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グリップ寸法 b.535mma.430mm Spinning Model

109MMH フォーサーフ
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●ロッド全長︓3295mm （仕舞寸法︓1690mm）　●ロッド自重︓195g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安・D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000

広大なサーフエリアを効率よく探り、かつ大物を獲るための性能を詰め込んだロングレングスモデル。10ft9inのレングスが生むプラ
グの遠投性に特化したバットパワーと、8g程度のシーバスプラグも使用出来る繊細なティップを融合したブランクスにより、遠距離
での繊細なゲーム展開を実現しています。サーフゲーム全般はもとより、磯マル、磯ヒラ、海サクラなど、様々な遠投とパワーを要する
ゲームで活躍します。
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ロングレングス・プラッギングモデルとしての性能を研ぎ澄まし、サーフや磯の広大なフィールドを攻略する。

Price: 33,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.525mma.420mm Spinning Model

103M フォーサーフ
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●ロッド全長︓3150mm （仕舞寸法︓1610mm）　●ロッド自重︓174g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安・D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000

遠投が必要なサーフエリアで求められる基本性能を研ぎ澄ましたモデル。求めたのは、9cmクラスのミノーから40gまでのシンキング
ペンシルやジグミノー、ジグヘッドなど幅広いルアーを使用出来る汎用性能です。ウェイトの異なるルアーも広いリリースポイントによ
り軽快なキャストフィールを実現し、かつ少ない力で飛距離が出せるため、過酷なラン＆ガンゲームにおいても大きなアドバンテージ
を与えてくれる一本です。
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サーフのフラットフィッシュだけでなく干潟・河口域のシーバスにもマッチする汎用遠投モデル。

Price: 32,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.570mma.445mm Bait Model

105MMH/B フォーサーフ
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●ロッド全長: 3175mm （仕舞寸法: 1625mm）　●ロッド自重: 189g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: ACS17（Fuji）　

遠投が必須であるサーフゲームにおいて105MMH Bait Modelが求めたものは、現在の高性能なベイトリールの能力を最大限に発揮
して、ストレスのないベイトスタイルを展開するためのキャスト性能です。スピニングでは味わえないタイトな感度に磨きを掛け、地形
や流れの変化を聞き分け、より濃密なフラットフィッシュゲームを楽しめます。また、ベイトリールの利点である太ラインでも損なわれ
る事のない飛距離とラインキャパシティにより、サーフの青物やオオニベなどのモンスターにも臆する事なく対応できます。
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ベイトリールの真価を引き出す超遠投性能で、深化したサーフゲームを展開できるロングレングスパワーモデル。

Price: 34,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.550mma.435mm Spinning Model

99ML フォーサーフ
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●ロッド全長: 2980mm （仕舞寸法: 1525mm）　●ロッド自重: 155g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT4000C～5000C / S:4000～5000 

10ftクラスに引けを取らない遠投性能を備えたブランクに、高い感度・操作性で地形や離岸流の情報収集能力を持った高汎用サー
フフィネスモデルです。ワーム＋ジグヘッドリグや9cmクラスの小型ミノー・シンペンに加え、12g前後の軽量バイブレーションの扱い
やすさに特化したティップとベリーを持ち、ハイプレッシャーな状況を繊細なアプローチで攻略できます。遠投して沖を探るのも良
し、手前の波打ち際を繊細に探るも良し。軽さと高いロッドバランスにより長時間の釣行も軽快に楽しむことが可能です。
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サーフゲームの可能性を広げるMLクラスで、繊細なルアー操作性能と遠投性能を融合したフィネスモデル。

Price: 32,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.540mma.435mm Spinning Model

105MH フォーサーフ
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●ロッド全長︓3180mm （仕舞寸法︓1630mm）　●ロッド自重︓192g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安・D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000

サーフでの遠投性能と軽量かつ振り抜けの良さを追求したスペシャルモデル。サーフやゴロタ浜において、50gまでのルアーを遠投す
るためのハイパワーロッドであり、キャスト時は粘り強いバットから絞り出す様なイメージでルアーを弾き出して遠投できます。平磯・
ゴロタ浜でのヒラスズキやマルスズキ、サーフ・波止でのライトショアジギングでの青物も視野に入れた、汎用度の高いマルチな一本
に仕上がってます。
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幅広いルアーを使いこなし、かつターゲットも選ばないパワーを持った長距離攻略のオールラウンダー。

Price: 34,000 円（税抜価格）
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Surf Casting
��������������

アーリー・フォーサーフは、サーフゲームのニーズに応えるべく開発したロングディ
スタンス攻略用モデルです。遠投性能に主軸を置いた設計に加え、軽量なブラン
クと軽快なキャストフィールはヘビーウェイトルアーを遠投する展開でも集中力を
途切れさせることなく、長時間振り続けることが可能です。
2021年より新たにフィネススタイルを追求する99ML、ロングディスタンスでの高
いレスポンスを手にできるベイトモデル105MMH/Bの2機種を追加し、サーフ
ゲームに更なる進化をもたらす充実のラインナップが揃いました。
アーリー・フォーサーフの持つ遠投性能＆高感度性能は、サーフでのミノー・メタ
ルジグ・ワームなどを使用したヒラメ・マゴチゲームだけでなく、磯やゴロタ浜で
のマルスズキ・ヒラスズキゲーム、また小型青物狙いにも対応可能なパワーも持
ち、宮崎のオオニベや北の海アメ・海サクラゲームにもオススメです。
サーフメインながら、遠投性能を求められるあらゆるゲームに対応する優れた汎
用性能こそが、アーリーフォーサーフの最大の魅力です。ブランクの基本性能を練
り上げ、ブレの無い振り抜け、しっかりと溜めることのできるパワー、高感度性能
を研ぎ澄ましたヤマガブランクスの求めるサーフゲームの答えを是非、広大な
フィールドで体感してください。

アーリー・フォーサーフ
サーフキャスティング・モデル / 全 5機種 
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推奨フィールド︓サーフ・ゴロタ浜・平磯・沖磯

推奨フィールド︓サーフ・ゴロタ浜・平磯・沖磯

推奨フィールド︓サーフ・ゴロタ浜・平磯・沖磯

推奨フィールド︓サーフ・平磯・ゴロタ浜・干潟・河川河口部

推奨フィールド︓サーフ・平磯・ゴロタ浜・干潟・河川河口部

シーバス
SEABASS

ヒラスズキ
HIRA

ヒラメ
マゴチFLAT

青物
BLUE

海サクラマス
海アメマスSAKURA

メタルジグ
EARLY
for Surf
Icons JIG-M

ジグミノー
JIG-HEAD

ジグヘッド
ミノー
＆バイブMINNOW

  & VIB

シンキング
ペンシル
(H表記はヘビー)

SINKING
H

SEABASSFLAT

FLAT

SAKURA JIG-HEAD
SINKING

SEABASSFLAT SAKURA JIG-HEAD
SINKING
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グリップ寸法 b.505mma.390mm Spinning Model

97MMH フォーシーバス
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●ロッド全長: 2925mm （仕舞寸法: 1500mm）　●ロッド自重: 156g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）
●適合リール目安 D:  LT4000C～5000C / S: 4000～C5000

小磯やゴロタ場などのハードなロケーション、太い流れの大河川や瀬戸において、ルアーを流れの圧に馴染ませながら探る展開に特
化したモデル。9cmクラスのミノーやシンペン使用時でも流れや潮圧の変化を的確に伝えてくれる繊細なティップと、秋の大型ベイト
に合わせた15cmクラスのミノーもストレスなく振り抜け、ウェイトの乗ったプリスポーンのランカーでも安心して寄せるトルクのある
バットパワーを持たせたモデルです。

������������������
流れの中からシーバスを引き出すゲームに特化したモデルで、コアなアプローチを駆使する展開に最適な一本。

Price: 33,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.505mma.390mm Spinning Model

93M フォーシーバス
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●ロッド全長: 2819mm （仕舞寸法: 1445mm）　●ロッド自重: 147g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D:  LT3000～4000C / S: 3000～4000

河川・干潟のウェーディング、港湾部や沖堤防など遠投性能を必要とするシチュエーションを得意とし、オールシーズンで活躍するマ
ルチシーバスモデルです。特に引き抵抗のある鉄板系バイブレーションの良好な操作レスポンスに代表される、巻きの釣りの軽快な
使用感は長時間にわたる巻き動作に対しての手首の負担を軽減し、集中力も維持できます。ヒット後はロッド全体で曲がりこみ、魚
をいなしながら寄せるファイト性能により、的確かつスピーディーなランディングを約束します。
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河川河口域から港湾部・沖堤防を広範囲で探りながら狙いを絞る能力に優れたマルチ・シーバスモデル。

Price: 32,500 円（税抜価格）
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グリップ寸法 b.520mma.395mm Bait Model

93MH/B フォーロック
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●ロッド全長: 2815mm （仕舞寸法: 1445mm）　●ロッド自重: 149g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: ACS17（Fuji）　

93MH/Bは繊細かつ柔軟なティップ～ベリーセクションを持たせており、テキサスリグでボトムを這わせ転がすような線の攻めや、ボ
トムシェイキングといった点の攻めなど自在におこなえます。ボトムでの丁寧な探りをやりやすく、低活性時の浅いバイトもヒットに持
ち込め、ベイトリールの巻きの強さを生かす強力なバットで一気に勝負をかけることができます。他にもスイミング系ルアーで広範囲
を手返し良く探って行くゲームや、シーバスゲームにも使用できるベイト・オールラウンダーモデルです。
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ベイトの利点である巻きの感度とトルクを重視し、ボトムの細かな誘いを得意とするテクニカルモデル。

Price: 33,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.525mma.420mm Spinning Model

104H フォーロック
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●ロッド全長: 3160mm （仕舞寸法: 1615mm）　●ロッド自重: 205g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 ・PE2号まで D: LT4000C～6000 / S: 4000～C5000
                        ・PE3号使用時 D: 3500～4000 / S: SW4000～6000

ロングレングス・ハイパワーモデルでありながら遠距離での感度にこだわったモデルです。ライトライン(1.0号)での使用を想定した
調子は柔軟さの中に芯があり、ライトライン使用時におけるヘビーウェイトリグのフルキャストやライン限界値までのドラグ設定が可
能。圧倒的な飛距離で、今まで未開だったエリアにも手が届きます。ワーム系はもちろん、スイムベイトやメタルジグ、14cm以上のミ
ノーまで使いこなし、大型ロックフィッシュや青物とも勝負できる強靭さも持っています。

��������������
剛柔併せ持つブランクにより、ハイパワーモデルでありながらキャスタビリティーと感度に優れた一本。

Price: 35,000 円（税抜価格）
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グリップ寸法 b.480mma.365mm Spinning Model

86MH フォーロック
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●ロッド全長: 2590mm （仕舞寸法: 1325mm）　●ロッド自重: 123g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT3000～4000C / S: C3000～4000

遠投性と操作性を高レベルでバランスさせたブランクは圧倒的な感度を持ち合わせ、ジグヘッドリグのスイミングアクションはもちろ
ん、テキサスリグでのボトムの感知能力にも優れています。適度な張りのあるベリーでアタリを感じ取り、ロックフィッシュを一気に根
から剥がすことができます。シャープで張りのあるブランクは、タチウオのワインドゲームからシーバスのジャーキングメソッドにも対
応可能です。

��������������
取り回し重視のレングスで、効率よくロックエリアを探索するためのハイレスポンスモデル。

Price: 31,000 円（税抜価格）
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Rock Fish Game
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アーリー・フォーロックシリーズは、ヤマガブランクスの考えるロックフィッシュ
ゲームとは？を追求したシリーズです。強さと軽さの両立はもちろんのこと、硬さ
ではなく、曲がりをレスポンス良く復元することで魚の走りを受け止め、一気に巻
き取りながら浮かすことを重要視したブランク設計を練り上げています。
適度な張りと繊細さを持たせたティップは、より明確に変化を感じ取る高感度性
能と共に、多様化するリグ・釣り方に対応していく為の汎用性を持たせました。
ロックフィッシュゲームは、現在も日々進化を続けています。日本各地のロック
フィッシュは、種類も習性も大きく違います。一括りにロックフィッシュと言えばボ
トムを叩くもの、という固定概念は通用しません。タックル、メソッドを試行錯誤
しながら、自由自在なスタイルであることこそが、この魅力的なターゲット達を追
いかける上での秘訣です。
アングラーの発想力を奪わないための、キャスト性能、ルアー操作性能、パワーを
ロックゲームにマッチするよう料理し、バランスを整えたヤマガブランクス渾身の
3機種です。

アーリー・フォーロック
ロックフィッシュモデル / 全 3機種 

Seabass Game
�����������������

私たちヤマガブランクスがシーバスロッドに求めるものは、キャスト時のリリース
ポイントの広さ、誰もが軽い力で楽に飛距離を出せるブランク設計、長時間にわ
たる釣行でも疲労を軽減させる軽さと感度、ヒット後の粘り強い曲がりによる高
い追従性がもたらすバラシ低減といった「基本性能」です。純国産・自社工場で
の生産によりその「基本性能」を一切の妥協を許さずに突詰め、さらに高いコス
トパフォーマンスまでをも追求したのがアーリー・フォーシーバスです。
主に河口域から干潟・瀬戸のウェーディング、ゴロタや磯のハードなフィールド、
港湾や沖堤防のシチュエーションに於いて、扱いやすいレングス設定と楽に飛距
離を稼げる遠投性能を重視したラインナップとなります。

アーリー・フォーシーバス
シーバスモデル / 全 2機種 
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シーバス
SEABASS

シーバス
SEABASS

タチウオ
ワインド

青物
3kg程度までBLUE

EARLY
for Rock
Icons

EARLY
for Seabass
Icons

JIG-HEAD
ジグヘッド ミノー

＆バイブMINNOW
  & VIB

バイブ
鉄板バイブVIB

ロックフィッシュ
TEXAS

テキサスリグ
TOP

トッププラグ

ランカーシーバス
ミノー
～140mm

~��� ミノー
～160mm

~��� 河川河口域
干潟などRIVER

港湾部
沖堤防など

海峡
潮流場STRAIT

SEABASS

SEABASS

SEABASSSEABASS

VIBBLUE

JIG-HEAD

JIG-HEAD

JIG-HEAD

MINNOW
  & VIB

MINNOW
  & VIB

MINNOW
  & VIB

TEXAS

TEXAS

TEXAS

TOP

~���

~���
ROCK

RIVER

RIVER STRAIT

推奨フィールド︓磯・港湾部・沖堤

推奨フィールド︓磯・沖磯・沖堤

推奨フィールド︓磯・沖磯・沖堤 推奨フィールド︓海峡・瀬戸・潮流場・河川・磯

推奨フィールド︓河川中～下流域・干潟・沖堤
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12 13※本ページに記載しておりますモデルは現在開発中であり、詳細スペックやデザインは変更になる場合があります。

アーリー・フォーボートは、近海のチヌ・シーバス・小型青物からフラットフィッ
シュ・ロックフィッシュのライトキャスティングゲームを楽しむために生まれたシ
リーズです。張りのあるレギュラーテーパー設定でシャープなキャスト・ハイレス
ポンスな操作性能に重点を置き、1投毎に「ストーリー性をもって魚に口を使わせ
る」をコンセプトとしたシリーズです。
港湾部でストラクチャーのピンポイント撃ち・穴撃ちから、オープンエリアと、シ
チュエーション問わずに刻 と々変化する沿岸オフショアの状況に対応できるよう
に設計されています。幅広いルアーを使いこなしつつ、ボートゲームで重要となる
意図した通りのキャスト～トレースコースを高精度で実現し、狙い通りのゲーム展
開で食わせた満足感を得ることができる「攻めのテクニカルモデル」。それが
アーリー・フォーボートで目指したものです。

グリップ寸法 b.400mma.285mm Spinning Model

68M フォーボート
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●ロッド全長: 2550mm （仕舞寸法: 1060mm）　●ロッド自重: 未計測
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2500～3000 / S: 2500～3000

チヌ・シーバスを始め、サゴシ等の小型青物を狙ったライトボートキャスティングゲームにおいて、シチュエーションを問わないオール
ラウンドモデルです。張りを持たせたレギュラーテーパーのブランク設定により、ストラクチャー撃ちでは小さなモーションでピンポ
イントを狙い撃ち、オープンウォーターでは安定した飛距離を稼げます。ミノーやシャッド、シンキングペンシルのジャーキングゲー
ム、ペンシルベイトのドッグウォークもハイレスポンスで対応。ファイト時には、まるでワンピースロッドの様にロッド全体で粘り強く
曲がる事でターゲットの走りに追従し、バラシの軽減は勿論、いなしながら楽に浮かせてくれるファイト性能を秘めています。
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ストラクチャーからオープンエリアと、沿岸域のあらゆるシチュエーションに対応するオールラウンドモデル。

Price: 価格未定
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推奨シチュエーション︓沿岸全域・港湾部ストラクチャー帯

推奨シチュエーション︓沿岸全域・岩礁帯のボトム
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グリップ寸法 b.450mma.325mm Bait Model

610MH/B フォーボート
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●ロッド全長: 2100mm （仕舞寸法: 1080mm）　●ロッド自重: 未計測
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: ACS17（Fuji）

ボートからのロックフィッシュゲームをメインに設定したコンセプトで、張りと感度でボトム形状の把握、ボトムバンプのアクションか
らフッキングまでの一連の流れを快適におこなえます。ファイト面では根から剥がす動作とリフトアップも高い復元力を持たせたバッ
トで快適にサポートします。また水深のあるエリアを攻略するためのメタル系ルアー・バイブレーションにディープダイバーミノーなど
の引き抵抗の大きいルアーを使用するサゴシゲーム、40～50ｇクラスのジョイントルアーや150㎜クラスのミノーを使用するシーバス
のサブサーフェイスゲームにもオススメできるマルチモデルです。
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高レスポンス性能を求められるボトムゲームや、プラグによるサーフェスゲームに対応するマルチレンジ攻略モデル。

Price: 価格未定
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グリップ寸法：プロトモデルにつき、未計測 Spinning Model

84ML/4pcs フォーモバイル
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●ロッド全長: 2545mm （仕舞寸法: 660mm）　●ロッド自重: 未定　　
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 4pcs（逆並継+グリップジョイント）　
●リールシート: VSS16（Fuji）　●適合リール目安: 未定

シーバスゲームをはじめ、クロダイのトップからワームゲーム等のライトミドルゲームを幅広く楽しむための高汎用モデル。しなやかな
ティップは小型のシンキングペンシルやミノー・ジグヘッド＋ワームの繊細な釣りに対応し、トップウォーターゲームではペンシルや
ポッパーをオートマチックに水に絡ませるブランク設計に仕上げてあります。電車でのアクセスや自転車でラン＆ガンスタイルの港湾
部や都市型河川のシーバス、旅先での気軽なミドルゲームを楽しめるロッドです。
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ゲームやシチュエーションを限定しない高い汎用性能を持ち、ソルトルアーの可能性を追求できる一本。

Price: 価格未定
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グリップ寸法：プロトモデルにつき、未計測 Spinning Model

76MMH/3pcs フォーモバイル
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●ロッド全長: 2310mm （仕舞寸法: 810mm）　●ロッド自重: 未計測
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 3pcs（逆並継+グリップジョイント）　
●リールシート: VSS16（Fuji）　●適合リール目安: 未定

ヘビールアーを使いこなし、不意の大物ともガチンコファイトが可能なモデル。ショア・オフショア、国内・海外問わずに旅の相棒とし
て活躍します。ボートシーバスのオープンウォーターでの遠投ゲームをはじめ、ライト青物キャスティングや南方でのリーフゲームまで
幅広いゲームに対応。食い込みの良いティップにパワーのあるバットを持たせていますので、使用するルアーやターゲットへの汎用
性が高く、国内の大物や海外のプレデターを視野に入れるアングラーにこそ使って欲しいモデルです。
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大物とのファイトを想定したパワーを有し、国内・海外のフィールドやターゲットをマルチに攻略可能。

Price: 価格未定
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グリップ寸法：プロトモデルにつき、未計測 Spinning Model

96MH/4pcs フォーモバイル
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●ロッド全長: 2920mm （仕舞寸法: 770mm）　●ロッド自重: 未計測
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 4pcs（逆並継+グリップジョイント）　
●リールシート: VSS16（Fuji）　●適合リール目安: 未定

操作性の高い張りのあるブランク設計で14cmクラス以上のミノーやヘビーバイブレーション、ブレード系ルアーを遠投し、広範囲を
探るゲームを得意とするモデルです。軽量ジグの操作感も良好なので、小型青物やフラットフィッシュまで楽しめます。キャストフィー
ルと遠投性能に徹底的にこだわっていますので、何が釣れるか絞りきれない遠征時には必携の一本です。マルチピースの新たな可能
性を実感できるスムーズな曲がりと強靭なパワーを持ち、ファイト時にはストレスなく大物とのやり取りを有利に展開可能です。
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様々なフィールドで扱いやすいレングス設定と軽快なキャストフィールによる遠投性能を持った広範囲攻略モデル。

Price: 価格未定

推奨フィールド︓磯・サーフ・港湾部・河川
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Multi Piece Mobile Series
���������������

アーリー・フォーモバイルは3～4ピースで構成されるマルチピース・モバイルロッ
ドシリーズです。携帯性と引き換えに失われる性能を認めず、２ピースロッドと同
等の使用感と優れた基本性能に徹底的にこだわりました。
ロッドの基本性能の高さこそがアングラーの釣りをサポートし、携帯性の高さに
よる本当の意味での汎用性の高さへと繋がります。制限された道具でいかに釣り
を成立できるか？ そこに着目し、フォーモバイルは他のEARLYシリーズには無い
コンセプトの3機種で構成されています。
コンパクトに持ち運べる利便性はバイクや自転車・電車による釣り場へのアクセス
をスマートかつストレスなくおこなえ、更に遠征釣行においてもバッグやトランク
に忍ばせるなど、多岐に渡るシチュエーションで活躍します。
性能面ではマルチピースとは思えない快適なキャスト・操作感はもちろん、シーム
レスに曲がり込みロッド全体で溜めを効かせた安心できるファイトが可能です。
基本性能を重視し、様々な状況に対応できる性能を求めたからこそ、携帯性能を
高める意義も際立つラインナップになっています。

新しいアーリーシリーズの展開は現在開発中のモデルもまだ控えています。まだ発
売日・詳細スペック等は未定ですが、更なる可能性を求めて鋭意開発中ですので、
こちらもご期待ください。
マイボート・カヤックや小型遊漁船用のフォーボート2機種、携帯性に優れるマル
チピース・パックロッドのフォーモバイル3機種全てにおいて、設計コンセプトは他
のカテゴリーと重複せずにオリジナルの性能を求めています。例えばフォーモバイ
ル3機種の使用感はフォーサーフ・フォーロック・フォーシーバスのラインナップと
は異なるフィーリングと使用感であり、単にマルチピースにした訳でなく、通常の２
ピースモデルと比較しても遜色ない性能を求めることにこだわりました。
開発状況等はHP・動画等にて随時お知らせいたします。

