャンディー#13　グローイワシ　NEW! #14　グローチャート　NEW!

　　

　　
　　

ガイア　ミノー８５S 　

Ｌｅｎｇｔｈ：８５ｍｍ　Ｗｅｉｇｈｔ：１２ｇ
定価￥オープンプライス

#01 ホロイワシ #02　ホロレッドヘッド #03　ホロコットンキャンディー

#04　パールチャートバック #05　アカキン #06　ホロパール／グローベリー

●抜群の飛距離
●ファーストリトリーブ対応

アングラーがルアーに求めるもの。“ハイクオリティー”“ロープライス”そして“釣果”の３つではないだろうか。それが非常に贅沢

な願望だと解っていてもアングラーはそれらを求めるだろう。“ＧＡＥＡ ＭＩＮＮＯＷ８５Ｓ”このルアーはその様なアングラーの願望

に応えることができるルアーであると確信している。 
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ネジワーム
定価￥オープン

サイズ：1.5インチ/1パック15本入り

＃01 グロークリアー ＃02 グローモエビ ＃03 グローライムグリーン ＃04 グローピンク

＃05 グローパールホワイト ＃07 グローオレンジ ＃08 グローレッド ＃11 ホワイト

＃12 クリアー ＃13 ブラック ＃14 ウォーターメロンシード ＃15 グリーンパンプキン

＃16 カブラグリーン ＃17 クリアーシルバーラメ ＃18 クリアーブラックフレーク ＃30 ｸﾞﾛｰ ｼﾙﾊﾞｰﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸ

＃31 ｱｰｶﾝｻｽｼｬｲﾅｰ ＃32 クリアーピンク

リブピンワーム
定価￥オープン

サイズ：2.8インチ/1パック12本入り

＃01 グロークリアー ＃02 オキアミ一番（ｸﾞﾛｰ） ＃03 グローライムグリーン ＃04 グローピンク

＃05 グローパールホワイト ＃06 グローチャート ＃07 グローオレンジ ＃08 クリアー

＃09 シーバイオレット ＃10 アミエビ ＃11 ソーダボール ＃12 ペールグリーン

＃13 シラス ＃14 クリアーレッド

GAMBLER ３”スタッド
定価￥オープン

1パック15本入り

スモークシルバーグリッター　  　　 　ブルーシルバーグリッター　  　ピンクシルバーグリッター　　　クリアーレッドシルバーグリッター

アルワイフシルバーグリッター　　　ブルピンシルバーグリッター　　　　　ホワイトライトニング

●メバル、カサゴ等のロックフィッシュを始め、あらゆるフィッシュイーターに抜群の 釣果を発揮。スモールにも効果抜群。 

●ジグヘッド使用で、細かいテールが微妙にバイブレーションします。 

●フィッシュフォーミュラー入り。 

●ボディーのリブとピンテールの微振動が絶妙なワームアクションを生み出し、スレたターゲット達も思わず口を使ってしまいます。 

●ソフト素材を採用したことでワームを吸い込みやすく、ショートバイトも逃しません。 

●ワーム素材にフォーミュラーを配合することで集魚効果抜群です。 
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