
WIDE　SPLASHER
Length：７０mm、Ｗｅｉｇｈｔ：１２ｇ     定価：￥９５０

　　“ワイドスプラッシャー”は速いテンポから遅いテンポまで対応するポッパーです。
　　大音量ラトルとは対称に控えめなポップ音、俊敏な動きでバスにアピールします。
　　カップを浅めにしてる為、スプラッシュした時に水面からの飛び出しを抑え、飛沫を
　  上げます。　そしてフックは安心の４番サイズを装着しています。

　　　　＃０１　アユ ＃０２　バス ＃０３　ｼﾙﾊﾞｰｼｬｲﾅｰ ＃０４　ボーン

＃05　ﾁｬｰﾄｼｬｲﾅｰ 　　　＃０６　セクシーシャッド ＃０７　レッドタイガー ＃０８　ワカサギ

ＢＵＳＴＬＥＲ
Ｔｙｐｅ：フローティングバイブレーション
Ｌｅｎｇｔｈ：５０ｍｍ、Ｗｅｉｇｈｔ：９ｇ      定価：￥８００

　　　小粒でファットボディーの”バスラー”は、超シャローやウィードが水面近くまで
　　  伸びたフィールドで水面下をスピーディーにチェックできます。
　　　ストップ＆ゴーやジャーキングも有効です。

＃０１アユ ＃０３ギンブナ ＃０４ブラックバック ＃０５レッドクロー ＃０７マットブラック

Ｍａｇｉｃ Ｓｉｍｍｙ
Ｔｙｐｅ：シミーフォールバイブレーション
Length：６５mm、Ｗｅｉｇｈｔ：１５ｇ 　定価：￥９５０

　　　”マジックシミー”は、シミーフォールアクションを兼ね備えたバイブレーションプラグ
　　です。多すぎず少なすぎない絶妙な数のラトルとボーン素材ボディとの合せ技により
　　過激すぎるアピールにプラスして魔法をかけられた様に妖しく揺らめく”シミーフォール
　　アクション”が特徴です。巻いて良し、フォールさせて良しと究極のバイブレーションです。

　#01　ｾｸｼｰｼｬｯﾄﾞ 　　　#02　ｷﾝｸﾛ 　　#03　ﾚｯﾄﾞｸﾛｰ

　#04　ﾌｧｲｱｰﾀｲｶﾞｰ 　#06　ｸﾛｰﾑﾌﾞﾙｰ　　#05　ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ
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BRAVE　KNIGHT 
Length：５０mm、Ｗｅｉｇｈｔ：８ｇ     定価：￥９５０

　　　”ブレイブナイト”は、プラスチックボディでありながらバルサクランクなみの
　　　高浮力を有する、ノンラトル・シャローダイビングクランクベイトです。
　　　重心をベリー部に集中することにより立ち上がりが良く、基盤リップとの
　　　相乗効果でロッドにも明確に伝わってくるハイピッチアクションが特徴です。

＃01　ｱﾕ

＃05　ﾁｬｰﾄ

 BRAVE　KNIGHT Jr.
Length：５０mm、Ｗｅｉｇｈｔ：８ｇ     定価：￥９５０

　　　”ブレイブナイトJr”は、ブレイブナイトをただ小さくした仕様ではありません。全長が小さく
　　なった分、体高が大きくなりアピール度は変わらない新しいモデルです。重心移動システム
　　により飛距離を稼ぎ、泳ぎ出す時はウエイトがベリー部でロックされるので立上りが良く、
　　ハイピッチアクションが特徴です。どの巻き方でも安定して泳ぎバスにアピールします。

　　　　＃０１　ブルーギル 　＃０２　キンクロ 　　　＃０３　ﾚｯﾄﾞｸﾛｰ 　　　＃０４　ﾌｧｲｱｰﾀｲｶﾞｰ

　　　　＃０５　ﾁｬｰﾄﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸ 　＃０６　ﾃﾈｼｰｼｬｯﾄﾞ 　　　　＃０７　ルートビア