アーリー・フォーモバイル
マルチピース・モバイルモデル / 全 3機種 

Versatile boat Game
������������� アーリー・フォーボート

バーサタイル・ボートキャスティングモデル / 全 2機種 

アーリーシリーズ・開発中モデル（発売時期未定・2020年末現在）

シーバス
SEABASS

メタルジグ
EARLY
for Boat
Icons

バイブ
VIB

ロックフィッシュ ミノークロダイ
キチヌ SAWARA

サワラ
サゴシ PENCIL

ペンシルベイト
JOINT

ジョイントルアー
SPIN

スピンテール

SEABASS

SEABASS

VIBSAWARA PENCIL

PENCILJOINT

SPIN

SEABASS FLAT
SINKING

EARLY
for Mobile
Icons JIG-HEAD VIBPENCIL SPINBLUE

S

SEABASS

SEABASS

SEABASS FLAT

SINKING

SINKING

JIG-HEAD

VIB

PENCIL

PENCIL

SPIN

BLUE
S

BLUE
S

シーバス ヒラメ
マゴチ

メタルジグシンキング
ペンシル

ジグヘッド バイブロックフィッシュ ミノークロダイ
キチヌ

ペンシルベイト スピンテール小型青物3ピースモデル 4ピースモデル

推奨シチュエーション︓河川・港湾部など沿岸全域

推奨シチュエーション︓河川・港湾部・リーフ・海外フィールド・ボート
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ウェーディングゲームに最適なレングスで、9~14cmまでのミノーから重めのバイブレーションまで幅広いルアーを使いこなせる汎用
性の高さが魅力のミディアムクラスの一本。軽快な取り回しの中にNANOブランクによる強靭なバットパワーを持たせており、河川
ウェーディング時における強い流れの中でもランカークラスに主導権を渡さずに、流れから引き抜くことが可能です。

ミノーをメインとし、シンキングペンシルやバイブレーションを様々なシチュエーションで使いこなすためのマルチパーパスロッド。
シャープな取り回しと高感度性能により、リバーのナイトゲームでも流れの変化やショートバイトを確実に感じ取ります。高いセン
サー性能だけでなく、魚を寄せるパワーも併せ持ちます。河川河口域から干潟、サーフまで幅広いエリアを攻略できる一本です。

14cm前後の大型ミノーを中心にメタルジグ・シンキングペンシル・ヘビーバイブレーションなどの重たいルアーをロングキャストする
ゲームに適した一本です。メインフィールドはサーフや小磯周りなどの大場所で、逆風の中でもしっかりとヘビールアーを振りぬける
シャープなキャストフィールで確実な飛距離を約束します。使用感も軽快で連続のキャスト時にも集中力を維持できます。

平磯から小磯、荒磯まで、あらゆるシチュエーションのヒラスズキゲームに対応するモデル。ヒラスズキでは定番となる12~14cm
クラスのミノーはもちろん、小型のシンペンやバイブレーションの操作もセンシティブに行うことが可能です。10ft7inというレング
スに加え繊細なティップと、ベリーからバット部のシャープさを融合し、強風下でも振り抜きやすく、ピンポイントを狙い撃つこと
ができるキャスト性能が魅力の一本です。

推奨フィールド︓サーフ・小磯・河川河口

推奨フィールド︓河川下流～河口・港湾・サーフ・干潟

推奨フィールド︓サーフ・磯・大規模河川河口

推奨フィールド︓小磯～荒磯・沖磯

推奨フィールド︓荒磯・沖磯・離島

推奨フィールド︓小磯～荒磯・沖磯・サーフ

推奨フィールド︓磯・サーフ

推奨フィールド︓河口域・サーフ・干潟・磯

推奨フィールド︓河川全域（特に上～中流域の流速場）

バリスティック ヒラ 11MH TZ/NANO
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●ロッド全長: 3360mm （仕舞寸法: 1720mm）　●ロッド自重: 228g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT6000 / S: C5000
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ランカーヒラスズキを強引に寄せるバットパワーを持った、荒磯での過酷なファイトを制するハイパワーモデル。

Price: 61,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.555mma.420mm Spinning Model

バリスティック ヒラ 107MH TZ/NANO
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●ロッド全長: 3230mm （仕舞寸法: 1650mm）　●ロッド自重: 198g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000 
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ヒラスズキゲームに必要とされる性能を凝縮しつつ、逆風の中のピンポイントシューティング性能に特化。

Price: 59,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.555mma.420mm Spinning Model

バリスティック ヒラ 107M TZ/NANO
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●ロッド全長: 3230mm （仕舞寸法: 1650mm）　●ロッド自重: 196g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000 
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シャープなキャストフィールながら、軽量ルアーの高い操作性と柔軟さも併せ持つ高機動ヒラスズキモデル。

Price: 58,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.555mma.420mm Spinning Model

バリスティック 103MH NANO
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●ロッド全長: 3135mm （仕舞寸法: 1600mm）　●ロッド自重: 191g
●ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: ２pcs（印籠継）
●リールシート: ACS17（Fuji） 
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磯・サーフでのマル＆ヒラスズキを攻略するための遠投性能と操作性能を研ぎ澄ましたパワーベイトモデル。

Price: 50,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.520mma.405mm Bait Model

バリスティック 93M NANO
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●ロッド全長: 2830mm （仕舞寸法: 1445mm）　●ロッド自重: 159g
●ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: ２pcs（印籠継）
●リールシート: ACS17（Fuji） 
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河川・港湾部・サーフ・磯・ウェーディングとあらゆるシチュエーションに対応する高汎用ベイトモデル。

Price: 45,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.469mma.353mm Bait Model

バリスティック 810ML RC NANO
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●ロッド全長: 2695mm （仕舞寸法: 1375mm）　●ロッド自重: 134g
●ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: ２pcs（印籠継）
●リールシート: ACS16（Fuji） 
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河川上～中流域の複雑な流れを攻略するための性能を凝縮した攻めのテクニカルベイトモデル。

Price: 44,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.465mma.355mm Bait Model

バリスティック 102MH TZ/NANO

�����������　��������������

��	

●ロッド全長: 3110mm （仕舞寸法: 1590mm）　●ロッド自重: 177g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: VSS17（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT4000C～5000C / S: 4000~C5000 
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遠投性能に特化したロングレングスモデルで、波打ち際での強引なファイトにも対応するバットパワーを持つ。

Price: 58,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.500mma.385mm Spinning Model

バリスティック 96MMH TZ/NANO

�����������　��������������

��	

●ロッド全長: 2910mm （仕舞寸法: 1485mm）　●ロッド自重: 151g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: VSS17（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT3000~5000C / S: 4000～C5000 
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パワーモデルでありながら高バランスなブランクにより操作性とキャスタビリティーを高次元で融合。

Price: 56,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.470mma.355mm Spinning Model

バリスティック 94M TZ/NANO
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●ロッド全長: 2850mm （仕舞寸法: 1455mm）　●ロッド自重: 143g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT3000C～4000C / S: C3000~4000 
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高い遠投性能と低～高速のリトリーブスピードを使いこなせるティップを持った高感度モデル。

Price: 55,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.460mma.355mm Spinning Model

バリスティック 86M TZ/NANO
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●ロッド全長: 2605mm （仕舞寸法: 1330mm）　●ロッド自重: 122g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド＋トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT3000C~4000C / S: C3000~4000 
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シャープな使用感と取り回しの良さからくる高いルアー操作性を持ち、河川中～下流域まで幅広くカバーする。

Price: 53,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.450mma.350mm Spinning Model

広大なサーフや外洋に向いた磯でマルスズキを狙う為に開発されたクラス最強ロッドです。磯マルや大河川でのメーターオーバー狙
いにもオススメのパワーロッドで、平磯でのヒラスズキ、小型青物にも対応します。また、サーフにおける座布団ヒラメ狙いにも最適
なロッドになっており、サーフメインのアングラーには抜群の飛距離、軽快な振り抜けとパワーで強い味方になってくれるでしょう。

810MLリバーカスタム（RC）は、河川の中～上流域における流れの攻略とピンポイント撃ちに特化したスペシャルモデルです。適度
に弾力を持たせたブランクは小さなモーションでトラブルレスなキャストを可能にし、オーバーハングしたブッシュ下に滑り込ませる
ような高精度キャストも自在におこなえます。こだわったのはベリーからバットへのパワー移行バランスで、流れの中にルアーを通
し、魚を引き出すという一連の流れもスムーズにおこなえます。

河川河口部・港湾部でのプラッギング、サーフでのライトジギングも視野に入れた遠投モデル。練りこまれたブランクはミノーだけで
なくバイブ・シンペン・メタルジグ・ビッグミノーとあらゆるルアーを使いこなせ、かつ軽快に遠投可能。NANOブランクの持つ特性
により、弾きにくいティップと、サーフや磯の大物とも余裕で渡り合えるバットパワーを融合しました。

磯での使用をメインに想定したパワーベイトモデル。荒磯における逆風下でのヒラスズキ、瀬戸などの潮流場で狙う磯マルなどで
必要なパワーとファイトレスポンス、キャスタビリティーをブランクに詰め込みました。ライナーでのピンポイントキャスト、着水から
の立ち上がりスピード、高いリフト力、潮目や離岸流への送り込みなど、ベイトタックルの利点を存分に味わえます。磯だけでなく
サーフゲーム全般にもオススメです。

フック伸びとバラシを軽減し、スムーズなランディングへと導くミディアムクラスのブランクは、ランカークラスにも主導権を与えず、
より繊細なゲームを実現します。シリーズの特徴であるシャープなキャストフィールは変わらずに、ライトラインや軽いウェイトのル
アーをキャスト＆操作しやすく調整しました。平磯など動き回れる足場で機動力を生かしたゲーム展開にベストマッチです。

11MHはヒラスズキメインでありながら、5kgアップの青物も対等以上に勝負できるパワーも持たせました。繊細なプラグ操作性能も
持ちつつ、足場の高い荒磯や根の激しい場所でのファイトでも強引にヒラスズキの頭を向けることが可能です。冬の北向きの磯や沖
磯など、より厳しい状況下でのゲームや、速攻勝負を好む攻撃的ヒラスズキアングラーに捧げるテクニカル・パワーロッドです。

推奨フィールド︓河川全域・干潟
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Ballistick
1kg 静荷重比較

●→Ballistick Spinning（ロッドは赤で表示）
●→Ballistick Bait（ロッドは緑で表示）
●→Ballistick HIRA（ロッドは黒で表示）

HIRA107M

Bait103MH

Bait93M

102MH

96MMH94M
86M

Bait810ML RC

HIRA11MH

HIRA107MH

バリスティックシリーズに1kgの静荷重を
かけた状態での竿曲がり比較です。
シーバスメインモデルとしては86M・
Bait810ML-RC・94M・96MMH・Bait 
93Mとなり、河川から干潟、港湾部といっ
たフィールドをカバーします。サーフ・磯か
らのシーバス・ヒラメ狙いでは102MH・
Bait103MH、磯からのヒラスズキゲーム
用はHIRA 107M・HIRA 107MH・HIRA 
11MHとなります。
バリスティックは全体に張りの強いシャー
プな調子になり、遠投性能とピンポイント
を撃ち抜くアキュラシー性能に特化して
います。調子的にはあくまでレギュラーで
すが、ブランクにはナノアロイ®技術を採
用することで反発力を高め、広いリリース
ポイントで安定したキャストフィールを体
感できるモデルです。
ベイトシリーズ3機種は小さなモーション
で初速を上げやすいよう調整しています。
ベーシックは93Mとなり、磯・サーフで活
躍する103MH、河川上流から下流までカ
バーする810MLは流れの負荷の中での
ゲーム展開をメインに想定したリバーカス
タムモデルです。

Ballistick / Bending Curve / Load 1kg

※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。この比
較画像はロッドにリールをセットした状態でオモリを静かにぶら下げたも
のです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感は表現されま
せん。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。
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※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。この比
較画像はロッドにリールをセットした状態でオモリを静かにぶら下げたも
のです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感は表現されま
せん。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。

ブルースナイパー 106H プラグスペシャル
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●ロッド全長: 3215mm （仕舞寸法: 1650mm）　●ロッド自重: 325g
●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: DPS20（Fuji）　
●適合リール目安 D: 10000~14000 / S: 8000～14000
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大型プラグを水絡み良く操作しやすく、かつ大型青物の走りを受け止めて寄せるテクニカルパワーモデル。

Price: 53,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.710mma.500mm Spinning Model

ブルースナイパー 910H
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●ロッド全長: 3030mm （仕舞寸法: 1550mm）　●ロッド自重: 326g
●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: DPS20（Fuji）　
●適合リール目安 D: 10000~14000 / S: 8000～14000
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ヘビーウェイトジグを遠投し、かつスピーディなアクションを入力可能なハイスピード・パワーモデル。

Price: 51,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.710mma.500mm Spinning Model

ブルースナイパー 100MH

���
����

●ロッド全長: 3070mm （仕舞寸法: 1575mm）　●ロッド自重: 307g
●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: DPS20（Fuji）　
●適合リール目安 D: 8000 / S・D: 6000～10000
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ジグ・プラグをバランス良く1本で使いこなせ、近海から離島まで対応するオールラウンドモデル。

Price: 49,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.710mma.500mm Spinning Model

ブルースナイパー 97MMH
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●ロッド全長: 2950mm （仕舞寸法: 1515mm）　●ロッド自重: 296g
●ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: DPS20（Fuji）　
●適合リール目安 D: 4000～4500 / S・D: 6000～8000
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パワーモデルながら繊細なルアー操作性能を持ち、近海ショア青物ゲームの柱となるモデル。

Price: 48,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.710mma.500mm Spinning Model

ブルースナイパー 100M
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●ロッド全長: 3070mm （仕舞寸法: 1570mm）　●ロッド自重: 245g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 4000 / S: 6000～8000

������������������
高い汎用性能を軸に、中型青物を多彩に狙える高バランス設計のブランクが冴えるミディアムクラス。

Price: 46,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.635mma.480mm Spinniing Model

ブルースナイパー 96ML
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●ロッド全長: 2935mm （仕舞寸法: 1500mm）　●ロッド自重: 223g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 3000～3500 / S: 4000～6000
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軽快な操作感と取り回しの良さで港湾の小型～中型回遊魚をテクニカルに楽しめる。

Price: 44,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.635mma.480mm Spinniing Model

ブルースナイパー 103L プラグスペシャル
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●ロッド全長: 3135mm （仕舞寸法: 1600mm）　●ロッド自重: 240g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 3500～4000/ S: 4000～6000
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小型ベイトパターンを攻略するために幅広いルアー使用に対応し、溜める曲がりで魚の走りをいなして寄せる。

Price: 42,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.630mma.475mm Spinning Model 推奨ターゲット︓小型～中型青物 推奨フィールド︓防波堤・地磯・沖磯・サーフ
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	���������°しなやかでありながらブレを抑えたシャープなキャストフィールで小型ダイビングペンシルを快適に遠投でき、オートマチックかつ

軽快に操作可能なライトクラスモデル。また各種シーバスルアーも扱える高い汎用性能を併せ持ち、セレクティブな状況下で真価
を発揮する一本です。「柔よく剛を制す」―ヤマガブランクスの提案する新しいショア青物ライトクラスの性能を是非、体感してく
ださい。※バットパワーはMLクラス以上です。103Lは特殊なコンセプトにつき、ブランクにナノアロイ素材は使用しておりません。

40g程度のジグや10～14cmクラスのミノーをメインに、防波堤やサーフなど比較的足場の良いフィールドからワラサ・シオ・サワラ
などの小型青物を主体に狙うためのミディアムライトモデル。シーバスロッドの延長のような軽快で心地よいキャストフィールと操作
性はジグやミノーのみならず、シンペンやバイブなどバリエーション豊かなプラグの使用が可能。魚を掛ければ中型青物まではス
ムーズに寄せるバットパワーを併せ持ちます。

主に防波堤やテトラ帯、またはサーフにおいて3Kgクラスの青物を狙うためのパワーと軽さを備えたミディアムモデル。ややレギュラー
テーパーにデザインされたブランクは、プラグ全般、特にミノーやシンペン、小型のダイビングペンシルの操作を容易にし、レングスを
活かしたロングキャストで遠くのナブラ打ちから、高感度かつ繊細さを活かしたミノーゲーム等、幅を持たせた攻めのゲーム展開を得
意とします。

MクラスのティップにMHクラスのバットを融合させたチューンドモデル。繊細かつ柔軟に入り込むティップはジグ・プラグ共に軽快な
操作性能を実現します。特にジグにおいては9ft7inというレングスがアドバンテージとなり体力的負担を大幅に軽減します。3～5kg
クラスの青物をメインターゲットとしながらも、驚異的な復元力を持ったバットセクションは、5kgオーバーの魚と対峙する際におい
てもアングラーに安心感をもたらします。

4~5kgクラスの中型青物をターゲットとしたシリーズの中核モデル。ジグ、プラグを共に高次元で操るオールマイティモデルとして、
使い手を選ばないトータルバランスに長けた設定です。ジグであれば80～100g、プラグであれば60g前後が最も操作しやすいパ
ワー設定で、地磯から沖磯までをカバーします。操作性、パワー、汎用性のトータルバランスに長けたオールラウンドモデルです。

大物を誘い出すプラグ操作に特化したテクニカルパワーモデル。プラグの遠投性能と繊細なティップが相まり、足場の高い磯場でも
操作ミスを軽減します。NANOブランクによる強靭な粘りを持ったバットパワーは10kgクラスの大型青物とも対等な土俵で対峙する
ことが可能です。200ｍｍクラスのダイビングペンシルもストレスなくキャストでき、さらには130gまでのジグも操ることが可能。柔と
剛を兼ね備えた一本です。

シリーズ中で最も強い張りを持ったパワーモデル。ジグの操作を負担が少なく軽快に行えるようレングスとパワーをセッティング。
150gのジグでも軽快に振り抜くことが可能で、潮流の速いディープエリアや離島の良型ヒラマサやカンパチに対応できるよう、強靭
な反発力とNANOブランク特有の粘りを備えています。ジグとプラグ兼用でもいけますが、タックルを分けたいアングラーにもジグ専
用としてオススメのモデルです。

推奨ターゲット︓小型青物・フラットフィッシュ 推奨フィールド︓防波堤・地磯・サーフ

推奨ターゲット︓中型青物 推奨フィールド︓防波堤・地磯・沖磯・サーフ

推奨ターゲット︓中型青物 推奨フィールド︓防波堤・地磯・沖磯

推奨ターゲット︓中型青物 推奨フィールド︓防波堤・地磯・沖磯

推奨ターゲット︓中~大型青物 推奨フィールド︓地磯・沖磯

推奨ターゲット︓中~大型青物 推奨フィールド︓地磯・沖磯

BlueSniper Shore-Casting
3kg 静荷重比較

106H
910H

100MH

96ML

97MMH

103L

100M

●→ライトクラスコンセプト103L PSのみ赤で表示

ブルースナイパー・ショアキャスティング
シリーズ7機種に3kgの静荷重を掛けた曲
げ比較です。103Lはティップからベリー
にかけてしなやかに仕上がっており、軽量
プラグの操作・キャストに特化していま
す。バットパワーは96MLよりやや強く、
小型ルアーで攻略する青物ゲームにおい
て抜群のポテンシャルを発揮します。
97MMHは100MHと同等のバットパワー
を持ちながら、ベリーからティップを入り
込むように設定したセンシティブモデル
です。2kgでは97MMHが入り込みますが
3kgの荷重を掛けるとよりバットパワーは
近くなります。100Mに関しましてはMHク
ラスと比較して大きくパワーが落ちるわ
けではなく、曲がりがよりスローになり、
ロッド全体で受け止める設計です。910H
と106Hはバットパワーはほぼ同等で、
910Hがジグメイン、106Hがプラグメイン
（特にダイビングペンシル）の設定になっ
ています。特性としては910Hの方が張り
が強く、ファイト自体もレスポンス良くス
ピーディーに浮かせる設計です。対して
106Hはレングスの長さを生かして懐深く
受け止めて浮かせるモデルです。

BlueSniper Shore-Casting / Bending Curve / Load 3kg

Shore Plugging & Jigging
�����
���	 ブルースナイパー

ショア青物モデル / 全 7機種 

ブルースナイパーショアキャスティングシリーズは、磯や防波堤から青物を狙う
ために、様々なシチュエーションやスタイルを想定してラインナップを組み上げ
ました。シーバス用ルアーも使いこなす繊細さとパワーを融合したライトクラス
コンセプトモデルと、ナノアロイ®技術を採用したブランクによりシャープさと柔
軟さを融合したナノコンセプトモデルで構成しています。
ミノーやシンキングペンシル、軽量ジグから、200mmクラスのダイビングペンシ
ル、更に100gを超えるジグを軽快に扱えるクラスまで揃えた全7機種のライン
ナップで全国各フィールドのゲームパターンに対応します。
勝負どころの一瞬の判断が勝敗を分けるショアジギングにおいて、限界点での
判断を具現化するツールとして、このブルースナイパーシリーズは確かなポテン
シャルを発揮します。ショアでの価値ある一匹との出会いのために、正統な性能
を突き詰めたブルースナイパーを是非体感して下さい。
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ライトクラス
コンセプト

ナノコンセプト
ナノアロイ®技術
採用ブランク

プラグスペシャル
プラグ特化設計

シーバスルアー
使用可 メタルジグ ペンシルベイト

ダイペン・シンペン ポッパー 青物用ミノーBLUE SNIPER
Icons
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Light Game
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アジ・メバル・各種ロックフィッシュといった、いわゆるライ
トゲームのメインターゲットを狙う際に陥りやすい落とし穴
は「ルアーは小さいほど釣れる」という固定概念でしょう。
ルアーサイズを落とせば釣れるというシチュエーションは、
ごく限られた状況です。実際にはウェイトとボリュームの調
整による沈下スピードの変化だったり、リアクションを誘発
するアクション（もしくはポーズ）のタイミングの方が直接的
な釣果への影響があるように感じます。
そして、そういう複合的な選択肢を考えると、ライトゲームほ
どアングラーの考える余地の多いルアーゲームは無いでしょ
う。釣果に結びつくメソッドは無数にあり、一つのロッドと
リールで実行できる選択肢は膨大です。
ジグヘッドだけ考えてもその種類とワームの組み合わせは膨
大で、またプラグになるとリトリーブスピードも自在であり、
アングラー次第でメソッドの本質は変わっていきます。
アングラーの数だけ答えがあり、オリジナルな思考や狙い方
にこそ価値があるのです。なにしろ、答えは無数に用意され
ているのがライトゲームの本質なのですから。

グリップ寸法 b.335mma.270mm Spinning Model

ブルーカレント 610 プラグ クイックネス TZ/NANO
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●ロッド全長: 2100mm （仕舞寸法: 1075mm）　●ロッド自重: 64g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT1000～2000 / S: 1000～C2000 

水圧や水流の変化、プラグの動きを明確に感じつつ、プラグにメリハリあるトゥイッチングアクションをつけやすいようバランスを追求
したプラグモデルです。止めと食わせの間を演出しやすい適度にハリのあるティップが特徴で、ハリはありつつも魚の口切れを軽減す
るためにブランク全体の曲がりを調整しています。ミノーやシンペンのただ巻き時は、高感度なティップがアタリをすぐさま感じ取り、
ベリーで掛けることが可能です。微かな前アタリをも感じ、魚が触れただけで攻撃的に掛けに行くスペシャルチューンモデルです。

����������������������������
軽く触れるようなアタリさえも掛けにいく、攻撃的な繊細さを持ったプラッギング特化モデル。

Price: 38,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.340mma.275mm Spinning Model

ブルーカレント 73 プラグ シームレス TZ/NANO

���������������������������　
���������������

��

	���

●ロッド全長: 2220mm （仕舞寸法: 1135mm）　●ロッド自重: 67g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT1000～2000 / S: 1000～C2000 

シャープさとしなやかさを合わせ持つブランクで、プラグを明暗などで漂わせ魚の吸い込むようなバイトや、ついばみ系のバイトも弾
かず拾うことをコンセプトにしたモデル。フッキングからファイトまでスムーズに移行できる乗せ調子に仕上げました。アミパターンや
マイクロベイトパターン時に、マイクロプラグを使用しての漂わせるような超デッドスローリトリーブでもティップが追従して水圧・変化
を感じ取り、今まで拾うことのできなかった浅いバイトを絡めとるように拾うことが可能です。
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スローなプラグ操作時の感度と乗せ調子にこだわった、ナチュラルアピールを極めるためのプラッギングモデル。