ウェイクマン
Length：５３mm、Ｗｅｉｇｈｔ：８ｇ     定価：￥９５０

　　　”ウェイクマン”は、シャローランニングクランクではありません。絶対に潜らないウェイク
　ベイトです。スローリトリーブはもちろん、ハイスピードでも飛び出さない絶妙なバランスで、
　ハイピッチで首を振り、大きな引き波をを起こします。メインウェイト以外の大きくボディの中を
　動き回るラトルボールは重心移動効果もあって、小粒ながらかっ飛び、さらに不安定な重心
　バランスを生むことで、イレギュラーなフラツキを発生させます。ボーン素材による甲高い
　ラトルサウンドがバスをいらつかせ、リアクションバイトを誘います。

       #01　ｼｬｯﾄﾞ   　　　#02　ｷﾝｸﾛ 　        　#03　ﾚｯﾄﾞｸﾛｰ 　　　#04　ﾎﾞｰﾝ

　　　#06　ﾌﾞﾘｰﾑ 　　　     #08　ﾌﾗﾐﾝｺﾞ      #09　ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

　　　#08　ﾃﾈｼｰｼｬｯﾄﾞ#06　ｼﾙﾊﾞｰｼｬｲﾅｰ #07　ｾｸｼｰｼｬｯﾄﾞ

#04 ﾌｧｲｱｰﾀｲｶﾞｰ#02　ｷﾝｸﾛ #03　ﾚｯﾄﾞｸﾛｰ
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RAKKA　BUG
Length：５０ｍｍ、Ｗｅｉｇｈｔ：６ｇ     定価：￥９００

　　　”RAKKA BUG（ラッカバグ）”は、究極の虫パターンを追求して生まれた
　　　ルアーです。羽となるフェザー、足となるラバーを搭載させることにより、名前
　　　の通り水面に落下した虫を忠実に再現しバスにアピールします。
　　　また、テール部には好みでラバー等をタイイングすることも可能です。

　＃０１　スズメバチ 　　　　　　＃０５　ハルゼミ 　　　　＃０６　ホワイトモス

　＃０７　アブラゼミ 　　　　　＃０８　ｵﾘｰﾌﾞｲﾝｾﾝﾄ 　　　　　＃０９　モルト

RED GILLER 　 SPINNERBAIT／BUZZBAIT
　　　Ｗｅｉｇｈｔ：3/8ｏｚ・5/8ｏｚ      定価：￥８５０

　　レッドギラーはヘッドが主役です。スピナーベイトは控えめなブレードアピールに
　　樹脂製リアルヘッドが特徴の見せて食わせる、“ニューコンセプト・スピナーベイト”
　　です。またバズベイトは樹脂製リアルヘッドは比重が小さく、ボリュームがあるのに
　　浮き上がりがよいのが特徴です。

　　　＃０１　ファイアータイガー 　　＃０２　アユ

　＃０３　チャート／ホワイト ＃０４　クリスタルシャッド 　　＃０５　セクシーシャッド
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3"SALT SATURN RINGWORM 
１パック２０本入
定価：￥オープンプライス

スカッパノン グロー ＷＭシード

パールホワイト ｺｯﾄﾝｷｬﾝﾃﾞｨｿﾘｯﾄﾞ ＪＰブルーギル

ブラック コットンキャンディ グリーンパンプキン

チャート/シルバー オレンジ グリパンブルー

ブラック/レッド ジュンバグ WMパープル

チェリーシード ＷＭソリッド

リアクションベイト　グラブ 定価：￥オープンプライス
１パック１０本入
サイズ：３インチ、５インチ

#001　ﾌﾞﾗｯｸ #014　ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ ＃018　ﾁｬｰﾄﾍﾟｯﾊﾟｰ #024　ｸｰﾙｱｲｽ

#027　ｺｯﾄﾝｷｬﾝﾃﾞｨ #028　WMｼｰﾄﾞ #033　ｸﾞﾛｰ #036　ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ

#047　ｸﾘｱｰｼﾙﾊﾞｰ #048　ｸﾘｱｰｺﾞｰﾙﾄﾞ #073　ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｼｰﾄﾞ #091　ｽﾓｰｸｺﾞｰﾙﾄﾞ

#092　ｽﾓｰｸﾊﾟｰﾌﾟﾙ #093　ｽﾓｰｸﾚｯﾄﾞ #195　ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝ

SALT SATURN TUBEＳ 定価：￥オープンプライス
１パック１０本入

３”ミニチューブ ３．５”ミディアムチューブ

ブラック ブラック

WMシード

＃０１２

＃１５３

＃０１２

＃０１０

＃０３３

＃０８０

＃０５４

＃００３

＃１７５

＃１５４

＃０１２

＃１９７

＃２５６

＃１０２ ＃１９５

＃１０１

＃０９６

＃１２０

＃１５３

＃１４６
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　　ＳＷＥＥＴ ＢＥＡＶＥＲ ４.２０
　　　　定価￥オープンプライス
　　　　１パック１０本入

　　ＳＭＡＬＬＩＥ ＢＥＡＶＥＲ ３.５０
　　　　定価￥オープンプライス
　　　　１パック１２本入

　　ＤＯＵＢＬＥ ＷＩＤＥ ＢＥＡＶＥＲ ５.２０
　　　　定価￥オープンプライス
　　　　１パック７本入

グリーンパンプキン          グリパンレッド        ホットタマーレ

オクスブラッド         ペネトレーション       ブラックレッド

ブラックブルーフレーク          オキチョビクロー 　　　　フライドWM

コーンドッグ ブラッディマリー

　　ＦＬＩＲＴ ４.９５
　　ＢＩＧ ＦＬＩＲＴ ６.９５
　　　　定価￥オープンプライス
　　　　１パック１５本入

　ウォーターバグ 　　　　ホットタマーレ

　　　グリパン 　　ジューシー 　　ＷＭゴールド

　グリパンレッド 　ＷＭグリパン ﾀﾞｰﾃｨｰｻﾝﾁｪｽ

スティンキーピンク ﾀﾞｰﾃｨｰｼｬｰﾍﾞｯﾄ ブラッディバグ
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　　ＳＫＩＮＮＹ ＤＩＰＰＥＲ／ＬＩＴＴＬＥ　ＤＩＰＰＥＲ
　　　　定価￥オープンプライス　１パック７本入
　　　　定価￥オープンプライス　１パック９本入

バッドシャッドグリーン

　　　　　マネーショットグリーン WMゴールド ブルフロッグ

　　スプレイドグラス ローブロー

　　ＴＲＩＸＩＥ ＳＨＡＲＫ
　　　　定価￥オープンプライス
　　　　１パック８本入

　グリパン／ホワイト　　ゴールドディガー 　　　ブラックレッド 　　　　ﾀﾞｰﾃｨｰｼｬｰﾍﾞｯﾄ

　　ＴＲＩＸＩＥ ＳＨＡＤ
　　　　定価￥オープンプライス
　　　　１パック８本入

ウォーターメロンシード バッドシャッド

　　ＢＯＯＭ-ＢＯＯＭ ＴＵＢＥ ５.００
　　　　定価￥オープンプライス
　　　　１パック９本入

　　　　　カリフォルニア４２０ ヘマトマ 　　　　　クナスティ

　　ＶＩＸＥＮ
　　　　定価￥オープンプライス
　　　　Weight:3/4 , Length:4.75" Gamakatsu Hook仕様

ﾁｬｰﾄｼｬｲﾅｰ ｼﾙﾊﾞｰｼｬｲﾅｰ
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼｬｲﾅｰ

　　　　　ﾍﾞﾋﾞｰﾊﾞｽ 　　　　ﾈｵﾝｼｬｯﾄﾞ ｼﾙﾊﾞｰﾌﾘｯﾀｰ
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 ＳＣＲＥＷＥＤ ＵＰ　ＢＵＬＬＥＴ 　ＢＭＦ ＨＯＯＫ 
  定価￥オープンプライス 　　定価￥オープンプライス
   １パック６個入 Gamakatsu Hook仕様