Price: 39,000 円（税抜価格）

推奨フィールド︓港湾・磯・河口
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推奨ターゲット︓アジ・メバル

推奨フィールド︓港湾・磯・河口推奨ターゲット︓アジ・メバル

ジグヘッド
（～3g程度）

プラグ各種/トップ含む
（アクション重視）

シンペン/トップ含む
（ただ巻き） メタルジグ

BlueCurrent Plug Icons

Light Plugging
���������
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BlueCurrent TZ/NANOシリーズにアジ・メバル用の極小プラグ専用モデルが追
加リリースされます。
近年のプラグゲームの進化は著しく、より繊細さの必要なゲームとなっていく中
で、2g前後の極小プラグの使用に照準を合わせ、軽量なプラグの存在感がはっき
りと伝わり、水流・水圧の変化も手元に伝わる繊細なブランクに仕上げました。2
機種とも、ただのプラグ専用機というわけではなく、それぞれに研ぎ澄ます個性
を明確に分けたスペシャルモデルです。タイプは2種類で、極微細なアタリも見逃
さない掛け調子が「クイックネス」タイプ、スムーズなフッキングの乗せ調子が
「シームレス」タイプになります。
他のブルーカレントのジグヘッドモデルでもプラグは使用できますが、この2機種
はあくまでプラグをメインとしたゲームに主軸を置いたブランク設計であり、ジグ
単がサブルアーというコンセプトです。プラグにしか出来ないゲーム展開を求め、
ヤマガブランクスの追求する繊細なゲームを実践するためのスペシャルウェポン
として、ブルーカレント・プラグシリーズを体感してください。

ブルーカレント・プラグモデル
ライト・プラッギングゲーム / 全 2機種 
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ジグヘッド
（～3g程度）

ジグヘッド・ヘビー
（3g以上） シンカーキャロ フロートリグ プラグ各種/トップ含む

（アクション重視）
シンペン/トップ含む
（ただ巻き） メタルジグ   エギ

（2～3号）
BlueCurrent TN
Icons

ブルーカレントTZ/NANOはヤマガブランクスの持つライトゲームロッドのノウハ
ウを詰め込んだフラッグシップモデルです。ブランクに使用したナノアロイ®技術
のカーボンプリプレグ、また軽量かつ新次元の糸抜けを持つトルザイトリングガイ
ドを採用。軽快かつ高感度を研ぎ澄ました使用感、シャープでブレの無いキャス
トフィール、そして曲がることで発動するパワーの融合を実現しました。
アジ・メバルのジグ単メインで極小プラグも使いこなすJighead-Special、小型メ
タルジグの使用に特化したJig-Special、流れの中でプラグをメインとしたマルチ
モデルStream-Special、ロングレングスを生かしたフレキシブルで自在なゲーム
展開が可能なFlex、そして「なんでも」ロッドでありながら研ぎ澄ました性能を
持ったパワーモデルAll-Rangeと、様々なシチュエーションや魚種を攻略できるラ
インナップを揃えました。
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グリップ寸法

グリップ寸法

グリップ寸法

b.330mma.265mm

Light Game Category

b.350mma.290mm

b.335mma.270mm

グリップ寸法 b.390mma.325mm
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グリップ寸法 b.330mma.265mm

グリップ寸法 b.400mma.335mm

グリップ寸法 Spinning Model

Spinning Model

Spinning Model

Spinning Model

Spinning Model

Spinning Model

Spinning Model

b.275mma.205mm

ブルーカレント 85 TZ/NANO オールレンジ

推奨ターゲット︓なんでも 推奨フィールド︓どこでも
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●ロッド全長: 2570mm （仕舞寸法: 1315mm）　●ロッド自重: 80g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2000～2500 / S: 2000～2500 

グリップ寸法

水面から中層、ボトムまで、あらゆるレンジをライトラインで攻略するための超高感度＆パワーロッド。ナチュラルな高感度性能と驚異
のリフトパワーを実現し、ファイト時の感度も良好です。ハタ系のロックフィッシュから、チヌ＆シーバス、メバル＆アジ、更にはエギン
グまで楽しめます。使い方はあなた次第のオールレンジ攻略モデルです。
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b.375mma.310mm

目指したのはブランク性能を極めた「なんでも」ロッド。ライトラインだからこそ広がる可能性を求める一本。

Price: 45,000 円（税抜価格）

ブルーカレント 62 TZ/NANO ジグヘッドスペシャル

推奨ターゲット︓アジ・メバル 推奨フィールド︓港湾部

推奨ターゲット︓アジ・メバル 推奨フィールド︓港湾部

推奨ターゲット︓アジ・メバル 推奨フィールド︓港湾部
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●ロッド全長: 1880mm （仕舞寸法: 965mm）　●ロッド自重: 53g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT1000～2000 / S: 1000～C2000

62TZ/NANOはルアー操作にこだわったシャープなキレとスムーズな曲がり移行を持つブランクが特徴のモデルです。ファイト時には
曲がりとタメで魚をコントロールしやすく、またコンパクトなフォームでキャストできるため、テトラなど足場の悪い場所でも使用感は
良好です。ジグヘッド、プラグ共に心地良く操作でき、フォール時の潮圧、前アタリも感じ取れる繊細かつマイルドな高感度性能を研
ぎ澄ましています。

�������������������
	����
精度の高いルアー操作と小型ルアーの高いキャスタビリティー。ジグ単・極小プラグでの自在な食わせを実現。

Price: 35,000 円（税抜価格）

ブルーカレント 67 TZ/NANO ジグヘッドスペシャル

●ロッド全長: 2020mm （仕舞寸法: 1035mm）　●ロッド自重: 61g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT1000～2000 / S: 1000～C2000

ジグヘッド単体の繊細な攻略において、感度・食い込み・曲がりの設定にこだわり、ブランクを練り上げたモデルです。マイルドな使用
感と相反する感度の高さを融合した新感覚に加え、ジグ単モデルとしてブレの少ないシャープなキャストフィールも追求しました。掛け
た後のスムーズな追従性と粘りは、小型のアジ・メバルも存分に楽しめつつ、良型クラスもスムーズなベンドカーブで対応可能です。
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ジグ単使用のあらゆるシチュエーションをカバーするキャスト性能と操作性を持ったシリーズの基本となるモデル。

Price: 37,000 円（税抜価格）

Spinning Model 推奨ターゲット︓小型回遊魚・ロックフィッシュ・アジ・メバル 推奨フィールド︓港湾部・小磯

ブルーカレント 72 TZ/NANO ジグスペシャル
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●ロッド全長: 2185mm （仕舞寸法: 1125mm）　●ロッド自重: 70g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2000~2500C / S: 2000～C2500

適度な張りを持ったティップにより、マイクロジグから15ｇまでの幅広いジグを使いこなすことが可能なメタルジグ専用モデルです。
新次元の操作感と高感度を実現し、手にするとピンと張りを感じますが、ファイト時には魚をスムーズに浮かせる驚異の粘り腰の強さ
を見せます。各種回遊魚からロックフィッシュまで幅広く狙っていける攻めのモデルに仕上がっています。
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小型メタルジグのクイックなアクションに対応したブランクを生かし、ハイスピードな展開を得意とするモデル。

Price: 38,000 円（税抜価格）

ブルーカレント 71 TZ/NANO ジグヘッドスペシャル
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●ロッド全長: 2175mm （仕舞寸法: 1115mm）　●ロッド自重: 63g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT1000～2000 / S: 1000～C2000

ブルーカレントＪＨ-ＳＰの中でも使用感としては最も胴調子の設定であり、ジグヘッド単体をメインに小型プラグ・軽量リグの巻き物
のみに特化したモデルです。アクション重視ではなく、より巻きの感度を重視した調子で、流れの強弱や前アタリなどの繊細な変化を
感じ取る能力に優れます。ヒット後はロッド全体で曲がりながら追従し、ライトゲームの醍醐味を存分に味わえる「曲げて獲る」ヤマ
ガブランクスの真骨頂モデルです。
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巻きの感度と操作性を高め、キレのある柔軟性を実現した高汎用モデル。

Price: 38,000 円（税抜価格）

ブルーカレント 83 TZ/NANO フレックス

推奨ターゲット︓アジ・メバル・シーバス・クロダイ 推奨フィールド︓港湾部・テトラ帯・磯
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●ロッド全長: 2520mm （仕舞寸法: 1290mm）　●ロッド自重: 73g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2000~2500C / S: 2000～C2500 

繊細な使用感は小型軽量プラグの細やかな操作を可能にし、多彩なルアーで遠距離を繊細に攻略するシーンで活躍します。魚の
突っ込みにフレキシブルに対応し、曲げ込んで浮かす・止める性能により、テトラ帯などファイトが厳しいフィールドでもアングラー側
に大きなアドバンテージを与えてくれるでしょう。
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ロングレングスながら軽快な操作感、キレと柔軟さを融合したブランクで多彩なゲームに対応する。

Price: 42,000 円（税抜価格）

ブルーカレント 77 TZ/NANO ストリームスペシャル

推奨ターゲット︓アジ・メバル・シーバス・クロダイ 推奨フィールド︓河川・港湾部
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●ロッド全長: 2310mm （仕舞寸法: 1190mm）　●ロッド自重: 74g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2000~2500C / S: 2000～C2500 

負荷のかかる流れの中でもロッドの反発力を失わずにミノーをトゥイッチしやすく、高い感度と操作性を維持することに成功したスペ
シャルシチュエーションモデルです。使用ルアーの範囲も広く、アジ・メバルの潮流場での流し釣りから、河川シーバスのプラッギン
グ、トップチニングなどにもベストマッチです。繊細に様々な多魚種を狙うゲームに真価を発揮する一本です。
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プラグの連続アクションに特化し、流れの中でも自在に食わせの間を演出できるテクニカルモデル。

Price: 39,000 円（税抜価格）

ブルーカレント 93 TZ/NANO オールレンジ

推奨ターゲット︓なんでも 推奨フィールド︓どこでも
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●ロッド全長: 2825mm （仕舞寸法: 1440mm）　●ロッド自重: 90g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2500C~2500 / S: 2500～C3000 

85TZ/NANOのパワーアップ＆ロングディスタンス攻略用チューンモデルです。繊細かつ遠距離での感度、高い操作性を持ちつつ、
硬すぎないティップ、遠投に必要なパワーを作り出すハイパワーバットとの絶妙なバランスを徹底的に追求しました。フィールド対応
力の向上により、スキルとアイディア次第で更なる攻略の幅を広げてくれる一本に仕上がりました。
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85 オールレンジの「なんでも」コンセプトはそのままに、より広範囲を探るためのロングレングスモデル。

Price: 47,000 円（税抜価格）
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ブルーカレント TZ NANO / ライトゲームモデル / 全 8機種 
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推奨ターゲット︓アジ・メバル・クロダイ・シーバス・ロックフィッシュ・他なんでも
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研ぎ澄ましたシャープなキャストフィールで驚異の飛距離を稼ぎ出し、軽快な使用感と共に感度にも磨きをかけたロングレングス
モデルです。沖の藻場、潮流場において微細な変化を感じ取りつつ、良型アジ・メバルの走りを受け止めてスムーズに寄せる懐の
深さを併せ持ちます。フロートリグ、各種リグ以外にもプラッギングゲームや、20g迄のジグヘッドをスイミングさせて狙うロック
フィッシュゲームまでカバーするパワーフィネスモデルです。

ジグヘッドを遠投し、ディープまたは潮流の速いエリアの攻略において軽量ジグヘッドの挙動を明確に把握する事ができるロング
レングスモデル。フォールで誘う際の水噛みや潮流の変化等、激流域でも水中の情報を的確に逐一伝えるので、釣果に直結する
「遠投性能」と「高感度性能」を併せ持ちます。ジグ単、キャロなど遠投領域をカバーしながら、その距離を感じさせないダイレク
トな操作感と感度が魅力の1本です。

アジ・メバル用のプラグからシーバス・クロダイ用のプラグまで、幅広く使用できるようにデザインされたプラッギングモデル。トップ
プラグの細やかな操作、ミノーのトゥイッチング、シンペンのただ巻きなど、様々なテクニックを意図した通り行えるよう、ティップと
ベリーに適度な張りを持たせています。流れの中でも保たれる高感度性能と、シームレスにアクションを繋いでいく事ができるよう
に調整してあります。

多彩なリグを駆使するための性能を凝縮したシリーズの中核を成すオールラウンドモデル。74というレングスを感じさせない取り
回しの良さ、10mを超える水深でも損なわれない高感度性能でテクニカルにターゲットを誘い出します。キャスト時のブレが抑え
られ収束スピードの上がったシャープなブランクながら、ヒット後はロッド全体でしっかりと追従し、「曲げて獲る」醍醐味を際立
たせたBLCⅢのスタンダードモデルと呼ぶに相応しい1本です。

S/P

JH

PLG

携行性を考慮した2ピース仕様で、1ｇ以下のジグヘッドを使用し緩い潮流をフォールさせた際にも、その水噛み具合と挙動を明確に
伝え、水中の状況把握能力はシリーズ随一の、近距離戦に特化した高感度モデル。潮の重みを感じにくいような状況でも、ラインと
ジグヘッドの重さをしっかりと感じながら、魚に違和感を与えずに「乗せ」、豆アジや渓流でのトラウトもしっかりと曲げて獲る事が
できるしなやかさと繊細さを併せ持ちます。

推奨ターゲット︓アジ・メバル・他なんでも 推奨フィールド︓港湾・磯・河口・サーフ

推奨ターゲット︓チヌ・メバル・シーバス・アジ 推奨フィールド︓河川・港湾・磯

推奨ターゲット︓アジ・メバル・他なんでも 推奨フィールド︓港湾・磯・河口・サーフ

推奨フィールド︓港湾・磯・河口・サーフなど

Light Game Category
������������III ブルーカレントⅢ

ライトゲームモデル / 全 11機種 

ブルーカレントⅢで目指した進化は、より投げやすくするためのリリースポイント
の広さ、テンション抜けを防ぐシームレスな曲がり、そしてアングラーの手の延長
となるためのレスポンス速度の向上です。
ヤマガブランクスのライトゲームの本流として受け継がれるシリーズですが、Ⅲは
単なるモデルチェンジを意味するものではなく、初代から続くブルーカレントの
設計が第3世代に入ったということのナンバリングです。設計・素材・コンセプト
を新しくしつつ、進化するライトゲームを体現するベーシックシリーズとして、コス
トパフォーマンスにも徹底的にこだわっています。
ラインナップはスピニング8機種とベイト3機種に細分化し、「使いやすさ」こそ
が最高の性能である、というヤマガブランクス普遍のスピリットを具現化した最
高傑作です。是非ヤマガブランクスのスピリットをご体感ください。

ジグヘッド
（～3g程度）

ジグヘッド・ヘビー
（3g以上） シンカーキャロ フロートリグ プラグ各種/トップ含む

（アクション重視）
シンペン/トップ含む
（ただ巻き） メタルジグBlueCurrent

Icons CARO
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ブルーカレントⅢ 74
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●ロッド全長: 2235mm （仕舞寸法: 1145mm）　●ロッド自重: 71g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT1000～2500C / S: 1000～2500 

Ⅲ��
ほぼ全てのライトゲームメソッドとシチュエーションをカバーするオールラウンドモデル。

Price: 24,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.345mma.280mm Spinning Model

ブルーカレントⅢ 76 ストリーム
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●ロッド全長: 2290mm （仕舞寸法: 1175mm）　●ロッド自重: 81g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2000～2500C / S: 2000～2500

Ⅲ����������
 「流れ」の中に潜むターゲットを誘い出す為の、プラッギングゲームに特化したスペシャライズドモデル。

Price: 26,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.355mma.290mm Spinning Model

ブルーカレントⅢ 711
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●ロッド全長: 2425mm （仕舞寸法: 1245mm）　●ロッド自重: 81g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT1000～2500C / S: 1000～2500

Ⅲ���
シャープなキャストフィールで軽量ジグヘッド単体の遠投をコンセプトとするロングレングスモデル。

Price: 26,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.365mma.300mm Spinning Model

ブルーカレントⅢ 82

���
����

●ロッド全長: 2495mm （仕舞寸法: 1280mm）　●ロッド自重: 83g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2000~2500C / S: 2000～2500

Ⅲ��
フロート・キャロ・ジグを遠距離で繊細に操作可能なロングディスタンスモデル。

Price: 28,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.390mma.325mm Spinning Model

ブルーカレントⅢ 53
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●ロッド全長: 1610mm （仕舞寸法: 835mm）　●ロッド自重: 53g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT1000～2000 / S: 500～C2000 

Ⅲ�
アンダー1ｇの繊細なジグ単戦で発揮されるポテンシャル。近距離専用の高感度ショートレングス 2ピースモデル。

Price: 22,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.225mma.160mm Spinning Model

ブルーカレントⅢ 510
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●ロッド全長: 1775mm （仕舞寸法: 915mm）　●ロッド自重: 56g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT1000～2000 / S: 500～C2000

Ⅲ��
1ｇ前後のジグヘッドを意のままに操り、近距離戦で「掛け」に行く為のショートレングスモデル。

Price: 22,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.275mma.210mm Spinning Model

ブルーカレントⅢ 63
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●ロッド全長: 1910mm （仕舞寸法: 985mm）　●ロッド自重: 59g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT1000～2000 / S: 500～C2000

Ⅲ��
ショートレングスを生かし、メイン 0.5ｇ～ 3ｇという幅広いウェイトレンジをカバーするセンシティブモデル。

Price: 23,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.285mma.220mm Spinning Model

ブルーカレントⅢ 69
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●ロッド全長: 2070mm （仕舞寸法: 1065mm）　●ロッド自重: 66g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT1000～2000 / S: 1000～C2000

Ⅲ�

ジグヘッド単体とプラグで「獲る」為の性能を研ぎ澄ましたバーサタイル・テクニカルモデル。

Price: 23,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.330mma.265mm Spinning Model

推奨ターゲット︓アジ・メバル・トラウト 推奨フィールド︓港湾・渓流

����������������
�	����������
���������	�	��	�����・��������

����������������
�	�����������
���������	�	��	�����・��������

��������������
�	��������������������
���������	�	��	�����・��������

��������������
�	������������������
���������	�	��	�����・��������

�����������	��
��
�	�����������	���������������
���������	���	�����・��������

����������������
�	����������������
���������	���	��

�����������	��
��
����	��� �������	�������	�������	�������������
���������	���	���

�������������������������　
���������	���	��

S/P JHPLG JIGFLOAT CARO
H

FLOATS/P

JH

PLG CARO

S/PPLG JIG

JH

S/P

JH

PLG JIG CARO

S/P

JH

PLG JIG

0.5ｇ～1.5ｇジグヘッド単体操作のレスポンスに照準を合わせたショートレングスモデル。53よりもやや張りを持たせたブランクは、
強風時や極小ジグヘッド使用時など、アングラーにとって不利な状況下でもシャープに振り抜ける高いキャスト性能を持ち、水中の
僅かな状況変化やアジのショートバイトを察知する高感度性能を備えた近距離専用の「掛け」に行く事が出来るテクニカルショート
レングスモデルです。

S/P

JH

PLG JIG

実用的な0.5g～3gという幅広いウェイトレンジのジグヘッドで抜群の飛距離を弾き出しながらも、腕の延長の様な操作感で
ターゲットとの距離を縮めるショートレングスモデル。「掛け」と「乗せ」の融合を求め入念に調子を整えたブランクは、ジグヘッ
ドの繊細なアクションで誘ったり、フォールで攻める場合にも微細なアタリや前アタリ、潮圧まで感じ取り、魚に違和感を与えず
食わせに持ち込みます。

S/P

JH

PLG

ジグヘッドとプラグを意図した通りダイレクトな感覚で操作する為に、ベリーの調子を入念に調整した攻めのJH＆Plugモデルです。
ジグ単使用時においては繊細なティップがターゲットに違和感を与えずバイトに持ち込み、適度な張りを持たせたベリーがシャープ
なルアー操作感を生み出します。プラグ使用時にはデッドスローで誘いながら水中の状況を明確に感じ取り、かつ移動距離の少ない
アクション入力で誘えます。

推奨ターゲット︓アジ・メバル・各種トラウト 推奨フィールド︓港湾・渓流

推奨ターゲット︓アジ・メバル 推奨フィールド︓港湾

推奨ターゲット︓メバル・アジ・メッキ・カマス 推奨フィールド︓港湾
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食い渋るアジとの距離感をグッと縮める高感度性能を備えた近距離専用ベイトフィネスモデル。アンダー1ｇの軽量ウェイト使用時も、
ブランクに重みを乗せた心地良いキャストフィールで近距離戦における十分な飛距離を得る事が可能です。またテンションフォール
で姿勢が保たれた状態のジグヘッドを送り込んでレンジを探れます。その他には渓流トラウトでのミノートゥイッチング操作にも優
れ、シリーズ随一の操作性能を持ったショートレングスとベイトタックルの利点を融合した一本です。

ブルーカレントⅢ 53/B
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●ロッド全長: 1610mm （仕舞寸法: 835mm）　●ロッド自重: 67g
●ガイド: SiC-SステンフレームK+バットガイドのみSiC-SチタンRVガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: PMTS17（Fuji）　
●適合リール目安: フィネス用ベイトリール

Ⅲ����
軽量ジグヘッドをも巧みに操る、近距離専用ベイトフィネスモデル。

Price: 23,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.305mma.200mm Bait Model

ブルーカレントⅢ 69/B
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●ロッド全長: 2070mm （仕舞寸法: 1065mm）　●ロッド自重: 77g
●ガイド: SiC-SステンフレームK+バットガイドのみSiC-SチタンRVガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: PMTS17（Fuji）　
●適合リール目安: フィネス用ベイトリール

Ⅲ����
ジグヘッド＆プラグを使いこなし、巻きの感度とダイレクトな操作感で攻略するテクニカルベイトモデル。

Price: 24,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.360mma.255mm Bait Model

ブルーカレントⅢ 82/B
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●ロッド全長: 2495mm （仕舞寸法: 1280mm）　●ロッド自重: 93g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: PMTS17（Fuji）　
●適合リール目安: フィネス用ベイトリール 

Ⅲ����
抜群のキャストフィールで圧倒的な飛距離を弾き出すロングレングスベイトモデル。

Price: 29,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.425mma.320mm Bait Model

推奨ターゲット︓アジ・メバル・各種トラウト・ハゼ 推奨フィールド︓港湾・渓流

推奨ターゲット︓アジ・メバル・ロックフィッシュ・クロダイ・シーバス 推奨フィールド︓港湾・磯・河口・サーフなど

����������������
�	����������
���������	���	�����・��������

��������������
�	�������������������������
���������	���	�����・��������

�����������	��
��
����	��� �������	�������	�������	�������������
���������	���	�����・������	���

ジグ単・小型プラグを意図した通りにキャスト、操作する事が可能なベイトシリーズのスタンダードモデル。しなやかで繊細な
ティップと、程よく張りを持たせたベリーによって、フォールでのアタリを逃さず拾う事は勿論、ライトワインドでも軽快にレスポン
ス良く操作する事ができます。クイックなアクションも巻きの釣りでも高い感度を保ち、「掛け」に行く楽しみを存分に味わえる、ベ
イトシリーズの中核をなすモデルです。

7ft半ば程度の操作感を持ち、軽快なキャストフィールで抜群の飛距離を稼ぎ出すロングレングスモデル。アングラーの意図した通り
の細やかなルアー操作を可能にし、繊細なティップを備えながら、テトラ帯や根の荒いエリアに於ける良型の走りに対しても魚の走り
を止めて浮かすバツンと残るバットを持ちます。アジ・メバルだけでなくロックフィッシュのボトムゲームまでカバーし、広範囲を誘っ
て食わす性能に特化したベイトモデルです。

推奨ターゲット︓アジ・メバル 推奨フィールド︓港湾・小磯
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新世代ブルーカレントⅢシリーズ（SiC-S・ステンガイドシリーズ）に250gの静荷重を
掛けた竿曲がり比較です。最新の設計により、キャストフィール・操作性の向上を図り
ながら、高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
参考にブルーカレント67TZ/NANO JH-Specialと85TZ/NANO-All-Rangeの竿曲が
りも表示しています。711と76Streamの違いを明確にするために76Streamは青緑
色で表示しています。オレンジで表示しておりますベイトモデル3機種はスピニングと
同ブランクですが、比較起点はスピニングはリールフット、ベイトはトリガーにしてお
り、またグリップ・ガイド仕様の違いにより曲がり比較では差異が生じています。

ブルーカレントTZ/NANOシリーズに250gの静荷重を掛けた竿曲がり比較です。比較
のためにブルーカレントⅢシリーズで最もライトな53と最もパワーのある82を表示し
ています。TZ/NANOシリーズはカテゴリー別に色分けして表示しています。
ブルーカレントTZ/NANOシリーズはスムーズな曲がりと高反発で得られるキャスト
フィールとパワー、瞬間的に負荷に対して追従するブランク性能により得られる「途
切れない」高感度が大きな特徴です。

基本ラインナップはジグヘッド単体をメインに想定した
JHスペシャルになり、他は更に様々なルアーを多角的に使
える汎用性能を持ちつつ、エリアによる地域やターゲット
による特性を攻略するモデルを揃えました。
2021年に追加発売される610Plugと73PlugはTZ/NANO
仕様であると同時に、全く新しいコンセプトモデルです。
アジ・メバルでプラグメインのゲーム用であり、ジグ単の
使用はサブという位置づけの設計になっています。
特に掛け調子の610Plugは魚が触れるだけで掛けにいく
調子であり、ジグ単の吸い込み重視のバイトは弾きやすい
傾向にあります。ここまで極端な設定はブルーカレントシ
リーズでは異色ですが、そうでなければ獲れない状況があ
るのも事実であり、ブルーカレントをお持ちの方ほど、真
価を実感していただけるでしょう。

ブルーカレントⅢのラインナップは53から82までは順当
にパワーを上げ ていく感じで構 成されていますが、
76Streamのみ特別な調子になっています。76Streamは
メインコンセプトが流れの中でのプラッギングであり、プ
ラグの連続アクション時にレスポンスが高い操作がしや
すいように設計されています。
76Streamを除く全ての機種は、基本的にジグ単・キャ
ロ・プラグ・ジグをバランス良く扱える汎用性能を求めた
設計になっており、使用ウェイト設定以内であればアング
ラーの意思で自由に使えるシリーズです。
ベイトモデル3機種に関してはジグ単の使用もオススメで
すが、1gを切るものはスピニングモデルに分があります。
ベイトモデルは巻きやフォーリング時の感度を高めたい
アングラーにオススメであり、また渓流のベイトフィネス
ゲームにも高いパフォーマンスを発揮します。

BlueCurrent Ⅲ Spinning & Bait Model  Bending Curve / Load 250g

BlueCurrent TZ NANO Bending Curve / Load 250g

BlueCurrent Ⅲ  
250g 静荷重比較

BlueCurrent TZ/NANO  
250g 静荷重比較

●→BlueCurrent Ⅲ （ロッドは黒で表示）
●→BlueCurrent Ⅲ 76Stream（ロッドは青緑で表示）
●→BlueCurrent Ⅲ Bait Model（ロッドはオレンジで表示）

比較参考モデル
●→BlueCurrent 67TZ/NANO All-Range（ロッドはグレーで表示）
●→BlueCurrent 85TZ/NANO All-Range（ロッドはマゼンダで表示）

●→BlueCurrent Plug（ロッドはオレンジで表示）
●→BlueCurrent TZ/NANO JH-Special（ロッドは黒で表示）
●→BlueCurrent TZ/NANO Stream&JIG Special（ロッドは青で表示）
●→BlueCurrent TZ/NANO Flex（ロッドは黃で表示）
●→BlueCurrent TZ/NANO All-Range（ロッドはマゼンダで表示）

比較参考モデル
●→BlueCurrent Ⅲ 53 & 82（ロッドはスカイブルーで表示）

※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。この
比較画像はロッドにリールをセットした状態でオモリを静かにぶら下げ
たものです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感は表現さ
れません。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。

82

71174

696351053

53/B

69/B

82/B

76Stream

85TZ/NANO
All-Range

610 Plug

73 Plug

67TZ/NANO

Ⅲ82
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古くは地方で盛んであったアオリイカを狙う「イカ曳き」がエ
ギングとなり、更にショアで届かない沖のアオリイカを求め
てティップラン・エギングが生まれました。
ヤリイカに代表されるツツイカ類を狙うスッテの釣りも歴史
は古いですが、それが今ではイカメタルとして進化し、さらな
る潮流場を攻略するためにオモリグというスタイルも地方か
ら全国区へと定着しました。
そして、これらのイカ釣りの組立て方やタックルの細分化な
どは、ルアーゲーム的な思考を取り入れたからこそ、広く受け
入れられ、進化してきたのは間違いない事実でしょう。
本来、エギング・イカメタルといった釣りはイカが年魚ゆえに
シーズンオフがあるものでした。しかし現在ではショア・オ
フショア、アオリイカ・ツツイカとゲームスタイルを変えてい
けば、一年を通してイカで楽しめるようになっています。共通
してタックルに求められるのは、感度とエギ・スッテの操作
性能。イカを通年で追えば、道具と共にセンサーと化した自
分の感覚が研ぎ澄まされていき、見えない世界が見えてくる
ようになる。そうなれば、もう後戻りはできません。

BC610PLG

BC73PLG

ブルーカレントシリーズの特性比較表です。硬さ・
張りに関しては個人の感覚によって大きく変わる部
分でもありますが、使用感とキャストフィール、ファ
イト時の浮かせのスピード等を総合的に視覚化して
います。強さに関しましては使用ラインの強度とメ
インターゲットの大きさをイメージしたものです
が、この表がロッドの強度限界を表したものではあ
りません。最もライトなブルーカレント53であって
も尺アジを十分に狙えるパワーを持っています。
この特性比較表は、あくまで目安として参考にして
ください。

ブルーカレントにはパワー表記はありませんが、それは全ての機種で不意の大物
を想定しているからであり、選択肢はアングラーに委ねてあります。しかし、機種
ごとに想定しているスタイルがあり、ここでは代表的なスタイル別のオススメモ
デルをピックアップしました。このピックアップ以外は使えないという意味では
ありませんが、機種選びの参考にしてください。（順番は優劣ではありません）

●→BlueCurrent TZ/NANO

●→BlueCurrent Plug TZ/NANO

●→BlueCurrent Ⅲ

ジグ単

軽量ジグヘッド単体メインのゲーム

ターゲット・アジ/メバル

フロートリグ

フロートリグの遠投ゲーム

ターゲット・アジ/メバル

トッププラグ

7cm前後のトッププラグを駆使するゲーム

ターゲット・クロダイ/シーバス

なんでもターゲット

ターゲットを選ばすになんでも狙いたい

ターゲット・なんでも

トラウト

渓流のトラウトゲーム

ターゲット・各種トラウト類

河川大場所やレイクなどでオススメ↓

オールラウンド

軽量ジグ単からジグまで幅広く扱える

ターゲット・アジ/メバル/カマス/クロダイなど

ロックフィッシュ

PE1号前後のライトロックゲーム

ターゲット・カサゴ/ハタ類

小型回遊魚

速いルアーの動きで誘う回遊魚ゲーム

ターゲット・メッキ/小型青物

尺メバル

尺メバルの走りを止め、引き抜ける

ターゲット・大型メバル

軽量プラグ

～5cm程度のアジ・メバル用軽量プラグメイン

ターゲット・アジ/メバル

ジグ単5：プラグ5

ジグ単と軽量プラグを半々で使用

ターゲット・アジ/メバル

シンカーキャロ

シンカーキャロを使用した遠投ゲーム

ターゲット・アジ/メバル
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※85&93All-Rangeはレギュラーアクションの
モデルであり、それに比べるとⅢ82はやや
ファーストアクション気味の先調子です。得意と
するスタイルは変わってきます。

※トッププラグを扱いやすく、かつクロダイ・
シーバスの大型にも対応できるパワーを秘めた
モデルです。もちろん、ミノーのトゥィッチング
やシャッドなども得意なモデルです。

※尺アジを超える大型メバルのトルクフルな走
りを想定してのパワーを有したモデルです。

※7g以上のメタルジグ、ジグヘッドやテキサス
リグの使用時にストレスを感じない操作性とパ
ワーを考慮したセレクトです。

※10g前後のメタルジグやプラグを速い動きで
アクションさせやすいモデルです。

※あくまで軽量リグをストレスなく使用できつ
つ、ある程度の大物ターゲットまで視野にいれ
ることができるモデルです。

�����������������
ブルーカレントシリーズ・スタイル別ピックアップモデル
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カリスタ 86M/TZ NANO

���������������号　����������������
���


●ロッド全長: 2575mm （仕舞寸法: 1325mm）　●ロッド自重: 99g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2500~3000C / S: C3000 

������������
シャキッとした張りと、高負荷時の瞬間に追従するブランクは、ハードな展開も軽快に攻略可能。

Price: 47,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.400mma.315mm Spinning Model 推奨ターゲット︓アオリイカ 推奨アクション︓クイックジャーク

カリスタ 82M/TZ NANO

���������������号　����������������
���


●ロッド全長: 2485mm （仕舞寸法: 1280mm）　●ロッド自重: 98g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2500~3000C / S: C3000 

������������
軽快な使用感と3kgアップのデカイカをも視野に入れたパワーを融合したMクラスの新しいスタンダード。

Price: 46,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.395mma.310mm Spinning Model

カリスタ 710M/TZ NANO

���������������号　����������������
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●ロッド全長: 2395mm （仕舞寸法: 1225mm）　●ロッド自重: 100g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2500~3000C / S: C3000

�������������
デカイカを狙うためのパワーを維持しながら、クイックでスピーディなアクション入力が可能なショートモデル。

Price: 46,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.395mma.310mm Spinning Model

カリスタ 89ML/TZ NANO

��������������	��号　����������������
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●ロッド全長: 2672mm （仕舞寸法: 1365mm）　●ロッド自重: 100g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2500~3000C / S: C3000 

�������������
繊細な操作性を突き詰めることで、あらゆるシチュエーションで高い汎用性能を発揮するセンシティブモデル。

Price: 47,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.400mma.315mm Spinning Model

カリスタ 82ML/TZ NANO

��������������	��号　����������������
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●ロッド全長: 2500mm （仕舞寸法: 1285mm）　●ロッド自重: 95g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2500~3000C / S: C3000 

�������������
軽快な取り回しとアクションの選択肢を広げた繊細なブランクによるオールマイティーモデル。

Price: 46,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.390mma.305mm Spinning Model

カリスタ 86L/TZ NANO

��������������	��号　������������������
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●ロッド全長: 2582mm （仕舞寸法: 1325mm）　●ロッド自重: 93g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D: LT2500 / S: C3000

������������
繊細な食わせのアクションをスパッとエギに入力するための、しなやかでシャープな使用感を持つライトクラス。

Price: 45,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.390mma.305mm Spinning Model

しなやかでありながら張りのあるブランクを生かしたスラックジャークに特化したライトクラスモデル。極細PEラインを使用した繊細
な誘いとアタリを取るゲームに向いたモデルです。ライトクラスとはあくまでエギ操作の特性においてのみの表記で、この86Lは2kg
アップのデカイカも十分に対応するバットパワーを秘めています。ライトラインでの繊細かつキレのある誘いを楽しめる一本です。

波止や小磯だけでなくボートエギングにも最適なレングスに仕上げたオールマイティーモデル。クイックジャークやスラックジャーク
にも対応した繊細かつ高反発なロッドに仕上がっています。また、このショートレングスを生かし、見えイカを攻略するサイトフィッシ
ングの駆け引きも最大限に楽しめます。レングスに見合わない遠投性能も大きな魅力です。

テトラや沖磯、足場の高い波止などでもあらゆるシャクリがおこなえるハイバランスモデル。遠投性能に加え、春イカから秋イカまで
オールシーズンであらゆる誘い演出が可能な高い汎用性能を誇ります。そして、特筆すべきはボトムマテリアルから海草の柔らかさま
でも感じ取れるクリアーな高感度性能です。単にイカが触ることを知る感度ではなく、見えない海中の状況把握性能に優れた、スー
パーセンシティブモデルです。

クイックジャークメインのエギングに最適なスタンダードモデル。高レスポンスなブランクは、シリーズでも最速の反発力を見せ、全
体に張りのある仕上がりです。しかし、シャクリ心地はあくまで軽快。4号ディープ対応のエギも自在に操れ、ブランクの追従性能が
シャクリをサポートしてくれるので、手首への負担も軽減されています。また、ヒット時はティップからベリーにかけてしっかりと曲
がってくれるのでイカの身切れを防ぎます。

高いキャスタビリティーと操作性、クイックなショートジャーク、スラックを使用したジャークなど幅広いアクションに対応し、僅かな
潮の変化やイカのアタリを拾う繊細なティップ、ベリーからバットには確実にフッキングに持ち込めるパワーを持たせています。特筆
すべきはMクラスのパワーロッドとは思えないライトなキャストフィールと操作性で、長時間の使用においてもアングラーの負担を大
幅に軽減します。

より激しいクイックジャークや、エギをレスポンスよく動かしたいエギンガー向けのショートレングス・ハイスピードモデル。張りは強
いブランク設定ですが、NANOブランクにより手首への負担は少なく、軽い力でエギを激しく動かすことが可能です。パワフルな
バットに反発の強い繊細なティップを搭載し、エギの前方向への移動を抑えて上下左右へ大きくアクションさせやすく、誘いや焦ら
しから食わせへと自在に演出できます。

推奨ターゲット︓アオリイカ 推奨アクション︓クイック＆スラックジャーク

推奨ターゲット︓アオリイカ 推奨アクション︓クイックジャーク

推奨ターゲット︓アオリイカ 推奨アクション︓クイック＆スラックジャーク

推奨ターゲット︓アオリイカ 推奨アクション︓クイック＆スラックジャーク

推奨ターゲット︓アオリイカ 推奨アクション︓スラックジャーク

Calista
Icons

スラックジャーク2kg程度の
イカ対応

ボートキャスティング
対応

2kgを超える
デカイカ対応 クイックジャーク

Calista TZ NANO
500g 静荷重比較

カリスタはマイルドな調子ではあります
が、軽さと反発力も高めていますので
シャープな使用感で全ての動作を軽快に
おこなえるブランクが大きな特性となっ
ています。負荷に対して追従するブラン
クですので、Mクラスのモデルを3機種
揃え、ベーシックなモデルを細分化して
おります。
同じMクラスである710M・82M・86Mは
レングスが違うだけでなく、微妙なパ
ワークラスと操作感が違います。Mクラ
スで 軽 快 な 操 作 感 を 求 め る なら ば
710M・82Mがオススメで、最もベー
シックなバランスと言える86Mの使用
感はシリーズにおいては最も強めです。
そして、3kgアップのデカイカを視野に
入れるならば82M・86Mがオススメで
す。2kg後半から下のサイズであれば、
全ての機種で対応可能です。

Calista TZ NANO / Bending Curve / Load 500g

CAL86L

CAL89ML

CAL86M

CAL82ML

CAL710M

CAL82M

カリスタ
エギングモデル / 全 6機種 

カリスタのコンセプトはスピードです。キャスト時のシャープな振り抜けの良さ、
ブレが収束する速さ、イカをスピーディーに浮かせて寄せるパワー、瞬間的に追
従して復元するナノアロイ®技術採用のブランクによる軽快かつキレのあるシャ
クリなど、エギングで求められる要素全てに軽快さとスピードを求めました。
硬さでエギの操作レスポンスを上げるのではなく、曲がりと高反発力を活かして
少ない力で効率よくエギを操れるように設計されており、如何にアングラーの負
担を軽減できるかに挑戦しているシリーズです。
ナノアロイ®技術を採用したブランクの特徴である、高負荷時に瞬間的に曲がっ
て衝撃を吸収して戻る、という特性とヤマガブランクスの設計技術を融合するこ
とで、柔軟でありながら高感度性能を実現しています。潮圧やイカタッチを繊細
に感じ取りながら、強弱織り交ぜてエギを踊らせてアピールするゲームに最適で
あり、使用感は従来のエギングロッドに比べるとシリーズ通してライトな使用感
で操作できます。もちろん、バットパワーは十分持たせており、全機種を通して
2kgクラスのイカは十分に対応可能ですが、潮に乗った2～3kg程度の大型イカ
がヒットするようなフィールドでは82M・86Mをお勧めします。
アングラーの自由な攻略をアシストするために、贅肉を削ぎ落とし、ブランクの
ポテンシャルを十分に感じていただけるよう調整したフラッグシップモデルが
「カリスタ」です。

������������

������������

������������

������������

������������

������������

※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したもの
ではありません。ロッドの瞬間的な反発力やルアー
操作時の使用感は表現されません。あくまでロッ
ドのパワーと調子の比較としてご覧ください。
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Mebius
500g 静荷重比較

Mebius / Bending Curve / Load 500g

MS86M

MS83MH

MS88L
MS85ML

MS79M

MS710L

※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したもの
ではありません。ロッドの瞬間的な反発力やルアー
操作時の使用感は表現されません。あくまでロッ
ドのパワーと調子の比較としてご覧ください。
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エギングロッドシリーズ・メビウスに
500ｇの静荷重を掛けた曲がり比較で
す。リールをセットした状態で負荷を掛
けています。
メビウスシリーズはティップを柔軟にし
た設計になっており、扱いやすさと汎用
性を高めたモデルです。重視したのは
キャスタビリティーであり、リリースポイン
トを広く設定して、軽い力で投げても、足
場の不安定な場所で投げても安定した飛
距離が出せるように調整しました。
バランスの良いキャストフィールと共に、
エギングの様々なアクションやデカイカ
に対応する強度を持たせています。
その汎用性の高いブランク特性は、幅広
いターゲットも狙える多目的ロッドの側
面も持っています。設定としてはエギング
だけでなく、アジ・メバルからクロダイ・
シーバス、ライトショアジギングやロック
フィッシュ狙いも楽しめます。自由なスタ
イルでメビウスのポテンシャルを探ってみ
てください。

メビウス 83MH

���
����

●ロッド全長︓2515mm （仕舞寸法︓1285mm）　●ロッド自重︓98g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安・D: LT3000C / S:C3000 

モンスターアオリを狙う為の強靭なパワーを搭載しつつも、あくまでも軽快でしなやかなブランクセッティングを施した、ミディアムヘ
ビーモデル。3.5～4号のエギをメインに想定し、4.5号クラスもストレスなく使用可能です。2kgアップのデカイカにも一撃でフッキン
グを決めることのできる張りとパワーを持ちながら、シャクリ時の反動を軽減するしなやかさを持たせるようにレングスとブランク設
計を吟味しています。

����
4.5号エギも軽快に操作できるミディアムヘビークラス。デカイカハンター必携のパワー＆ハイレスポンスモデル。

Price: 29,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.395mma.320mm Spinning Model

メビウス 86M

���
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●ロッド全長︓2595mm （仕舞寸法︓1325mm）　●ロッド自重︓98g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安・D: LT2500~3000C / S:C3000

シリーズの中核を担うミディアムクラス。しなやかさと繊細さを兼ね備え、現在のテクニカルなエギングシーンにマッチさせています。
手首への負担を軽減しながら、少ない入力で様々なエギのアクションを演出し、ラインスラックからのフッキングもしっかりと決める
ことが出来ます。4号のエギまでしっかりと振り抜ける剛性と、3.5号メインの使用時のストレスフリーな飛距離と操作性、感度を実現
した最も汎用性に優れたモデルです。

���
軽快さ・パワーを兼ね揃えた基本モデル。幅広いサイズのエギとアクションを多彩に操りデカイカを獲る一本。

Price: 28,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.395mma.320mm Spinning Model

メビウス 79M
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●ロッド全長︓2365mm （仕舞寸法︓1210mm）　●ロッド自重︓89g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安・D: LT2500~3000C / S: C3000

79Mはショートレングスの利点を最大限に発揮できるようにブランクを磨き上げたモデルです。ショートレングスならではの高い操作
性とレスポンスを持ちながら、遠投性能とキャストフィーリングも追求しています。4号のエギまで軽快に使いこなせるパワーを持たせ
ていますが、決して棒のようなロッドではなく、反発力と柔軟性による軽快さを重視した設計になっています。取り回しの良さを生か
したボートエギングにも最適です。

���
大型エギの操作レスポンスを向上させるショートレングス・パワーモデル。ボートエギングにも最適。

Price: 27,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.375mma.300mm Spinnng Model

メビウス 85ML
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●ロッド全長︓2555mm （仕舞寸法︓1305mm）　●ロッド自重︓93g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安・D: LT2500~3000C / S: C3000 

85MLはあらゆる操作において軽快さと快適さを追求し、エギンガーの負担を極限まで軽減することをコンセプトとしたモデルです。
86Mに比べブランクを全体的に柔らかく仕上げており、高バランスなブランクにより操作性重視のテクニカルな一本に仕上がりまし
た。サイトでの小刻みな誘い、スラックジャークからクイックジャークまで、多彩な誘いのバリエーションを駆使することが可能なオー
ルラウンダーモデルです。

����
軽快な操作感に特化し、ランガンやハイプレッシャーなフィールドで誘いの密度を向上させる。

Price: 27,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.385mma.310mm Spinning Model

メビウス 88L
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●ロッド全長︓2645mm （仕舞寸法︓1350mm）　●ロッド自重︓93g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安・D: LT2500 / S: C3000

軽快なショートピッチジャークからスラックジャークを得意とするライトクラスモデルです。しなやかながらも芯のあるブランクは軽量
エギも心地よく遠投でき、秋のサイトフィッシングにもオススメ。使用感はあくまでもライトですが、2kgアップのデカイカにも対応す
るバットパワーも併せ持ち、オールシーズンで活躍するポテンシャルも秘めています。より多くのチャンスを求めるエギンガーに贈る、
ライトクラスの逸品です。

���
しなやかさを活かした緩急のあるアクションをつけやすく、誘いの醍醐味を楽しめるライトクラスモデル。

Price: 26,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.385mma.310mm Spinning Model 推奨ターゲット︓アオリイカ 推奨アクション︓スラックジャーク

メビウス 710L
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●ロッド全長︓2390mm （仕舞寸法︓1225mm）　●ロッド自重︓84g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安・D: LT2500 / S: 2500～C3000

潮の圧を読み取りながら中層で抱かせたり、ピンポイントをじっくり攻める展開に向いたショートレングス・センシティブモデルです。
潮流の変化を敏感に察知しながら僅かなアタリを拾える高感度性能を持っていますので、低活性時などの繊細なゲーム展開に真価
を発揮します。小型エギから3.5号まで1本でこなしつつ、2kgアップのデカイカにも対応可能。ショアからボートまで幅広いシチュ
エーションで活躍する一本です。

����
ライトクラス＆ショートレングスモデルだからこそ実現できる繊細な誘いで、多様なシチュエーションを攻略する。

Price: 26,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.365mma.290mm Spinning Model
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推奨ターゲット︓アオリイカ・ヒイカ(マメイカ） 推奨アクション︓スラックジャーク・シェイキング