　Ｓｉｚｅ：３／０　１パック５個入
　Ｓｉｚｅ：４／０　１パック５個入

　ＢＭＦ ＢＡＲＢ 　ＷＥＥＤＬＥＳＳ ＷＡＣＫＹ ＨＯＯＫ
　定価￥オープンプライス 　　定価￥オープンプライス
　１パック２０個入 　　１パック５個入

Gamakatsu Hook仕様

SCREWED UP ＪIGHEAD Gamakatsu Hook仕様
定価￥オープンプライス
ヘッドカラー：グリーンパンプキン
サイズ：１／１６ｏｚ・１／８ｏｚ・３／１６ｏｚ・１／４ｏｚ・３／８ｏｚの５種類

リールハンドルパーツ 定価￥オープンプライス

　ABUクラシック・オールドタイプの６０００以下対応

　　　　ﾋﾞｽ　　　　　　　　　六角ﾅｯﾄ 　　　　座金 　　　　　３点ｾｯﾄ 　　　　　　ﾘｰﾙﾄﾞﾗｸﾞ

　　　　　　５点セット　 　　　　　リールハンドル小 　　　　　　　　リールハンドルＬ
　　　カラー：ブラック/ホワイト 　　　　カラー：ブラック/ホワイト 　　　　　カラー：ブラック/ホワイト/ブラウン

シンカー 定価￥オープンプライス
　タングステンネイルシンカー ダウンショットシンカー トラッシュボム（タングステンバレット）

　1.0oz（1ヶ入り）
　　０．９ｇ／６個入　　９．０ｇ／４個入　　 　1.5oz（1ヶ入り）

　　０．５ｇ／13個入 　　２．０ｇ／５個入　１２．０ｇ／３個入
　　１．０ｇ／７個入 　　３．５ｇ／５個入　１４．０ｇ／３個入
　　１．５ｇ／６個入 　　５．０ｇ／５個入
　　２．０ｇ／５個入 　　７．０ｇ／４個入

　　　ブラック　　　　ブラウン
  リボルバー　フィッシュジグヘッド

　　W.G.ラウンドスプリットショット 　バレットウェイト　スリップシンカー

　≪サイズ≫ 　　《サイズ》 　　《ウェイト》

　　2.0ｇ 　　735-B,BB,3/0, 　　1/32,1/16,1/8,
　　3.5ｇ 　　　　-7,5,4,3,2 　　3/16,1/4,5/16,
　　5.2ｇ 　　ﾌﾟﾛﾊﾟｯｸ 　　3/8,7/16,1/2,
　　7.0ｇ 　　７００R 　　5/8,3/4,1oz
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ガラスビーズ 定価￥オープン

・８ｍｍ/１パック２０個入　　６mm/１パック３０個入

　　 　　　　　　　※レッド、アソート、クリアー、グリーン、ブラック、ブラウンの全6色

ツインラトル　　定価￥オープン　１パック２セット入

＃００１　ブラック　ロングゴム/ロングラトル ＃００５　クリアー　ロングゴム/ロングラトル

ダンサーブレード　　定価￥オープン　１パック３枚入

ノーマル バブル

　　※　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！

ステンレスペンチ　定価￥オープンプライス

・Ｇ－７１４　スプリットリングプライヤー（小） ・G－７１６　先曲がりスプリットリングプライヤー（中）
　　　　　サイズ１４０ｍｍ 　　　　サイズ１７５ｍｍ　
・G－７１５　先曲がりプライヤー（小） ・Ｇ－７１７　スプリットリングプライヤー（中）
　　サイズ１４０ｍｍ　 　　　　サイズ１７５ｍｍ　

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

ホログラムブレード　（１パック２枚入） 定価￥オープンプライス

｛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
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