推奨ターゲット︓アオリイカ 推奨アクション︓クイックジャーク

推奨ターゲット︓アオリイカ 推奨アクション︓クイックジャーク

推奨ターゲット︓大型アオリイカ 推奨アクション︓クイックジャーク

「メビウス」は最も手軽で、最も酷使され、高いブランク性能が要求されるエギン
グロッドで今のヤマガブランクスの持つ技術を表現した、ブランク製造技術の粋
を詰め込んだ渾身のシリーズです。ブランク性能にとことんこだわりながら、デザ
インと仕様をシンプルに抑えることで高いコストパフォーマンスを実現しました。
メビウスではエギングシーンのメインロッドとしての性能だけでなく、シチュエー
ション別のサブロッドとしても手にしていただけるようにラインナップも充実させま
した。これまでは手の出にくかったショートレングスモデル、ライトモデルやミディ
アムヘビーモデルなども新たなゲームプランの一つとして検討していただけるよう
練り上げています。
また、高感度だけでなく、粘りと強度も持たせたブランクは汎用性能も高めてい
ますので、表記ウェイトの範疇の各種ルアーも扱いやすくなっています。イカだけ
でなく様々な魚種にもチャレンジしていただけるフリースタイルな一面も持つシ
リーズです。

推奨ターゲット︓アオリイカ 推奨アクション︓クイック＆スラックジャーク

Mebius
Icons スラックジャークコイカ

小型エギ対応
2kg程度の
イカ対応

ボートキャスティング
対応

2kgを超える
デカイカ対応 クイックジャーク 4.5号

大型エギ対応

Shore Eging
������

メビウス
エギングモデル / 全 6機種 
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口

Battle Whip 
Boat Eging 

「バトルウィップ」シリ ーズは、進化するポートエギングの世界を楽しむた めにヤ

マガブランクスのブランク設計技術の粋を凝らし、ティップランからイカメタル、

またオモリグ等の細分化するゲー ムにも対応できるラインナップを揃えました。

ティップラン、イカメタルモデルにはカー ボンソリッドティップを採用しております

が、決してティップだけのロッドではありません。ブル ー カレ ントに代表されるシ

リ ーズをイメ ー ジし、ライトゲームのような繊細かつ高レスポンスな操作を楽しめ

るようにプランク設計を練り込んであります。

写
バトルウィップTR／ティップランモデル全3機種

厳選した個性的な3機種のラインナップであらゆるティップランのシ
チュエ ーションをカバーできるよう調整しました。感度の追求と、繊細
なティップの収束スピー ドの向上を求め、掛ける楽しさを堪能できる
ブランクに練り上げてあります。

バトルウィップ

ボー トエギングモデル（ティップラン・イカメタル）

全6機種

TR 63/N (Type-N : No Look) バトルウィップTR 63/N 

日 Egi:30~60g Depth:20~50m 

Line: PE 0.4~0.8 
•ロッド全長：1920mm （仕舞寸法：975mm) •ロッド自塁：75g
•カイド：SiC-5ステンフレームK+SiCステンフレームLDBガイド仕様(Fuji)
●継数：2pcs（逆並組） •リールシー �: VSS16 (Fuji) 
●適合リール目安D: LT2500C~3000C / 5: 2SOO~C3000 

1グリップ寸法 � Spinning Model 

Price: 26,000円（税抜価格）

�I 
掛けるための高感度を徹底的に追求し、目感虞だけでなく手感麿を極隅まで高めたスペシャルモデル。

アクション後のプレを徹底的に排除した軽快な操作性と「掛ける」為の基本性能のみを追求。ライトゲームモデルシリーズで培った
高感度性能をブランクに練り込み、アオリイカの細かなタッチでも手元まで伝えてくれます。数少ないアタリをモノにしたい ・ 周りと
差を付けたいアングラ ーに贈る1本 。目感度はもちろん、研ぎ澄まされた手感度のみでのティップを見ない「No Look TipRun」を体
現したTRスペシャルモデルです。（カーボンソリッドティップ搭載モデル）

ヽ

0•atdewhipMovi鰈

g-

推奨ターグット：アオリイカ 推奨ゲー ム：ティップラン

TR 73/S (Type-S: Shallow)
日 Egi•20~40g Depth:～30m 

Line: PE 0.4-0.8 
•ロッド全長：2225mm （仕霙寸法；1145mm) •ロッド自重：83g
●ガイド：SiC-5ステンフレームK+SiCステンフレームLDBガイド仕様(Fuji)
●継数：2pcs（逆並紐） •リールシー �: VSS16 (Fuji) 
●適合リール目安D: LT2500~3000C / S: 2SOO~C3000 

パトルウィップTR 73/5 Price: 27,000円（税抜価格） O•雷0
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IM 69S バトルウィップ］M 69S 

日
Egi: Max25号(90g) Line: PE 0.4~0.8 

•ロッド全長：2070mm （仕舞寸法：1060mm) •ロッド自孟：86g
●ガイド：SiC-5ステンフレームK+SiCステンフレームLDBガイド仕様(Fuji)
●継数：2pcs（逆前継） •リールシート：VSS16(Fuji) 
●適合，）ール目安D: LT2500~3000C / S: 2SOO~C3000 

P『ice: 28,000円（税抜価格） B置
軽快かつ織編で幅広いアクションを実現し、細身ながら葦靭なバットパワーを有するイカメタルモデル。

カーボンソリッドティップを採用し、手感度・目感度を最大阪に祇め、スピニングタックルの利点を活Illするスピーディ ーな展開向け
に必要な性能を詰め込んだのがIM69Sです。プランクには柔軟性と復元力のパランスを突き詰め、シェイキング等の誘いの動作に
おける手首への負担の軽減と操作レスボンスを恙めました 。20号まで駆使したライトオモリグも房区使でき、スピニングタック）レの汎
用性を発揮でぎる一本です。（カ ーポンソリッドティップ搭載モデル）

一
Iグリップ寸法 a.44Smm Lhlle_rr,_rr,J Spinning Model 推奨ターゲット＇ 各種ツツイカ類て 推奨ゲーム：イカメタル（ひとつスッテ・オバマリグなど）

IM69B パトルウィップ IM 69B Price: 29,000円（税抜価格）

日
Egi: Max30号{110g) Line: PE 0.4~0.8 

•ロッド全長：2070mm （仕舞寸法：1060mm) •ロッド自重：100g
●ガイド：SiC-5ステンフレ ー ムK+SiCステンフレー ムLDBガイド仕様(Fuji) 11■ 
●継数：2pcs（逆並継） •リールシート：PMTS17(Fuji) 
●達合リー ル目安D: 100~200 / S: 100~200 

攻めるために求められる微躙整、巻きだけでなくフォ ールの感麿も求めるためのイカメタル・ペイトモデル。

細かいレンジ攻略と目感度·手感度共に磨きをかけたカーボンソリッドモデル。線細ながらもアグレッシプに掛けにいく「攻め」の
モデルです。 カーボンソリッドの目感度に加え、しなやかながらも渇い復元力を持たせたプランクは小さな違和感程度のアタリも
手元に伝え、アングラ ーの反応速度をサポ ー トします。経塁で高バランスなプランクは操作性だけでなく、パラソル級の 一荷でも
重みを吸収しながらリフトするパ ワ ーを持ちます。（カ ーポンソリッドティップ搭載モデル）

一
［グリップ寸法

ヽ
．

..＿ 

一a.430mm � Bait Model 

4

バトルウィップOR/オモリグモデル全1機種

夜焚きのイカ狙いで広範囲に探るためのキャストスタイルに対応するオモリグスタイル。通
常のイカメタルタックルでは探りにくい明暗の境目、また潮流が速い状況でも、テンション
を掛けながら効率良くイカのアタリを探ることが可能なプランク設計です。

OR 72/C (Type-C : UNDER CAST) バトルウィップOR 72/C 

日 S!nkerweight:CastMax40号(150g)※アンダーキャストのみ イカメタルゲームの遍択鼓を広げるオモリグメソッド専屠殴計。広範圃•激流対策に最適な一本。
Line: Max PE 1 �可 近年各地で流行しつつあるオモリグに対応し、25~40呂のシンカーを快適にキャストしながらアタリを取ることに特化したモデル

●ロッド全長；2190mm （仕舞寸法；1125mm) •ロッド自菫999
●ガイド：SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji)
●継数：2pcs（逆並継） •リールシート：VSS16(Fuji) 
●適合リール目安De LT2500~SOOOC / Sc C3000~C5000 

ヽ

［グリップ寸法 a.460mm � Spinning Model 

�c::!�eWhlp r4Iポートエギング C9 ティソプラン

1グりップ寸法

シャロ ーエリアのティップランをメインにSフォ ールなど多彩な霧いに対応、キャスティングも可能な汎用モデル。

高感度と高操作性を備え、ティップランでは水深30mまでのシャロ ＿域での使用を想定しています。7ft3inのレング スが波長の長い
ウネリのあるシチュエ ーションでもエギを安定させやすく｀ストロ ー クを活かしたSフォ ールエギング、更に通常のエギを使用した
キャスティングにも対応 。シーズン初期、浅場でのティップランから低水温 ・ 低活性時に有効なSフォ ール、春のキャスティングゲーム
までと、秋から春まで煙広く楽しめる一本です。（カ ーポンソリッドティッブ搭載モデル）

a.310mm � Spinning Model 、 推奨ターゲットアオリイカ 推奨グーム：ティッブラン ・ポートエギング

TR 69/D (Type-D: Deep)
日 Egi:50~80g Depth:40~90m 

Line: PE 0.6~1 
•ロッド全長：2075mm （仕舞寸法：1060mm) •ロッド自孟：BOg
●ガイド：SiC-5ステンコレームK+SiCステン7レームLDBガイド仕様(Fuji) 1 回
.,屡数：2pcs（逆並縫） •リールシー �: VSS16 (Fuji) 
●逸合リール目安D: LT2500~4000C / S: C3000~4000 

-
1グリップ寸法 a.295mm � Spinning Model 

｀

 34 

口

バトルウィップ TR 69/D P『ice: 28,000円（税抜価格）
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澤場攻略、またヘビー ウェイトエギを使用したクィックな請いを軽快におこなうためのパワ ーモデル。

ヘビー ウェイトの操作に必要なパ ワ ーと細かいアタリを伝える繊細さを両立させ潮流場と深場での使用に特化したパ ワ ー タイプ。
瀬戸・水道の潮流の速いエリアや厳冬期における40m以深の攻略を視野に入れた設計で、黒潮域のレッドモンスターもター ゲット
にします。ヘビー ウェイトのエギもメリハリのあるアクションが可能な張りを持たせており、大型のヒットにもロッド全体で粘り込む
ように追従する強靭なバットパ ワ ーでリフトします。（カーポンソリッドティッブ搭載モデル）

推奨ターゲット：アオリイカ 推奨ゲーム：ティップラン

置？認多ル ・；互空 §璽キャスト可能

B 

です。アンダーキャストで40号を投げられるバットとベリーを備え｀集魚灯の明暗まで安定した飛距離が出せます。ティップに速度
な張りを持たせることによリイカが触った違和感をロッド全体で感知する手感度に特化し、イメ ージ通りに掛けていくゲーム展開
を可能にした一本です。（チュープラ ー ティップモデル）
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推奨ターゲット ： 各種ツツイカ類 推奨ゲーム：イカメタル（ひとつスッテ・オバマリグなど）

Price: 28,000円（税抜価格）

ティップスレッドは視認性の良いオレンジカラー

置糎ミ

推奨ターゲット ：各種ッツイカ類 推奨ゲーム：オモリグ

Cワーなバットを持つのはディー

Sはシャロー域でのキャストにも
レ、最も高感度で繊細なティッ

●
血

カーポンソリッドティップモデルの注意点について
TR/IMシリーズは全て極細のカーポンソリッドティップ仕様になって
おりますが、カーボンソリッドティップは非常に繊細であると同時に
衝撃に弱い面もありますので、実釣時や収納時などは十分にお取り
扱いにご注意ください．通常の使用には開題ありませんが回収時に
サルカンやラインシステムの結びが努いよく巻き込まれますと、衝撃
で先端が破損することがあります

IMは一つスッテ、オバマリグ等を使用した
tうための調子で、ソリッドティップの目感度
（ンテージをもたらします。バトルウィップ
を使用したオモリグを投げて横引きでアタ

ブのロッドなので、ロッド全体の高反発な曲
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Jigging
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数あるソルトルアーゲームの中で、ジギングというジャンル
ほど実体のはっきりしないものは無いでしょう。
「金属の塊を沈める」という極めてシンプルな釣りだけに、
沈める・巻く・引く・動かすという行為は細分化を極めます。
メタルジグの素材、形状、ウェイトは無数にあり、それらを
理解して使いこなすには専用のタックルを必要とし、テク
ニックが伴わなければ効果を発揮しない場合もあります。
面白いのは、例えば同じブリを釣るにしても複数のスタイル
が存在することです。同じ場所でハイピッチジャーク、スイ
ミング、スロー、スーパーライトジギング（SLJ）、タイラバ、
タイジギング、インチクと言った異なるタックルを必要とす
るスタイルをおこなっても、全てにブリが釣れるのです。
もちろん、スタイルによってメインターゲットとする魚種は
違いますが、重要なのは同じ魚が釣れたとしても本質は大
きく違うという点です。同じようで全く違うもの。魚はゴー
ルではなく、実は「どうやって釣ったか」という点こそがゴー
ルなのです。スタイルを理解して突き詰めてこそ、「あなたの
ジギング」という釣りが初めて実体を現すのです。

Jigging
�������
ヤマガブランクスのジギングロッド「Galahad」1ピースモデルシリーズは、1ピー
ス構造の利点を活かした曲がりと反発力でパワーと操作性を発揮するよう調整
したモデルで構成されています。基本となるスピニング5機種・ベイト4機種は現
在の多様化したジギングシーンに対応すべくブランク特性を調整してあります。
ベリーからバットの腰を強くして操作感を高めた632S、633S、634Sは、ドテラ
流し時にラインが斜めに入った状態でのジャークをスムーズにおこなえるよう
ティップは適度に残るように設計し、ナチュラルなスイミング操作も自在におこ
なえます。
バーチカルジギングに特化してブランク全体に張りを持たせた585S、526Sはハ
イピッチショートジャークやワンピッチジャークなど速いアクションに特化した
設計で、軽快な操作感でレスポンス良くジグにアクションを入力できます。
ベイト4機種は操作レスポンスの向上を計り、ベイトの利点を活かした細かい上
げのアクションからフォールアクションまで対応した設計で、反発力は高めなが
ら弾きすぎないオールマイティーな調子に仕上げました。

ギャラハド
ジギングモデル / 全 9機種 

バイトを弾かないティップと、素直に追従するベリーを持つライトクラスモデルです。わずかな潮流の変化をも感じる高感度性能を
持ちながら、ティップを残しつつベリーの腰を意識してアクションをする事で、角の無いナチュラルな泳ぎを演出しやすく、「食わ
せ」を意識した状況やハイプレッシャーでスレきったエリアで本領を発揮します。繊細でありながら、ガチンコ勝負にも対応する攻め
の一本です。

近海ジギングのオールラウンダーモデル。ドテラでのワンピッチジャークからバーチカルでのコンビネーションジャークと幅広い
シーンに適応する操作性能が特徴です。ジグやリーダーへのアタックなど針掛かりしない魚の「ジグへの纏わり付き」を素早く感知
し、レスポンス良く食わせのアクションに移行できます。基本的には632Sのパワーアップモデルで、メイン150ｇ前後ならば633S、
120ｇ程度ならば632Sをお選びください。

������������������　��������������
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ギャラハド 633S
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●ロッド全長: 1915mm　●ロッド自重: 178g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 3500～4000 / S: 5000～6000

����
繊細な操作感と高感度性能を持ち、近海のタフな状況を幅広く攻略できるオールラウンダーモデル。

Price: 39,000 円（税抜価格）

ギャラハド 632S

	�
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●ロッド全長: 1915mm　●ロッド自重: 169g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 3500～4000 / S: 5000～6000 

����
弾きすぎないブランク設計で繊細なアクションを演出するためのセンシティブモデル。

Price: 38,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.610mma.485mm Spinning Model 推奨ターゲット︓青物全般 推奨フィールド︓近海
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グリップ寸法 b.610mma.485mm Spinning Model 推奨ターゲット︓青物全般 推奨フィールド︓近海

電動ジギング対応1ピースモデル 2ピースモデル
ベベルジャーク
斜め引き対応

シャローエリア
対応
水深30～80m

ディープエリア
対応
水深100~200m

バーチカルジギング
縦引き・ハイピッチ対応

Galahad
Icons

ロングジグをナチュラルに飛ばすアクションを得意とするモデルであり、水深のあるポイントや潮流の速いフィールド・強風時の
ドテラ流しでもジグにアクションを伝達するベリーとバットを有します。パワーも十分に持たせており、シャロー域のヒラマサ狙い
から、漁礁周りや根の荒いポイントでの強引なやり取りを強いられるシチュエーションでも威力を発揮します。あらゆる状況に
対応できる汎用性の高さはシリーズの基幹となる一本です。

ギャラハド 634S

	�
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●ロッド全長: 1915mm　●ロッド自重: 196g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 4000～4500 / S・D: 6000～8000

����
パワーと操作性能をバランス良く融合し、シャローからディープまでストレス無く攻略できる汎用モデル。

Price: 40,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.640mma.485mm Spinning Model
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推奨ターゲット︓青物全般 推奨フィールド︓近海
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近海におけるPE2号までのライトラインを使用した、操作レスポンス重視のベイトモデル。細やかで軽快な操作性を持ち、ティップ
を意識したリーリング主体のスイミングアクションから、ベリーとバットを意識したメリハリのあるショートピッチジャークや、フォー
ルアクションまで状況に応じた食わせのアクションを駆使し、ターゲットにアプローチできます。ライトラインでの繊細な攻めで挑む
ブリ・ヒラマサなどにオススメのモデルです。

PE3号クラスを駆使したギャラハドベイトジギングシリーズの中核モデル。スローテンポなワンピッチからロングフォール、そして
ハイピッチジャークでも軽快に連続アクションを入力しやすく、多彩なアクションやジグに対応。高感度性能による細やかなピッ
チ調整も得意とし、ベイトタックルでのジギングに必要な要素を詰め込んだ一本です。快適な操作性を追求したブランク設計で
ブリ・ヒラマサ・カンパチをテクニカルに狙っていけます。

PE4号クラスで挑むヒラマサ・カンパチといった難攻不落のターゲットを攻略するために生まれたモデル。細身でキレのあるブランク
が生み出すジグへの伝達性はハイピッチアクションの操作はもちろんの事、フォール系のスローアクションにもマッチし、多彩な誘い
でターゲットにアプローチします。特に潮流の早いポイントや深場において、ベイトタックルのレスポンスの良さを生かし、イメージ通
りのゲーム展開が可能です。

526Sと同じブランクのベイトモデル。水深200ｍまでの黒潮域に潜む大型カンパチやイソマグロをメインターゲットとし、ベイト仕様
にすることで2枚潮の状況下に於いても巻き上げのハイピッチアクションでの体力消耗や負荷を軽減します。また、潮圧の変化をタイ
トに把握しながら、より細やかなアクション操作の幅を広げてくれます。ヒット後は粘り強く曲がり、ロッドを立ててのファイトからわ
き抱えでのファイトまで幅広く対応できます。

●負荷重量について / ジギングロッドの静荷重比較は、1kg負荷がジグ操作時の曲がりをイメージし、
その他の重量は機種ごとにドラグマックス値とその中間の負荷を表示しました。ファイト時にロッドを立
ててリフトする角度を想定していますので、参考にしてください。

Galahad Spinning Model
622S・633S・634Sはアクション時にベリーまでの入りを意識し、ドテラ流し時の斜
め引きでもティップがジグを弾かずに残り続け、ジグを弾き過ぎずにスムーズなスイ
ミングアクションが出しやすい設定です。またアングラーへもジャーク時に衝撃が出
にくく、手首の負担が軽減されるようにブランクを設計しています。対して585S・
526Sは張りを高め、特に潮流場や水深のあるポイントでのバーチカルジギングにお
いて、高いレスポンスアクションが出しやすい設定です。

Galahad Bait Model
622B・623B・624Bはパワー毎にティップの入りを意識し、スイミングアクションから
ワンピッチアクションなどメリハリのあるアクションを出しやすい設定で、しっかり残
る強いベリーからバット部でアクションの自由度と感度の向上を図っています。526B
は張りを高め、深い水深や2枚潮の状況下でもアクションが伝達しやすい設定です。

Galahad Spinning & Bait Model　静荷重比較
632S 
Spinning Model

633S
Spinning Model

634S
Spinning Model

526S
Spinning Model

585S
Spinning Model

624B
Bait Model

526B
Bait Model

623B
Bait Model

622B
Bait Model

Galahad / Bending Curve / Load 1:2:3:4:6:8:12kg

※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではあ
りません。この比較画像はロッドにリールをセットした状
態でオモリを静かにぶら下げたものです。ロッドの瞬間的
な反発力やルアー操作時の使用感は表現されません。
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近海、離島などの中深場をハイピッチで攻略するヒラマサやカンパチゲームを主軸に置いたモデルです。細身でショートレングスな
ブランクが生み出すハイレスポンスな操作性で、ジグの形状を問うことなくターゲットにアプローチ可能です。PE5号クラスの十分
なパワーを持ち、漁礁・瀬・魚群反応をピンポイントに攻めるバーチカルならではのスピーディーな展開でアピール重視の状況に真
価を発揮する一本です。

200ｍまでの水深をメインに、黒潮域の大型カンパチやイソマグロをはじめ、漁礁回りに生息する大型ヒラマサをターゲットとした
ハイピッチ特化モデル。ロッド全体の張りを上げることで、小さなモーションでもジグにアクションを伝達しやすく、水深を感じさせ
ないクイックな操作を得意とします。粘り強くも全体でスムーズに曲がり、しっかりと残るバットで不意の大物にも安心感のあるファ
イトを実現しました。

ギャラハド 526B
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●ロッド全長: 1585mm　●ロッド自重: 303g
●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: T-DPS20（Fuji）　
●適合リール目安 D:35～40 / S: 3000～4000 

����
ディープ攻略に必要な張りと、スピーディーなリフトを可能にする粘り調子を融合したパワー・ベイトモデル。

Price: 47,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.700mma.455mm Bait Model

ギャラハド 624B
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●ロッド全長: 1890mm　●ロッド自重: 191g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: PLS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 30～35 / S: 2000

����
近海から離島まで視野に入れたパワー、多彩なジグアクションを可能にするハイレスポンス・ベイトモデル。

Price: 40,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.590mma.435mm Bait Model

ギャラハド 623B

���
����

●ロッド全長: 1890mm　●ロッド自重: 188g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: PLS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 15～20 / S: 1000～2000 

����
スローからハイピッチ、ショートからロングと様々なジャークを演出可能。ベイトモデルの真価を実感できる一本。

Price: 39,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.590mma.435mm Bait Model

ギャラハド 622B
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●ロッド全長: 1890mm　●ロッド自重: 187g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: PLS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 10～15 / S: 1000～1500

����
ライトラインでの繊細な操作感を実現し、食わせのアクションを多彩に演出できるテクニカルモデル。

Price: 38,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.590mma.435mm Bait Model

ギャラハド 526S
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●ロッド全長: 1585mm　●ロッド自重: 304g
●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: DPS20（Fuji）　
●適合リール目安 D: 5000～6500 / S・D: 10000～20000

����
パワーと粘りを重視したブランク設計で、深場の大物とのガチンコ勝負時にも安定したファイト展開が可能。

Price: 47,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.670mma.490mm Spinning Model

ギャラハド 585S
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●ロッド全長: 1745mm　●ロッド自重: 212g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 4500～5000 / S・D: 8000～10000

����
高反発ながらアクションの継目をシームレスに繫ぐ高い操作性能で、深場のピンポイント攻略に最適な一本。

Price: 42,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.670mma.495mm Spinning Model
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推奨ターゲット︓大型青物・イソマグロ 推奨フィールド︓近海～離島

推奨ターゲット︓大型青物・イソマグロ・キハダマグロ等 推奨フィールド︓離島

推奨ターゲット︓青物全般 推奨フィールド︓近海

推奨ターゲット︓青物全般 推奨フィールド︓近海

推奨ターゲット︓青物全般 推奨フィールド︓近海

推奨ターゲット︓大型青物・イソマグロ・キハダマグロ等 推奨フィールド︓離島
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硬
さ
・
張
り

強さ

※この特性比較表は強さと硬さを視覚的に
表記したものです。ただし、あくまで開発時の
コンセプトにもとづく参考値を元にしてお
り、硬さの捉え方に関しては個人差もありま
す。また、硬さとは破断強度のことではあり
ませんのでご注意ください。
スローピッチモデルはゲームの特性と設計が
通常のジギングと大きく異なりますので表記
しておりません。632S

633S

634S

585S

526S

622B

623B

624B

526B

593S

594S

595S

624 電

633 電

586 電
●→Galahad Spinning Model

●→Galahad Bait Model

●→Galahad TRAVEX

●→Galahad 電動モデル

ジギングモデル 特性比較表
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ワラサ・ヒラゴ・サゴシ等の小型青物をメインターゲットとしたPE3号Maxのライトクラスの電動ジギングモデル。しなやかなティップ
とベリー部は、電動リールによる一定スピードのリーリングでもジグを弾くことなく、ジグの潮噛みを感じながら軽快にジャークするこ
とが可能で、ショートバイトもしっかりと拾いフッキングに持ち込みます。近海ジギングにおいて幅広いターゲットに対応する汎用性
能の高いモデルです。

5kgクラスの中型青物をターゲットとしたスタンダードな電動ジギングロッド。適度に張りを落としたティップが電動リールの低速から
高速巻きまで柔軟に対応し、アクション入力もスムーズに行うことが可能です。ジャークからフッキング、ファイトに至るまで動作毎に
マッチした曲がりを見せるブランク設計は非常に扱いやすく、全国のあらゆる青物フィールドに適応するオールマイティモデルとして相
応しい一本です。

10kgオーバークラスのヒラマサやカンパチをターゲットとした電動モデルのパワーモデル。624B電動のパワーを更に上げ、離島の
潮流の速い海域や100m以深のエリアにおいても300gのジグに的確にアクションを与えられるよう調整しました。決してガチガチで
はなく、ジャーク時はスムーズに追従するブランクがヘビージギングを楽に、かつ効率的なゲームへと変換し、電動リールのパワーと
アングラーの操作を確実にリンクさせる一本です。
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ギャラハド トラベックス 595S�����������
離島のカンパチに代表されるバーチカルでの大物狙いに必要なパワーと柔軟さ、的確なルアー操作性能を融合。

Price: 40,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.730mma.505mm Spinning Model 推奨ターゲット︓大型青物・イソマグロ・キハダマグロ等 推奨フィールド︓離島

ギャラハド トラベックス 594S
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●ロッド全長: 1775mm （仕舞寸法: 1135mm）　●ロッド自重: 221g
●ガイド: SiC-S+SiCステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 4000～4500 / S・D: 6000～8000 

�����������
パワーと軽快さを両立させ、また2ピース構造の利点を最大限発揮した強靭なバットパワーが冴える一本。

Price: 38,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.715mma.495mm Spinning Model

ギャラハド トラベックス 593S
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シャープで軽快な使用感の中に柔軟さを秘めたブランクにより、近海を幅広くカバーする2ピースモデル。

Price: 37,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.715mma.495mm Spinning Model

ギャラハド 586B 電
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●ロッド全長: 1740mm　●ロッド自重: 222g
●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: TCS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 500 / S: 2000~3000 

����電
離島の厳しい状況下など、より電動リールの真価を引き出すための剛柔合わせたパワーモデル。

Price: 38,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.690mma.465mm Bait Model

ギャラハド 624B 電
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●ロッド全長: 1905mm　●ロッド自重: 199g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: TCS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 300～500 / S: 1000～2000 

����電

電

電

シャローから深場まで、様々な高負荷な状況で軽快にジグにアクション入力できる電動モデルの基本の一本。

Price: 36,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.695mma.470mm Bait Model

ギャラハド 633B 電
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●ロッド全長: 1925mm　●ロッド自重: 200g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: TCS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 200～300 / S: 1000～2000 

����電
近海のターゲットを幅広くカバーする電動モデルで、青物10kgクラスにも充分対抗できるパワーを秘めます。

Price: 35,000 円（税抜価格）

推奨ターゲット︓ブリ・ヒラマサ・カンパチ 推奨フィールド︓水深～100m程度まで

PE3号クラスを使用した近海のドテラやバーチカルジギングをカバーするバーサタイルモデル。シャープなブランク特性を活かして
軽快かつマニュアル性の高いジグの操作感が特徴です。ブリ・ヒラマサをメインターゲットに想定し、180ｇまでのジグを駆使しなが
ら水深30～80ｍまでの海域を攻略するのに最適です。ヒット後は安心感のあるバットが良型の走りを受け止め、細身ながらも強靭
なリフトパワーを発揮して魚を浮かせます。

PE4号クラスの近海～遠征でのヒラマサ・カンパチに照準を合わせたモデル。シリーズの特性である軽快な操作感で、ドテラでの
ロングジグの操作やバーチカルでのキレのあるジャークを演出し、ターゲットにアプローチします。またラインを出せないような根
の荒いシャロー域や漁礁といったハイドラグテンションを要求されるような状況においては、絞り出されるパワーを発揮して真向勝
負できる強度を持った設計となっています。

南方離島近海や海外の水深200ｍまでをPE5号クラスのスピニングタックルで挑む、カンパチ・イソマグロ・キハダ類に照準を合わせ
たモデルです。ティップ側をマイルドに仕上げて、ジグの操作性を向上させ、アクション時の身体的負担を軽減しています。バットパ
ワーは強靭ながらも負荷が掛かれば手元までスムーズにベンドし、ジョイントを感じさせない安定感を持たせており、不意のモンス
タークラスのヒットにも対応可能です。

グリップ寸法 b.695mma.470mm Bait Model

●ロッド全長: 1775mm （仕舞寸法: 1135mm）　●ロッド自重: 206g
●ガイド: SiC-S+SiCステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: DPS18（Fuji）　
●適合リール目安 D: 3500～4000 / S: 5000～6000 
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●ロッド全長: 1780mm （仕舞寸法︓1130mm）　●ロッド自重: 279g
●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: DPS20（Fuji）　
●適合リール目安 D: 4500～5000 / S・D: 8000～10000 

推奨ターゲット︓大型青物 推奨フィールド︓近海~離島

推奨フィールド︓近海推奨ターゲット︓青物全般

推奨ターゲット︓ブリ・ヒラマサ・カンパチ 推奨フィールド︓水深～150m程度まで

推奨ターゲット︓ブリ・ヒラマサ・カンパチ 推奨フィールド︓水深～200m程度まで

Jigging / 2pcs ギャラハド・トラベックス
ジギング 2pcs モデル / 全3機種 

Galahad-TRAVEXは持ち運びの利便性と、遠征時の輸送費の軽減をコンセプト
にグリップジョイントを採用した、2ピースジギングロッドです。ハイピッチアクショ
ンの高レスポンス性能に重点を置き、より軽快に、かつダイレクトなアクション入
力を実現しています。ブランクの曲がりの支点をティップ側に寄せることで、ジグを
しっかりとスライドさせるメリハリのあるワンピッチジャークや、ハイピッチにコン
ビネーションジャークと、様々なアクションをレスポンス良くおこなえます。
遠征にもオススメですが、近海での使用にも十分に対応できるモデルであり、
シャープな使用感ながらフレキシブルに追従する柔軟さも持ち、スピーディーな
展開やクイックなアクションをお好みのアングラーにベストマッチです。

Electric Reel Jigging
�������
「ギャラハド電」は電動リールを使用したジギングに特化したスペシャルシリーズです。電動ジ
ギングは手巻きリールにある巻きの間が無いことで、独特のジグアクションを生み出し、スレた
状況下でも絶大な効果を発揮します。機械的に巻き続けるがゆえの高負荷なテンションにも適
度に曲がることで衝撃を緩和し、かつ高反発なベリー部分がジグにテンポよくアクションを伝
え、ロッドワークで緩急を自在に演出できます。
ブランク特性は3機種とも粘り調子であり、不意の大物の強烈な絞り込みもロッド全体で受け
止めながらアングラーのファイト体勢を優位に維持するようサポートします。

ギャラハド電
電動ジギングモデル / 全 3機種 

※適合する電動リールについて・糸巻き量、パワー、バランスを考慮した参考リールサイズを明記しておりますが、狙うターゲット
のサイズ・水深等により表記リールサイズ以外のものでもご使用可能です。ルアー・ライン・ドラグマックス値を参考にご自分に
合ったリールをお選びください。
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ギャラハド電シリーズは全機種を通し、高負荷な電動リール使用時におけるアクション入力の衝撃を吸収
し、テンポよくジグアクションを繋げやすいように設定しています。負荷が掛かればスムーズに胴に乗る
パラボリックな粘り調子のブランクは手巻きのベイトジギングロッドとしても扱いやすいモデルです。

電 電 電633B
Electric Reel Model

624B
Electric Reel Model

586B
Electric Reel Model

593S
TRAVEX / 2pcs

594S
TRAVEX / 2pcs

595S
TRAVEX / 2pcs

Galahad        電動リールモデル　静荷重比較
Galahad for Electric Reel / Bending Curve

ギャラハド・トラベックスは、同パワーの1ピース・ギャラハドと比べると、全体的に張りが強く、使用感も
シャープです。高負荷時にレスポンスよくジグへ初速を入れたり、バーチカルジギングでのハイピッチ
ジャークもしやすい設定ですが、決して棒のような硬さではなく、粘る柔軟さも秘めています。　

Galahad TRAVEX  2pcs Model　静荷重比較
Galahad TRAVEX / Bending Curve

電

Load 1・2・4kg Load 1・3・6kg Load 1・6・12kg

Load 1・3・5kg Load 1・4・6.5kg

Load 1・5・8.5kg
※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。この比
較画像はロッドにリールをセットした状態でオモリを静かにぶら下げたも
のです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感は表現されま
せん。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。
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シーウォーク ライトジギング B66L
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●ロッド全長︓1985mm （仕舞寸法︓1525mm）　●ロッド自重︓131g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: PULS17（Fuji）　
●適合リール目安 D:100～200 / S:100～300 

水深20ｍ～50ｍでのタングステン系ライトジギングをメインにした汎用性能の高いモデルです。マイルドなティップに張りのあるベ
リーとバットがフォール時のバイトの違和感、潮圧の変化を的確に手元に伝えてくれる高感度性能を持ち、タイラバゲームにもマッチ
します。また、ジグを飛ばさないスイミングアクションの演出もしやすいモデルであり、太刀魚ジギングやベイエリアのシーバスジギン
グにも対応します。

����
SLJ だけでなくタイラバゲームやタチウオジギングも可能な高汎用ベイトモデル。

Price: 28,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.530mma.405mm Bait Model

シーウォーク ライトジギング B66ML
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●ロッド全長︓1985mm （仕舞寸法︓1525mm）　●ロッド自重︓131g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: PULS17（Fuji）　
●適合リール目安 D:100～200 / S:100～300 

水深30ｍ～80ｍの幅広い水深域におけるライトジギングをカバーする繊細さとパワーを併せ持つモデルです。ベイトモデルの利点を
活かした高感度と細かいアクション操作に優れ、高比重のタングステン系ジグ使用時には、より高レスポンスなゲーム展開を実現し
ます。また、その高感度性能と張りのあるベリーからバット部により、潮流場や80ｍ～100ｍ以深で100g以上のタイラバを使用する
ディープタイラバゲームにも対応出来ます。

�����
フォールとリーリングのレスポンスを重視するアクション重視のクイックなゲーム展開を得意とするベイトモデル。

Price: 28,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.530mma.405mm Bait Model 推奨ターゲット︓青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・シーバス等 推奨フィールド︓Jig~水深80m前後・タイラバ~100ｍ以深

シーウォーク ライトジギング B65M
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●ロッド全長︓1960mm （仕舞寸法︓1490mm）　●ロッド自重︓128g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: PULS17（Fuji）　
●適合リール目安 D:100～200 / S:100～300 

シリーズ中で最もヘビーなモデルで、青物のヒットが多い海域で活躍する1本です。他のライトジギングモデルに比べ、張りを強め、曲
がり支点も手前に設定しており、ジグアクションの操作レスポンスにマニュアル感が増した調子に仕上がっています。タングステン系
ジグ使用時では特に80g～150gの使用感が良く、インチク等の使用や100ｍ前後の深場や潮の速い海域をライトラインで狙うゲー
ム展開にオススメです。

����
青物のヒットが多い海域で活躍するパワーモデルであり、ライトジギングにおける深場攻略にも最適な一本。

Price: 29,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.540mma.415mm Bait Model 推奨ターゲット︓青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ等 推奨フィールド︓~水深100m前後

推奨ターゲット︓青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・シーバス等 推奨フィールド︓Jig~水深50ｍ前後・タイラバ～100ｍ前後

シーウォーク ライトジギング 67UL
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●ロッド全長︓2015mm （仕舞寸法︓1570mm）　●ロッド自重︓102g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D:LT2000～2500 / S:2000～C3000

シャローエリアでイサキやアジを狙うのに適したウルトラライトクラスロッドです。極細PEラインと高比重タングステンジグの組み合
わせが可能にしたスーパーライトジギングを存分に楽しめます。ジグウェイトは15～40gですが、スイミングならば80gまで使用でき
ます。全体に大きく曲がる調子ですが溜めの効くバットを備え、80cm超えのマダイや5kg程度の青物もしっかり浮かせる力を持った
ロッドに仕上がっています。

����
アジ・イサキから大型マダイや青物まで狙える繊細さとパワーを持ったSLJの醍醐味を味わえる一本。

Price: 26,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.505mma.370mm Spinning Model 推奨ターゲット︓青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・イサキ・アジ等 推奨フィールド︓~水深40m前後

シーウォーク ライトジギング 64L
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●ロッド全長︓1935mm （仕舞寸法︓1475mm）　●ロッド自重︓114g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D:LT2500～4000C / S:C3000～4000

近海におけるタングステン系ジグをメインにしたライトジギングモデルの中核となるモデル。張りのあるベリーとバットにより、35gま
でのジグを小さなモーションでキャストでき、水深30ｍ～60ｍ程度のエリアで船が流れない時などジグをキャストしての幅広いサー
チが可能です。ベリーで動かすことを意識した跳ねを押さえたアクションもティップがしっかり追従し、SLJ（スーパーライトジギン
グ）におけるナチュラルな泳ぎをイメージしやすいロッドになっています。

���
シャローから深場まで、SLJ からタイラバまで、あらゆるメソッドを一本でこなせるシリーズの基本モデル。

Price: 27,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.525mma.390mm Spinning Model 推奨ターゲット︓青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・イサキ・アジ等 推奨フィールド︓~水深80ｍ前後

シーウォーク ライトジギング 64ML
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●ロッド全長︓1935mm （仕舞寸法︓1475mm）　●ロッド自重︓115g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: VSS16（Fuji）　
●適合リール目安 D:LT2500～4000C / S:C3000～4000 

スピニングモデルの中で最もヘビーなモデル。主に水深50ｍ～100ｍまでの深場や、潮の速いエリアでの使用がお勧めです。ジグ
Max50gまでキャスト可能です。ドテラやバーチカル時の120gまでのジグ操作感も良好で、ティップの追従も良く、それが食い込みの
良さに繋がっています。スピニングの利点である、キャストとフォールスピードの速さを活かし、深場や潮の速い海域で幅広く活躍す
るモデルです。

����
深場や潮流場におけるスピーディーな攻略も可能なモデルで、スイミングだけでなくハイピッチアクションも可能。

Price: 28,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.525mma.400mm Spinning Model 推奨ターゲット︓青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ等 推奨フィールド︓~水深100ｍ

シーウォーク・ライトジギングはスピニング3機種、ベイト3機種の全6機種で、
15gの超軽量ジグから150gまでのジギングに対応。イサキ・アジから青物、ロッ
クフィッシュ、マダイ、そしてタチウオと数多くのターゲットをシステマチックに狙
えるようラインナップを練り込みました。
全機種を通しての最も大きな特徴は、挙動のレスポンスが速いタングステン系ジ
グの使用に対応した軽快かつ繊細なブランクで、柔軟なティップと操作性の高
いベリー、大型魚の走りを受け止めるバットを融合しています。また高感度性能
を追求し、従来のハイピッチ系ジギングとは異なり、スイミングアクションに特化
した追従するティップにこだわりました。もちろんライトジギングの宿命である不
意の大物のヒットにも十分に対応出来るパワーを全機種に持たせています。

シーウォーク・ライトジギングシリーズにリール
をセットし、ラインを通した状態で500gの静荷
重を掛けた竿曲がり比較です。スピニングモデ
ルとベイトモデルは同じパワークラスでも全く違
うブランクになっており、全ての機種で調子は異
なります。共通しているのは強靭なバットパワー
で、曲がり比較ではULが大きく曲がっています
が、パワーは十分に持っています。すべての機種
で5kgオーバーの魚を狙っていけるパワーを持っ
ており、パワークラスは水深などのフィールド特
性や使用するジグに合わせた調子の違いを表し
ているとお考え下さい。
ライトジギングシリーズとタイジギングシリーズ
は用途は近いですが、タイジギングはただ巻きで
のリーリングをメインに想定している点に対し、
ライトジギングは軽くジャークしてのスイミング
アピールをメインに想定しているので、ブランク
はライトジギングの方がシャープです。

SeaWalk Light-Jigging
Spinning & Bait Model

500g 静荷重比較

67UL

64L

B66L
64ML
B66ML
B65M

●→SeaWalk Light-Jigging 67UL

●→SeaWalk Light-Jigging 64L

●→SeaWalk Light-Jigging 64ML

●→SeaWalk Light-Jigging B66L

●→SeaWalk Light-Jigging B66ML

●→SeaWalk Light-Jigging B65M

SeaWalk Light-Jigging / Bending Curve / Load 500g
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シーウォーク・ライトジギング
ライトジギングモデル / 全 6機種 Light Jigging
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シーバス
ジギング
対応

深場対応 電動リール
対応

タチウオ
ジギング
対応

マダイジギング
乗せ調子
ただ巻き重視

ライトジギングタングステンジグ
対応

スーパーライトジギング
～25g程度のジグ使用可

タイラバ
タイカブラ

SeaWalk
Icons

※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したも
のではありません。この比較画像はロッドにリー
ルをセットした状態でオモリを静かにぶら下げた
ものです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作
時の使用感は表現されません。あくまでロッドの
パワーと調子の比較としてご覧ください。

硬
さ
・
張
り

強さ

ライトジギングは6機種共に青物5kgアップ、マダ
イ80cmアップも狙えるロッドですが、ジグ操作
感も含めてのパワー表記になっています。ライト
なほど軽いジグが扱える繊細な調子です。タイラ
バモデル、タイジギモデルに関してはどれも80㎝
アップのマダイを浮かせることは可能ですが、潮
流場での使用感は強さの高い方が感度が優れて
います。単純に大物が獲れるかどうかではなく、
強い方が深場、潮流場などの高負荷なフィールド
に向いているとお考えください。

シーウォーク シリーズ 特性比較表

※この特性比較表は強さと硬さを視覚的
に表記したものです。ただし、あくまで開
発時のコンセプトにもとづく参考値を元に
しており、硬さの捉え方に関しては個人差
もあります。また、硬さとは破断強度のこ
とではありませんのでご注意ください。

●→SeaWalk Light-Jigging

●→SeaWalk Taijigging

●→SeaWalk Tairubber

TJ611ML

LJ67UL

LJ64L

LJ64ML

LJB66L

LJB66ML

LJB65M

TJ75ML

TR65UL

TR61L

TR60ML

TR68L

TR68ML

TJ63M
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Tairubber & Taijigging Category
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シーウォーク・真鯛モデル / タイラバ＆タイジギング / 全 8機種 

������������������

シーウォーク タイジギング 75ML
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●ロッド全長︓2280mm （仕舞寸法︓1800mm）　●ロッド自重︓129g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（グリップジョイント）
●リールシート: IPS16（Fuji）　●適合リール目安 D:LT2500～4000C / S:C3000～4000

一般的な巻きの釣りにも対応しますが、メソッドとして多様性に富んだマダイジギングの可能性を追求するモデルです。比較的軽めの
20～100gのジグに適し、レングスを活かしたロングリフト＆ロングフォールも可能。初夏～晩秋シーズンや、比較的水深が浅い(30m
以下)場合や、重めの一つテンヤ(8号以上)やブラーマダイ釣り、更にキャスラバにも対応する高汎用度モデルになっています。

����������������
ロッドの柔軟さと溜めのパワーを生かし、タイジギングの醍醐味を存分に楽しめる高汎用性能モデル。

Price: 29,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.550mma.460mm Spinning Model

シーウォーク タイジギング 611ML
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●ロッド全長︓2130mm （仕舞寸法︓1650mm）　●ロッド自重︓125g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（グリップジョイント）
●リールシート: IPS16（Fuji）　●適合リール目安 D:LT2500～4000C / S:C3000～4000

シーウォーク・タイジギングモデルのベーシックモデルです。マダイのライトジギングとして標準的な40～120gのジグに適し、ジグ巻
き上げ時のロッドへのモタレ感もなく、即アワセも難無く決まります。春の乗っ込みシーズンや、水深50m以上の比較的深場を攻め
る場合や、潮の流れが速い時などにも威力を発揮します。初心者からエキスパートの方まで、タイジギングでまず一本というなら
611MLです。

�����������������
ジグの巻き上げ時のレスポンスもよく、ビシッとしたアワセも決めやすいタイジギングの基本モデル。

Price: 28,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.550mma.460mm Spinning Model

シーウォーク タイジギング 63M
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●ロッド全長︓1910mm　●ロッド自重︓127g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: IPS16（Fuji）　●適合リール目安 D:LT2500～5000C / S:C3000～4000

深場や潮流の速い場所で活性の高いマダイの群れを重めのジグで手返しよく攻め、負荷の高いゾーンから大鯛を真っ向勝負で引き抜
くためのワンピースモデルです。ショートレングスによる操作性の良さで、フォール時にロッドを煽りやすく、タイジギとしては重めの
Max150gまで対応可能。張りは持たせつつもアタリを弾かない絶妙なティップセクションとトルクフルなブランク全体で大鯛の強烈
なタタキと突っ込みを受け止めて浮かせます。

��������������
深場や潮流場のタイジギングに最適なモデルで、シャープな使用感と弾かないティップを持ったパワーモデル。

Price: 29,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.550mma.460mm Spinning Model 推奨ターゲット︓マダイ・青物・底物 推奨メソッド︓タイジギング（ジグ40～120g）・ライトジギング

推奨ターゲット︓マダイ 推奨メソッド︓タイジギング（ジグ20～100g）・テンヤ・キャスラバ・ブラーマダイ

推奨ターゲット︓マダイ 推奨メソッド︓タイジギング（ジグ40～120g）

シーウォーク タイラバ 60ML
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●ロッド全長︓1825mm　●ロッド自重︓127g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: TCS16（Fuji）　●適合リール目安・D:100～200 / S:100～200

粘り強く追従性の高いバット部は、不意のツッコミによるタカ切れや針折れを最小限に抑え、80cmオーバーのターゲットとも余裕を
持って渡り合えるモデルです。ワンピースの利点を最大限に生かし、絞り込まれるほどにパワーを発揮するバットにより、スピーディー
なゲーム展開が可能です。フィールドに対する汎用度は最も高く、浅場から深場、シーアンカーありから完全ドテラ流しまで一本で対
応したいアングラーにもオススメです。

���������������
幅広いウェイトのタイラバに対応し、かつ変化に富んだフィールドのフレキシブルな攻略にも最適なモデル。

Price: 23,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.555mma.440mm Bait Model

シーウォーク タイラバ 68L
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●ロッド全長︓2070mm （仕舞寸法︓1610mm）　●ロッド自重︓163g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（グリップジョイント）
●リールシート: TCS16（Fuji）　●適合リール目安・D:100～200 / S:100～200

波の高い外洋や潮流場でのドテラ流しなど、高負荷なフィールドでのタイラバゲームに対応する為に繊細なティップとパワーバットを
融合した2ピースモデル。ワンピースモデルに比べると先調子の設定ながら、大鯛の激しい突っ込みもスムーズなパワー移行でしっか
りと受け止めます。ハイパワーながら使用感は軽快ですので、ライトからヘビーまで幅広いゲームに対応します。（電動リールを使用
したタイラバ・サーベリングにも対応）
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ドテラ流し時や潮流場などで、巻きの感度を維持するためのしっかり残る強靭なバットを有する2ピースモデル。

Price: 29,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.560mma.450mm Bait Model

シーウォーク タイラバ 68ML
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●ロッド全長︓2070mm （仕舞寸法︓1610mm）　●ロッド自重︓167g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（グリップジョイント）
●リールシート: TCS16（Fuji）　●適合リール目安 D:100～200 / S:100～200

68Lの繊細なティップは残しつつ、ベリーからバットのパワーを強化。潮流の速い難所やディープゾーンで100ｇ以上の重めのタイラ
バを使用する状況下でも、レスポンスの良いブランクは潮圧に負けることなく細かなアタリや潮流等の情報を確実にアングラーへ伝
えます。パワーもシリーズ最強で、深場における80cmオーバーの大鯛に的を絞ったランカー仕様です。（電動リールを使用したタイ
ラバ・サーベリングにも対応）
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深場の大物を浮かせ、ヘビータイラバのディープ狙いでも感度を失わないブランクを持ったパワーモデル。

Price: 29,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.560mma.460mm Bait Model 推奨ターゲット︓マダイ・タチウオ 推奨フィールド︓水深130mほど（ドテラ流しにも対応）

真鯛をタイラバやジグで狙うルアーゲームは、ライトラインを使用して潮圧の影響
を極限まで軽減し、ただ巻きをメインとしたタイトな誘いでゲームを組み立てます。
状況によりタイラバが良かったりジグが良かったりするのがマダイ狙いの醍醐味で
あり、シーウォークではタイラバモデルとタイジギングをラインナップしています。
シーウォーク・タイラバモデルは、潮圧の変化や魚がまとわりつく感覚をナチュラ
ルに伝えてくれる高感度性能が特徴のシリーズです。魚に見切られない繊細な
ティップと、食い込んだ際には確実にフッキングに持ち込み、想定外の大物でも
柔軟に対応するバットパワーを併せ持ちます。シーウォークタイジギングモデルは
乗せと感度を重視したしなやかなティップに、ジグを軽快に巻き上げる操作性と
マダイの硬い口へ確実にフッキングを決めるためのベリーからバットの適度な張
りを融合したシリーズです。

シーウォーク タイラバ 61L
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●ロッド全長︓1850mm　●ロッド自重︓125g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: TCS16（Fuji）　●適合リール目安・D:100～200 / S:100～200

高感度ながらバイト時に違和感を与えにくいソフトティップと、そこにレスポンスの良いバットを組み合わせることにより、マダイの硬
い口にもしっかりとフッキングできるように仕上げました。使用感は65ULに近いですが、65ULよりもリフト力をアップさせてありま
す。ソフト、かつスピーディーなゲーム展開が好きな方にオススメの一本です。
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感度・操作性をバランスよく融合したブランクにより高い汎用性能を持ったオールマイティーモデル。

Price: 23,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.555mma.440mm Bait Model

シーウォーク タイラバ 65UL
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●ロッド全長︓1950mm　●ロッド自重︓119g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 1pc
●リールシート: TCS16（Fuji）　●適合リール目安・D:100～200 / S:100～200

シリーズ中、最もソフトなティップを持たせ、ベリーの中腹部からバットにかけては粘りながらも残る調子で、揺れる船上での安定し
たリトリーブが出来るように仕上げました。表記はULですが、あくまで使用感としての表記で、ブランクには大鯛のフッキングから
ファイトにも対応するパワーも十分に持たせています。乗せ重視のベーシックモデルとして基本となる一本です。
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水深40m程度のエリアを探るタイラバゲームに最適なULクラスで、大鯛対応の強靭なパワーも持つ基本モデル。

Price: 24,500 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.555mma.440mm Bait Model 推奨ターゲット︓マダイ 推奨フィールド︓～水深80m

推奨ターゲット︓マダイ 推奨フィールド︓～水深100m

推奨ターゲット︓マダイ 推奨フィールド︓～水深100m

推奨ターゲット︓マダイ・タチウオ 推奨フィールド︓~水深100ｍほど（ドテラ流しにも対応）

シーウォーク・タイジギング＆タイラバ
シリーズにリールをセットし、ラインを
通した状態で500gの静荷重を掛けた竿
曲がり比較です。タイジギングモデル3
機種の内、63Mのみ1ピース構造の為、
比較した場合に曲がり方が異なります。
この画像で見るとバット自体は弱く見え
ますが、1ピースのロッド全体で曲がる
ように仕上げた大物竿です。また水深
50m以内ならば75ML、水深50ｍを超
える場合は611MLが扱いやすいシチュ
エーションです。
タイラバモデル68L,68MLはグリップ
ジョイントの2ピース構造となり他3機
種とはバットパワーは大きく異なりま
す。深場・潮流場用に開発されたモデル
であり、高負荷な中でタイラバをリーリ
ングで巻き取る際にも曲がりすぎて感
度を失うことはありません。タイラバも
100g以上のヘビーウェイトを多用し、
水深も50m以深をメインに狙う方にも
お勧めの2機種です。

※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。この
比較画像はロッドにリールをセットした状態でオモリを静かにぶら下げ
たものです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感は表現さ
れません。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。

TJ75ML

TJ611ML

TJ63M

TR65UL

TR61L TR68L

TR60ML

TR68ML

●→SeaWalk Taijigging

●→SeaWalk Tairubber

SeaWalk Taijigging & Tairubber / Bending Curve / Load 500g
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SeaWalk Taijigging
SeaWalk Tairubber
Spinning & Bait Model
500g 静荷重比較→



推奨ターゲット︓最大40kg程度のマグロ類・大型青物 推奨ルアー︓プラグ各種

推奨ターゲット︓最大40kg程度のマグロ類 推奨ルアー︓プラグ各種

推奨ターゲット︓最大70kg程度のマグロ類 推奨ルアー︓プラグ各種

推奨ターゲット︓最大100kg程度のマグロ類 推奨ルアー︓プラグ各種

アングラーに負担の少ない“曲がって耐える”設計を採用し、小型ベイトサイズに合わせたルアーを投げ込めるPE6号クラスのライト
ツナモデル。小型ベイトパターンに有効な30gの小型ルアーの遠投が可能でありながら、50kg程のマグロなら十分に対応可能なパ
ワーも併せ持っています。ライトモデルとは言え、ブランクの捻じれの補強でバットに4軸カーボンを巻き、高い戦闘力を手にした一
本です。
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ツナモデル“Blacky”のライトクラスでもあり”Canary”の名の通り、カナリア色の肌を持つ”ヒラマサ”から”キハダマグロ”をはじめと
するマグロ類をターゲットに設定したマルチモデルです。その高いキャスタビリティーは、離れたナブラも的確に撃ち抜き、30g未満
のルアーでも十分な飛距離を得る事が可能です。また、短時間で魚を浮かせることに主眼を置いた強靭なバット設計で、根に走る相
手にも屈することなく走りを止めます。

ツナモデル“Blacky”の中でも汎用性が高く、イワシパターン時に最適な40g程度の小型プラグから、100ｇ前後のプラグを使用して
の誘い出しにも扱いやすい万能なツナロッドです。ロッドを立てて耐える事ができる柔軟なベリーは、ただ柔らかいだけのロッドでは
なくマグロを浮かせるリフト力も兼ね備え、4軸カーボンで補強することで横への捻じれにも強いブランクになっています。マグロだけ
でなく、大型ヒラマサの急な突っ込みも吸収し、主導権を渡すことの無い一本です。

10パワークラスのヘビーツナモデル。シイラなど大型のベイトをも呑み込む100kg級に成長したマグロを桁外れのスペックで狙う
アングラーにオススメ。81/8より全体のパワーが上がっている為、130g前後の大型ルアーを使用してのヒラマサ・マグロの誘い出
しにも扱いやすい一本です。また、曲げて耐える設計ですが、バットの4軸カーボンが持つ捻じれからの復元力により、大型マグロ
との持久戦や大型ヒラマサのはしりにも大きなアドバンテージをもたらします。

Boat Casting
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ボートキャスティングにおけるプラッギングゲームは様々な
魚種をターゲットにした多彩な誘いを駆使する釣りです。サ
ワラ・カツオ・シイラ・ブリ・ヒラマサという近海から離島ま
で幅広く生息する回遊魚、そしてクロマグロ・キハダマグロ・
GT（ロウニンアジ）といったビッグターゲット…。
これらのターゲットは殆どがトッププラグで狙うスタイルが
主流であり、ということは狙うレンジはサーフェイスからサブ
サーフェイスという、ごく限られた範囲なのです。この限定さ
れたレンジに魚を誘い出すために、タックルやテクニックに
は無限の選択肢が存在します。
ターゲットが大きかろうが小さかろうが、アングラーはこの
狭いレンジに魚を誘い出すために、ルアーのサイズや特性、
キャスト精度と飛距離、アクションのスピード、強弱、間、と
いった様々な要素を突き詰めていくわけです。また瞬間の判
断力や実行力といった要素も釣果に大きく影響します。
限られた範囲を狙うからこそ突き詰める思考が生まれ、この
ゲームは進化し続けてきたのです。そして、これからもそれは
より奥深く、融合と細分を繰り返しながら進化するのです。

ブルースナイパー・ボートキャスティング
ツナモデル / 全 4機種 
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Boat Casting
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ブルースナイパー 81/10 ブラッキー
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シイラパターンなど大型ルアーを使う状況にも対応するパワーモデルながら扱いやすさも追求したモデル。

Price: 56,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.790mma.490mm Spinning Model

ブルースナイパー 81/8 ブラッキー
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PE8号クラスのツナモデルとして、キャスト・ファイト共に最も高い汎用性能をもったオールマイティーモデル。

Price: 55,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.790mma.490mm Spinning Model

ブルースナイパー 81/6 ブラッキー
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小型ベイトパターンに対応するキャスト性能と、曲がることで迅速に浮かせるブランクパワーを融合した一本。

Price: 52,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.790mma.490mm Spinning Model

ブルースナイパー 85/4 キャナリー
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●ロッド全長: 2570mm （仕舞寸法: 1860mm）　●ロッド自重: 339g
●ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様（Fuji）　
●適合リール目安 D: 4500～5500 / S・D: 8000～14000 
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キハダマグロ・ヒラマサゲームのスモールベイトや遠距離戦といったタイトな状況を攻略するテクニカルモデル。

Price: 50,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.790mma.480mm Spinning Model

アルミギンバル
交換可能

アルミギンバル
交換可能

アルミギンバル
交換可能
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●ロッド全長: 2480mm （仕舞寸法: 1775mm）　●ロッド自重: 378g
●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（グリップジョイント）　
●リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様（Fuji）　
●適合リール目安 D: 5000～5500 / S・D: 14000 

●ロッド全長: 2480mm （仕舞寸法: 1775mm）　●ロッド自重: 387g
●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（グリップジョイント）
●リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様（Fuji）　
●適合リール目安 D: 6500 / S・D: 14000~20000 

●ロッド全長: 2480mm （仕舞寸法: 1775mm）　●ロッド自重: 399g
●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（グリップジョイント）
●リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様（Fuji）　
●適合リール目安 D: 6500 / S・D: 14000~20000 

ブルースナイパー・ボートキャスティングシリーズのツナモデルはクロマグロ・キハ
ダマグロといったターゲットに特化したスペシャルクラスです。
想像を超えるスピードとトルクを持ったマグロ類とのファイトでは、相手に主導権
を取られてしまえば長期戦になることは必至です。のされることなく、しっかりと
ロッドを曲げてプレッシャーを掛け続けることが重要であり、ツナモデルでは粘り
ながら反発力を失わないブランクを練り上げました。またナブラ撃ちや誘い出しも
しやすい、高いキャスタビリティーを持たせたラインナップを揃えています。

BlueSniper for Tuna Game 
Icons 大型船ブリ

青物全般

キハダマグロ・クロマグロ
Mは中型マグロ（主にキハダ）
Lは大型マグロ・XLは超大型マグロ

ヒラマサ
L表記は大型ヒラマサ

小口径
ポッパープラグ全般中型船

Blacky 3機種のグリップエンドの交換について　※グリップエンド標準仕様BRC22.0-ご希望によりアルミギンバル(BRCキャップ付き)へ変更可能です。（プラス2,000円） 既にご購入されているお客様に関しては、工賃込み2000円で交換可能です。通常修理扱いでお申し付けください。

GT
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大型ヒラマサともスピーディなやりとりを可能にしたパワーモデル。リフトパワーのみならず、ティップからベリーにかけてはダイビン
グペンシル等の繊細な水絡みを要するアクションも無理なくおこなえる様に設計しています。シャープなキャストフィールで安定し
た飛距離を出せ、テクニカルな誘いを駆使し、ファイト時は魚に主導権を与えずに浮かせる事の出来る一本に仕上がっています。

ティップの入りを良くし、よりオートマティックなルアー操作を可能にしたモデル。またファイト時には、ロッドの溜めでスムーズかつ
スピーディーに魚を寄せることができます。79/3に続き、ヒラマサ・ブリ狙いとしてスタンダードに使える一本に仕上がっており、取り
回しの軽さの割にパワーを秘めているのでビギナーや女性にもオススメです。

推奨ターゲット︓20kg未満の回遊魚・青物

推奨ターゲット︓25kg未満の回遊魚・青物
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キャスト性に優れたショートレングスモデル。アンダーキャストモデルだからこそ、キャスト性能には細部までこだわりました。ロッド
全長とは相反して80gまでのルアーを軽い力で遠投することを可能とし、取り回しの良さを生かして、スペースを確保できない乗り合
いボートや小型ボートでの釣行時に活躍する一本に仕上がっています。（82/4より全体的に硬めです）

ロッドを手に取った時の印象は4パワー相当のモデルですが、軽快なキャストフィールと小型ルアーを繊細に操作できるティップを
持ち合わせたモデルです。特に小型ルアーにしか反応しないシチュエーションで活躍し、不意の大型青物にも安心感をもって対応
できるバットパワーを備えています。テスト時には30㎏のクロマグロをキャッチするなど、そのポテンシャルは計り知れません。

ショートレングスを活かした取り回しの良さが特徴のミディアムクラスモデル。プレジャーボートやカヤックからのカツオや青物を狙う
際の取り回しの良さとアクションレスポンスを追求しました。79/3では少々パワーが強いと感じる方や、70/2よりパワーが欲しい方に
オススメの一本です。小型ペンシルや小口径ダイビングポッパー等、様々なルアーを操る繊細なティップは新世代モデルに相応しい
仕上がりです。

取り回し重視のショートレングスモデル。プレジャーボートで小回りの利いたキャストを求められるシチュエーションに活躍する一
本。ティップの張りは81/2に似ていますが、ベリーからのパワーは３パワークラスに近いパリッとした張りのある調子です。ティップ
は20g程のルアーを小気味よくキャストすることができ、取り回しが良いレングスからカヤックフィッシングにもオススメです。

従来のタックルでは攻略の難しかった超小型ベイトから15cm程度のベイトサイズに合わせたルアーを使えるモデルです。極小ル
アーを操作できるティップでありながら、シャープなキャストフィールでピンポイントを狙えるキャスト精度を実現しています。カツオ
やブリ（10kg程度）のサイズであれば、ファイト時にも主導権を渡すことなくライトキャスティングゲームを楽しめます。

ブルースナイパー 82/6
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●ロッド全長: 2505mm （仕舞寸法: 1820mm）　●ロッド自重: 346g
●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（グリップジョイント）
●リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様（Fuji）　
●適合リール目安 D: 5000~5500 / S・D: 14000 

����
ヒラマサ狙いに必須の水絡みの良いアクションを入れやすいティップに、強引に魚の走りを止めるパワーを融合。

Price: 49,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.755mma.450mm Spinning Model

ブルースナイパー 82/4
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遠投性能・ルアー操作性・パワーをバランス良く高めた、ブリ・ヒラマサ狙いのスタンダードモデル。

Price: 46,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.750mma.480mm Spinning Model

ブルースナイパー 75/4
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オーバーからアンダーまで様々なキャストを的確におこなうための性能に特化したテクニカルモデル。

Price: 44,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.710mma.465mm Spinning Model

ブルースナイパー 79/3
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シリーズ中で最も高い汎用性能を持ち、軽快なルアー操作性と相反するパワーを融合したオールラウンダーモデル。

Price: 42,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.710mma.470mm Spinning Model

ブルースナイパー 72/3
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軽快な取り回しと操作感にパワーを融合したモデル。テクニカルに誘い、スピーディーに魚を浮かせることが可能。

Price: 41,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.615mma.410mm Spinning Model

ブルースナイパー 70/2
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シャープな使用感と取り回しの良いレングスでクイックなゲーム展開にマッチするショートモデル。

Price: 40,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.665mma.430mm Spinning Model

ブルースナイパー 81/2
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細かなアクションで食わす展開を得意とし、スモールルアーの精度の高いキャスト＆操作性を持ったモデル。

Price: 42,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.710mma.470mm Spinning Model
推奨ターゲット︓10kg未満の回遊魚・青物
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●ロッド全長: 2520mm （仕舞寸法: 1840mm）　●ロッド自重: 310g
●ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様（Fuji）　
●適合リール目安 D: 4500~5500 / S・D: 8000～14000 

●ロッド全長: 2260mm （仕舞寸法: 1670mm）　●ロッド自重: 279g
●ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様（Fuji）　
●適合リール目安・D: 4000~4500 / S・D: 6000～8000 

●ロッド全長: 2365mm （仕舞寸法: 1740mm）　●ロッド自重: 263g
●ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（グリップジョイント）　●リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様（Fuji）　
●適合リール目安 D: 4000~4500 / S・D: 6000～8000 
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●ロッド全長: 2210mm （仕舞寸法: 1655mm）　●ロッド自重: 222g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（グリップジョイント）
●リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様（Fuji）　
●適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 4000～6000 
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●ロッド全長: 2140mm （仕舞寸法: 1550mm）　●ロッド自重: 220g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（グリップジョイント）
●リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様（Fuji）　
●適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 6000 
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●ロッド全長: 2480mm （仕舞寸法: 1830mm）　●ロッド自重: 233g
●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（グリップジョイント）
●リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様（Fuji）　
●適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 6000 
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推奨ターゲット︓10kg未満の回遊魚・青物

推奨ターゲット︓15kg未満の回遊魚・青物

推奨ターゲット︓10kg未満の回遊魚・青物

推奨ターゲット︓15kg未満の回遊魚・青物

ブルースナイパー
ボートキャスティングモデル / 全 7機種 
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Boat Casting
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ブルースナイパー・ボートキャスティングモデルは、誰にでも扱いやすく、大物との
ファイトでも優位性を保つことを基本性能として求めたシリーズです。
小型回遊魚からブリ・大型ヒラマサ、キハダマグロといったボートキャスティング
におけるプラッギングゲームを楽しむためには、ターゲットやシチュエーションに
マッチしたタックルを使用する必要があります。ブルースナイパー・ボートキャス
ティングはカヤックから大型遊漁船といったシチュエーションに合わせて、様々な
ターゲットに効果的なプラグアクションでアピールしやすいように設計したライン
ナップを揃えています。全機種共通で追求したのは軽快なキャストフィール、そし
てしっかり腰を落として魚にプレッシャーを入れやすい曲がりとバットパワー。
これらの基本性能は、思い通りにいかない展開が多いボートゲームにおいて必ず
や確かなアドバンテージを与えてくれます。 BlueSniper

Icons

カツオ
小型回遊魚ミノー

カヤック 小型船 大型船

ブリ
青物全般

キハダマグロ・クロマグロ
Mは中型マグロ（主にキハダ）
Lは大型マグロ・XLは超大型マグロ

ヒラマサ
L表記は大型ヒラマサ

小口径
ポッパープラグ全般

中型船

トレバリー

���

アンダーキャスト

������������

������������

������������

������������
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BlueSnipe『 &BLUE REEF 
3kg静荷重比較

BLUE REEF 
GT Game 

ブルー リ ーフ

ボー トGTモデル／全4機種
゜
BLUE REEF Movi●● 

派手なバイトに派手なファイトとは裏腹に、繊細な操作が求められるGTゲーム。

近年の細分化されたルアー による繊細なアクションは、ロッドにも多岐にわたる

課題を突きつけます。私たちは国内において種子島、トカラ列島をメインにテスト

を重ね、ヤマガプランクスの想う次代のGTロッドを形にしました。1日投げ倒す為

の軽快さ、アングラー の意図に応える操作性、潮流に負けず魚を根から引き剥が

す為のトルク等相反す る性能をプランクに凝縮しました。挑戦者を惹きつけて止

まない特別な存在であるGTと真摯に向き合うシリ ーズです。

●→BlueSniper （ロッドは黒で表示）
●→BlueSniperBS/4 Canary （ロッドは羮で表示）
●→BlueSniper Blacky （ロッドは赤で表示）
●→BLUE REEF DUAL （ロッドは緑で表示）
●→BLUE REEF （ロッドは青で表示）

BLUE REEF 
Icons --GT ;;中型マグロ g；大型ヒラマリ [;iプラグ全般 ［；；大型プラグ こ芯茫径 国氣環 雲ヘビーミノー

711/8 StickBait
日 lure:Max160g une:MaxPE8 

Drag Max: 13kg/45
° 

ブルーリー-::, 711/8 スティックベイト

•ロッド全長： 2470mm （仕舞寸法： 1765mm) •ロッド自皿： 395g
●ガイド： SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
●継数： 2pcs （グリップジョイント） •リールシー ト： DPS20 (Fuji) 
●適合リール目安 D: 6500 / S · D: 14000~18000 

マ＇

P『ice: 55,000 円（税抜価格）

織細かつ＊絡み重視のペンシル系Jレアー繰作性能に特化したGTキャスティングモデル。

“スティックベイト ＂の名の通り ペンシル系の繊細なルアーアクションを得意とするモデル。柔軟なティップはショートストロ ー クはも
ちろん、ロングストロ ークでもプラグの水噛みに優れ、粘りのあるバットパワ ーは魚をいなして獲ることも、ある程度強引なリフトで
獲ることも可能です。バランスの良さ、軽快なキャストフィールを持ち、GTのみでなく大型ヒラマサやキハダの誘い出しにもお勧め
いたします。

7
 

マ` マ ▽
 

ヽ

lグリップ寸法 a.520mmj b.780mm」 Spinning Model 

00こ目

推奨ターゲット：GT・ キハダマグロ ・ 大ヒラマサ 推奨ルアー ：ペンシルベイト全般

80/8 Dual ブルーリー フ 80/8 デュアル

日 lure:Max160g Line: MaxPE8 

Drag Max: llkg/45
° 

•ロッド全長： 2495mm （仕舞寸法： 1785mm) •ロッド自塁 373g
●ガイド： SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
●継数： 2pcs （グリップジョイント） •リールシー ト： DPS20 (Fuji) 
●適合リール目安 D: 6500 / S · D: 14000~18000 

7-

Price: 58,000 円（税抜価格）

匪磁忍． !I 
ポッバー ・ペンシル闘わず、樺々な状況に対応した1レアーアピールを実現する汎用バワーモデル。

711/lODual のライトクラスとして位置づけたこのモデルは｀よりしなやかなブランク調子に設計し、さらにライン号数を落とした
ゲーム展開が可能です。ベ ンシルベイトのより繊細な操作性を実現することで魚とのコンタクトを増やしつつ、大型GTを確実に獲
るための強靭なリフトカを秘めます。シリーズで唯 一 NANO 素材を採用したプランクは驚呉の反発力で抜群の飛距離を稼ぎ、ファイ
ト時にはロッドの溜めで魚を浮かせ負担を軽減します。

7
 

マ｀ マ マ＞ 可 ヽ

1グリップ寸法 a,520mm | � Spinning Model 

aosL藉目こi

推奨ターゲット：GT・キハダマグロ・大ヒラマサ 推奨ルアー ：ペンシルベイト全般・小口径ポッパー

711/10 Dual プルーリーフ 711/10 デュアル

日 lure:Max200g Line: MaxPE10 

D『agMax: lSkg/45
° 

•ロッド全長； 2470mm （仕舞寸法． 1765mm) •ロッド自重． 400g
●ガイド： SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
●継数： 2pcs （グリップジョイント） ●リールシー ト： DP520 (Fuji) 
●適合リール目安 De 6500 / S · De 14000~18000 

7 

Price: 57,000 円（税抜価格）

富い汎用性能と扱いやすさに加え、大型プラグの違投性能と操作性も併せ持つスペシャルスタンダー ドGTモデル。

711/8のパワ ーアップ版。 ペンシルメインのモデルながら、711/8に比べ全体的に張りを持たせてある為、100g を超える大型プラグ
の遠投から小口径ポッパーの操作までマルチに対応します。高負荷が掛かった状況でも ベリーがうまく力を吸収し、アングラーの
体力的負担を軽減させ、体重を預けたリフトにも強靭なバットパワ ーがしつかりと応えます。ペ ンシルもポッパー も使いたいという
アングラーにはオススメの一本です。

T マ マ マ 可 ヽ

1グリップ寸浣 a.520mmj b.780mm」Spinning Model 推奨ターゲット：GT 推奨ルアー ：ペンシルベイト全般・小口径ポッパー

710/10 Chugger
日 lure:Max220g une:MaxPE10 

Drag Max: lSkg/45
° 

•ロッド全長： 2415mm （仕舞寸法： 1705mm) •ロッド自里： 390g
●ガイド： SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
●継数： 2pcs （グリ呪プジョイント） •リールシー ト： DPS20 (Fuji) 
●適合リール目安 D: 6500 / S · D: 14000~18000 
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口

ag国こ雹

プルー リーフ 710/10 チャガー Price: 53,000 円（税抜価格） aこi0雲
■I >PM';掴 l

ポッバー のスプラッシュを重視した濃リの穣いブランクで、ダイレクトな操作感を持つハイアピールモデル。

シリーズ中で最も張リを持たせたシリーズ最強モデル。大型ダイビングペンシルから大口径ボッパー用にプランク設計を行っており
ます。ティップからバットまでバッンとした調子のためファイトではしっかりと体重を乗せる必要がありますが、しっかりと曲げるこ
とができれば強力なリフトカを生み出します。ルアー操作においてもダイレクト感が強いため緩急を自在に演出でき、使う楽しさを
味わえるモデルです。

r マ｀ マ マ ｀ 

1グリップ寸法 a.520mmj b.780mm J Spinning Model 推奨ターゲット：GT 推奨ルアー ：ポッパー 全般・大型ペンシルペイト

I[ | I I I I I I I I I I I I I I I I 

プル ースナイパー、ブルーリーフの2シリーズにリ ールをセットし、ラインを通した状態
で3kgの静荷重を掛けた竿曲がり比較です。
新機種のブルースナイパー72/3は小型ボートやカヤックでの取り回しと操作性を重視
した設計で、カツオやサワラ、ブリなどの小～中型回遊魚を狙うゲームの基本となる
モデルです。その上のクラスとなる79/3になるとバットパワーは急激に上が るように
見えますが、ここからキハダマグロやヒラ マサといったタ ーゲットが視野に入るため
に設計とコンセプトが変わるからです。
ブラッキーシリーズはツナモデルという特性上、竿曲がりで並べると PElO号クラスで
も6号クラスと同等の曲がりで表示されますが、バットに関してはブルーリーフとほぼ
同等のバットパワーに位置します。低弾性に仕上げることでアングラ ーに俊しく、大型
魚には一定の負荷を与え続けやすいロッドになっており、竿を起こして角度をつける
ことで、その強靭なバットパワーを発揮するという特殊な調子となっています。
※70 ° まで立ててのファイトに対応しているのはツナ用のプラッキーシリ ーズのみで
す。ご注意ください。

※静荷望比較はロッドの特性全てを表現したも
のではありまビん。この比較画像はロッドにリ ー

ルをセットした状態でオモリを静かにぶら下げた
ものです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作
時の使用感は表現されません。あくまでロッドの

ボートキャスティングモデルはメインに使用するルアー、ファイトスタイ
ルによってロッド特性が変わります。例えば、マグロ系の魚は大きくなる
ほど持久戦になりやすいのでアングラ ーの負担を軽減するように張りを
落とし、GTなどは根に走られないようにする速攻勝負が必要なので張
りが 強く硬めの調子になっています。また、ティップはプラグメインなら
ば柔らかめ、ポッパーメインならば硬めのロッドが向いています。

． 
8S70/2 

． 
8S72/3 

2/41 
B585/4( 

B581/6B 
B579/3 

I[| I I I I I I I I I I I I I I I I 

一

一
ヽボ予研：1•）

●→BlueSniper Boat-Casting 
●→BlueSniper Canary 
●→BlueSniper Blacky TUNA-Model 
●→BLUE REEF DUAL 
●→BLUE REEF StickBait & Chugger 



ルーパス渓流モデル（51・61・71）と本流モデル（77・81・86M）に
静荷重を掛けた曲がり比較です。全てに共通する特性はキャスト
フィーリングと軽さ、そしてパワーを融合させたブランクです。ただ
し、バットパワーの強さと粘りは渓流モデルに比べ本流モデルは強
めに仕上げており、流れの中で大物を掛けた場合はこの曲がり比較
の見た目以上の差があります。シリーズ中で最強の86Mは単なる硬
いロッドではなく、曲がることで粘る強さを発揮するパワーロッドに
なっています。

Lupus / Bending Curve / Load 250g

L51 L61

L71

L77
L81

L86M

●→Lupus 渓流モデル（ロッドはグリーンで表示）
●→Lupus 本流モデル（ロッドは黒で表示）

Lupus
250g 静荷重比較

校
正
印

日 / / / / / / / /

校
正
印

日 / / / / / / / /
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ルーパス 81

���
����

��������������������
分厚い流れの中でピンを攻めるための操作性、大型サクラマスの走りも受け止めるパワーを持つ汎用モデル。

Price: 61,000 円（税抜価格）

ルーパス 86M モンスターチェリー

���
����

●ロッド全長: 2610mm （仕舞寸法: 1340mm）　●ロッド自重: 140g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: オリジナルウッドシート仕様 

�������������������������������������
モンスターサクラを狙うためのハイパワー性能と軽快な操作感とキャストフィールを融合したスペシャルモデル。

Price: 63,000 円（税抜価格）

ルーパス 77

���
����

��������������������
本流域において繊細なルアー操作が必要とされる展開で活躍するライトクラス・テクニカルモデル。

Price: 59,000 円（税抜価格）

ルーパス 71

���
����

������������������������
大場所攻略に必要なキャスタビリティーと操作性能を持ったミドルレングスの高汎用モデル。

Price: 56,000 円（税抜価格）

ルーパス 61

���
����

������������������������
基本性能を研ぎ澄ますことで、渓流のあらゆるシチュエーションをストレス無く攻略できるハイバランスモデル。

Price: 53,000 円（税抜価格）

推奨フィールド︓渓流

ルーパス 51

����������　�������������
		���
����

取り回しの良いショートレングス。コンパクトな動作で多彩なルアー操作を引き出せる高レスポンスモデル。

Price: 50,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.270mma.155mm Spinning Model 推奨フィールド︓渓流・源流

�����������　��������������
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小規模で変化に富む日本の山岳渓流において、最大限に能力を発揮できるように調整したショートレングス・ミノーイングロッド。
苛烈な源流域においても、高いキャスト精度と操作性能を持たせています。シャープで軽快なフィーリングながら、可憐な若魚も楽
しみつつ、不意の尺クラスにも難なく対応する溜めの効くブランクに仕上がっています。また、夏のボサ川など制限の多いシチュ
エーションにもオススメの一本です。

最もベーシックなレングスで、渓流の多様なシチュエーションに対応します。そして、アングラーの個性を殺さずにフィールドを攻めき
れるように使用ルアー範囲も幅広くとってあります。30㎝オーバークラスの大型ヤマメもスムーズに寄せることができるバットパワーを
持ちながら、キャストフィールは軽快そのものです。基本の一本となる設定だけに、とことんロッドバランスにこだわり練り上げたブラ
ンク性能が光るモデルに仕上がりました。

一般的な渓流における大場所を意識したロッド。川幅の広いエリアだけでなく、遠投の必要なトロ場、プール、ダムのバックウォー
ターなどでオススメのミドルレングスの逸品。40㎝アップのヤマメにも対応するパワーロッドでありながら、ティップは繊細に仕上げ
ていますので小型の魚へのフッキングもスムーズで、ニジマスの派手なジャンプにも即座に対応できる取り回しの良いバランスです。
もちろん、ミノーイングだけでなく、スプーニングにも対応。

77はサクラマスモデルとしてはライトクラスに分類されます。サクラマスだけでなく、60㎝を超える大型ヤマメや大型ニジマスを狙う
本流釣りや、湖沼型サクラマスにもオススメのモデルです。他モデルに比べると良く曲がるので、皮一枚のフッキングもバラシが少な
く、バイトが小さい時や、一発のバイトを求めるピンポイントの釣りでは最高のポテンシャルを発揮するライトクラスの逸品です。

81は最もベーシックなサクラマスロッドとして調整しました。各種ミノー・シンキングペンシルの使用がメインで、流れの中でも弾か
れずにしっかりとアクションさせつつ、フッキングに持ち込めるシャープな繊細さを持ったティップが特徴です。また、サクラマス用の
プラグやスプーン等の使用範囲も広く、キャストフィールも良好な高い汎用性も大きな魅力です。

86モンスターチェリーは、70㎝を超えるモンスタークラスを狙う、モンスターハンターにオススメのモデルです。他の2モデルと比べて
も、突出したパワーモデルになっています。しかし、モンスタークラスとも対等以上に戦えるバットパワーを有しながら、軽快な操作
感とキャストフィールを維持した、ルーパスの目玉モデルと言えます。ソルトの大物釣りでヤマガブランクスが培ったノウハウを生か
し、研ぎ澄まされたブランクは「モンスターチェリー」の名に恥じない仕上がりです。

●ロッド全長: 2470mm （仕舞寸法: 1270mm）　●ロッド自重: 129g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: オリジナルウッドシート仕様 

●ロッド全長: 2315mm （仕舞寸法: 1175mm）　●ロッド自重: 126g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: オリジナルウッドシート仕様 

●ロッド全長: 2170mm （仕舞寸法: 1110mm）　●ロッド自重: 96g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: オリジナルウッドシート仕様 

●ロッド全長: 1855mm （仕舞寸法: 960mm）　●ロッド自重: 85g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: オリジナルウッドシート仕様 

●ロッド全長: 1575mm （仕舞寸法: 850mm）　●ロッド自重: 78g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（印籠継）　●リールシート: オリジナルウッドシート仕様 

グリップ寸法 b.315mma.200mm Spinning Model

グリップ寸法 b.355mma.235mm Spinning Model

グリップ寸法 b.420mma.325mm Spinning Model

グリップ寸法 b.425mma.330mm Spinning Model

グリップ寸法 b.445mma.350mm Spinning Model

推奨フィールド︓渓流・バックウォーター・本流

推奨フィールド︓本流・渓流・湖

推奨フィールド︓本流

推奨フィールド︓本流

����������
����	������

��������������
����	������

ヤマメ
イワナ
ニジマス

サクラマス
サツキマス

本流域
中流域 湖Lupus

Icons 山岳渓流

Trout Game
���� ルーパスは源流域から本流域までのトラウトゲームをカバーすべく、複雑な流れ

の中で思い通りにミノーにアクションを伝え、また追尾してきたトラウトにしっかり
とバイトに至らせる「間」を取れる操作性を持たせることをコンセプトに開発され
たトラウトロッドシリーズです。
ブレなくシャープなキャストフィール、ルアーアクションを弾かずに動きをシームレ
スに繋げやすい絶妙な反発力、そして流れの中から大物をスムーズに寄せる強靭
なバットパワーなど、ヤマガブランクスの考えるストリームゲームに必要な性能を
詰め込みました。
マウンテンストリームモデルは国内の山岳渓流用、メインストリームモデルは本流
用・サクラマス用になります。

ルーパス
トラウト・サクラマスモデル / 全 6機種 
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※各機種アイコンの種類はアーリー・ブルーカレントの製品ページに準じています。
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ブルーカレント 70 TZ トリッパーズ
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●ロッド全長︓2145mm （仕舞寸法︓560mm）　●ロッド自重︓72g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 4pcs（印籠継）
●リールシート: VSS16（Fuji）　●適合リール目安・D:LT1000～2000 / S:C2000～2500

どこにでも持っていけるライトゲーム用4ピースモデルです。ヤマガブランクスの持つブランク設計技術を詰め込み、パックロッドなが
ら強靱なバットパワーやスムーズな曲がりを実現しています。張りの強い調子ですが、しっかりとしたベントカーブと柔軟さも持たせ
ていますので、ソルトターゲットだけで無くトラウトからブラックバスまでなんでもOK!!　幅広いルアーを使いこなせる使用感は、
パックロッドであることを忘れさせるストレスの無いゲームを堪能できます。

��������������������������
パックロッドの概念を変えるナチュラルな使用感で、あらゆるターゲットを妥協なく攻略できる。

Price: 55,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.340mma.275mm Spinning Modell

ブルーカレント 60 ジュニア
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●ロッド全長︓1830mm （仕舞寸法︓940mm）　●ロッド自重︓62g
●ガイド: アルコナイトリング・ステンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（逆並継）
●リールシート: IPS16（Fuji）　●適合リール目安・D:LT1000 / S:1000(C2000)

ブルーカレント・キッズモデルです。ブランクの強度を上げつつ、コストパフォーマンスも追求。ルアーだけで無く、エサを付けての
チョンチョン釣りにも最適な調子に整え、スタイルにこだわらないライトゲームモデルとしてお子様だけなくマニアにもオススメの一
本です。スタイルにこだわらず、60Jr用のタックルボックスに自由にルアーや仕掛けを詰め込んで、子供でも大人でも無心で目の前の
魚を釣ることに没頭してみてください。きっと忘れていた釣りの本質を思い出すことでしょう。

���������������������
ルアーでもエサでも、縛られない「釣り」を楽しめる。子供でも大人でも魚を追うことに無心で没頭できる一本。

Price: 18,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.300mma.240mm Spinning Model

ブルーカレント 73 オールレンジ TZ/NANO プロフェッサー
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●ロッド全長︓2225mm （仕舞寸法︓1135mm）　●ロッド自重︓73g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（印籠継）
●リールシート: VSS16（Fuji）　●適合リール目安・D:LT2000～2500C / S:2000～2500 

73All-Rangeはライト～ミドルゲームのカテゴリーにおけるあらゆる魚種やメソッドを一本でこなすための高汎用性能に特化したモ
デルであり、85TZ/NANO All Rangeをショートかつシャープにリファインすることで、より繊細な攻略を可能にしています。向上した
レスポンスと操作感により、ジグヘッドから各種リグ、プラグ、小型エギなど、更なる攻めの姿勢であなたのゲームイメージとテクニッ
クを具現化します。シャープな使用感と高反発なブランクを組み上げてこそ実現した汎用性能を体感してください。
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ただのライトな「なんでも竿」ではない、攻めの高次元汎用モデル。確信を持ったアングラーであれば可能性は無限大。

Price: 48,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.340mma.275mm Spinning Model 推奨ターゲット︓なんでも 推奨フィールド︓どこでも

アーリー 109MMH リミテッド

��������	��　��������������
����

●ロッド全長︓3295mm （仕舞寸法︓1690mm）　●ロッド自重︓190g
●ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド＋バットガイドのみRVガイド仕様（Fuji）
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS17（Fuji）
●適合リール目安・D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000

103M Limitedと同じく、ガイドの変更、グリップをストレートからセパレート仕様に変更し、ロッド全体のバランスを新たに調整した
EARLY-109MMHのリミテッドモデル。スタンダードモデルに比べてキャスト時の振り抜けがより軽快になり、連続する遠投時のスト
レスを軽減した仕上がりになっています。より遠投性能を求めたスタンダードモデルのコンセプトを更に研ぎ澄ました性能を持ち、繰
り返されるサーフでの遠投も軽快に、かつ高精度でおこなえる一本です。

�	������������ ����������
ロングディスタンス攻略に必須なキャスタビリティー・感度・操作性・パワーをハイバランスで融合。

Price: 49,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.585mma.455mm Spinning Model

アーリー 105MH リミテッド
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●ロッド全長︓3180mm （仕舞寸法︓1630mm）　●ロッド自重︓192g
●ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド＋バットガイドのみRVガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS17（Fuji）
●適合リール目安・D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000

EARLYのリミテッド3機種は全てブランクはスタンダードモデルと同じものを使用していますが、各パーツ部をブラッシュアップしてオ
リジナルブランクの性能をよりソリッドに体感することを第一にチューンしています。この105MH Limitedにおいても、ヘビールアーを
シャープに振り抜けるブランク特性を更に研ぎ澄まし、ヘビーかつテクニカルな操作感と高感度を実現しています。単なるパワーモデ
ルでない、複雑なサーフゲームの真髄を追求するコアアングラーに贈る一本です。

�	���������� ����������
大物狙いほど絞り込んだメソッドが必要となるサーフにおいて、より的確なルアー操作を実現するハイパワーモデル。

Price: 50,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.585mma.455mm Spiining Model

アーリー 103M リミテッド�	�����
���� ����������
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●ロッド全長︓3150mm （仕舞寸法︓1610mm）　●ロッド自重︓176g
●ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド＋バットガイドのみRVガイド仕様（Fuji）　
●継数: 2pcs（逆並継）　●リールシート: VSS17（Fuji）
●適合リール目安・D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000

サーフ用キャスティングモデルであるEARLY 103Mのブランクが持つポテンシャルを引き出すためにロッド全体の仕様を再構築し、ス
ペシャルチューンを施したリミテッドモデルです。ティップの軽量化のためにSiC-SステンフレームKガイドからSiC-Sチタンフレーム
に変更、更にバットガイドをRVガイドにすることでティップのブレを軽減しつつ、スムーズなライン放出と高感度性能を実現しまし
た。より遠くへ、より繊細なトレースを求めるサーフゲームにおいて、103M LTDは大きなアドバンテージをもたらすでしょう。

軽快に、そしてテクニカルに。サーフゲームの可能性を広げるリミテッドモデル。

Price: 48,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.555mma.420mm Spinning Model

ブルーカレント 70 プラグ TZ/NANO プロフェッサー
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●ロッド全長︓2140mm （仕舞寸法︓1090mm）　●ロッド自重︓67g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（印籠継）
●リールシート: VSS16（Fuji）　●適合リール目安・D:LT2000 / S:2000～C2500 

70Plugはアジ・メバルをメインターゲットとしたプラッギング専用モデルです。アミパターンに有効な引き波系サーフェスプラグ使用
時の感度も良好で、かつミニサイズのトッププラグの繊細な操作感も研ぎ澄ましました。もちろん、小型ミノーのトゥイッチングなどの
アクションもしやすく、挙動時のバイトも弾きにくい柔軟なブランク設計です。また、シンペンなどのただ巻き系プラグに限り7.8gまで
キャスト可能ですので、遠投してのサーフェスゲームにも対応可能です。
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ライトプラッギングに特化したモデルで、トップ・ミノー・シンペンと抵抗の違うプラグを自在に使いこなす。

Price: 47,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.340mma.275mm Spinning Model 推奨ターゲット︓アジ・メバル 推奨フィールド︓港湾・磯

ブルーカレント 66 ジグヘッド TZ/NANO プロフェッサー
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●ロッド全長︓1990mm （仕舞寸法︓1020mm）　●ロッド自重︓63g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（印籠継）
●リールシート: VSS16（Fuji）　●適合リール目安・D:LT1000～2000 / S:1000～C2000

66JHはシャープさと高感度性能に特化したジグヘッド単体専用モデルです。曲がりつつもスパっとキレのあるキャストフィールと、よ
り繊細なジグヘッドの操作感を実現しました。ジグヘッド単体をピンポイントに撃ち込み、また幅広いレンジで潮圧を感じ分けながら
食わせのイメージを深めるゲームに最適です。攻め主体で掛けにいくコアなライトゲーマー向けの一本に仕上がりました。様々な状況
をストレスなく攻めるため、アングラーのスキルを最大限に発揮できるようブランクはシャープさを追求した仕上がりです。
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ハイレスポンスを追求し、コアアングラーの熟練テクニックをよりクリアに昇華する一本。

Price: 43,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.330mma.265mm Spinning Model

ブルーカレント 57 ジグヘッド TZ/NANO プロフェッサー
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57JHは軽量ジグヘッド単体での使用に特化し、取り回しの良さに加え、キャスト・操作性・感度に徹底的にこだわりました。よりシビ
アな状況でのアジング・メバリングでの接近戦ジグ単ゲームで真価を発揮し、ブレの無い研ぎ澄ましたブランクがコアなアングラーを
サポートしてくれるでしょう。また繊細さだけでなく、曲がりつつも安心感のあるバットパワーを兼ね備え、不意の大物にも対応可能
です。小物狙いのロッドではなく、攻めを極めるためのウルトラライトクラスというコンセプトです。
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シャープなブランクと研ぎ澄ました高感度性能により、ショートレングスの利点を最大限に発揮する一本。

Price: 41,000 円（税抜価格）

グリップ寸法 b.270mma.205mm Spinning Model 推奨ターゲット︓アジ・メバル 推奨フィールド︓港湾

YAMAGA Blanks Members Only

オフィシャルオンラインショップであるヤマガブランクス・メンバーズでは、少量
生産のリミテッドモデルを販売しています。アーリーフォーサーフの3機種はパー
ツ・仕様をブラッシュアップしたチューンモデルで、ブルーカレントのリミテッド6
機種は全てオリジナルブランクとコンセプトを持ったスペシャルモデルです。
販売時期等はオンラインショップ上とメンバーズの皆様への配信メールにてお知
らせしております。（メンバーズ登録は無料です）

ヤマガブランクス オンラインショップ・限定モデルシリーズ

●ロッド全長︓1715mm （仕舞寸法︓875mm）　●ロッド自重︓58g
●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）　●継数: 2pcs（印籠継）
●リールシート: VSS16（Fuji）　●適合リール目安・D:LT1000～2000 / S:1000～C2000

推奨ターゲット︓アジ・メバル 推奨フィールド︓港湾

推奨ターゲット︓なんでも 推奨フィールド︓どこでも

推奨ターゲット︓なんでも 推奨フィールド︓どこでも

����������

SEABASSFLAT

FLAT

SAKURA JIG-HEAD
SINKING

推奨フィールド︓サーフ・ゴロタ浜・平磯・沖磯

推奨フィールド︓サーフ・ゴロタ浜・平磯・沖磯

推奨フィールド︓サーフ・平磯・ゴロタ浜・干潟・河川河口部
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