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ジグ単のアジ・メバルだけでなく、ライトラインの限界に

挑める多彩なターゲットを狙える機種をラインナップ

グリップ寸法 b.275mma.205mm Spinning Model

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。
��������������������������������������
ブルーカレント 62 TZ/NANO ジグヘッドスペシャル

Price 36,700円 （税抜価格）

タイプ 全長 仕舞寸法 自重 適合リール目安 推奨ターゲット 対応ルアー

610 Plug Quickness
73 Plug Seamless
62 Jighead Special
67 Jighead Special
71 Jighead Special
83 Flex
85 All Range
93 All Range

2100mm
2220mm
1880mm
2020mm
2175mm
2520mm
2570mm
2825mm

1075mm
1135mm
965mm
1035mm
1115mm
1290mm
1315mm
1440mm

64g
67g
53g
61g
63g
73g
84g
90g

D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT2000~2500C / S: 2000~C2500 
D: LT2000~2500 / S: 2000~2500
D: LT2500C~2500 / S: 2500~C3000 

スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング

アジ・メバル・メッキ・カマス
アジ・メバル・メッキ・カマス
アジ・メバル
アジ・メバル
アジ・メバル・小型回遊魚
アジ・メバル・クロダイ・セイゴ・小型回遊魚
なんでも
なんでも

マイクロプラグ・ジグヘッド
マイクロプラグ・ジグヘッド
ジグヘッド・マイクロプラグ
ジグヘッド・マイクロプラグ
ジグヘッド・各種軽量リグ・プラグ・ライトワインド
キャロ・フロートリグ・ジグヘッド・プラグ・ジグ
なんでも
なんでも

��・����~�����~������

グリップ寸法 b.330mma.265mm Spinning Model

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。

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基本モデル。
��������������������������������������
ブルーカレント 67 TZ/NANO ジグヘッドスペシャル

Price 38,800円 （税抜価格） ��~���/ ���~����
��~��
�/ ��・����~���
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グリップ寸法 b.330mma.265mm Spinning Model

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
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。

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。
��������������������������������������
ブルーカレント 71 TZ/NANO ジグヘッドスペシャル

Price 39,900円 （税抜価格）
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グリップ寸法 b.335mma.270mm Spinning Model

610Plug“Quickness”（クイックネス）は水圧や水流の変化、プラグの動きを明確に感じつつ、極微細なアタリを即座にフッキング
に持ち込める性能を追求しました。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、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ブランクのバランスを調整しています。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、ベリーの反発力で掛けることが可能で、ファイト時にはスムーズな曲がりで口切れを防ぎます。微か
な前アタリをも感じ取り、魚が触れた瞬間に掛けにいける極小プラグ特化型の一本です。

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。
��������������������������������������
ブルーカレント 610 プラグ クイックネス TZ/NANO

Price 39,900円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.340mma.275mm Spinning Model

73Plug”Seamless”（シームレス）はスムーズなフッキングが可能な乗せ調子の中に、シャープさとしなやかさを融合するようにブ
ランクを練り上げたモデルです。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
コンセプトにしており、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。

スローなプラグ操作の感度と乗せ調子にこだわる、ナチュラルアピール重視のプラッギングモデル。
������������������������������������
ブルーカレント 73 プラグ シームレス TZ/NANO

Price 40,900円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.390mma.325mm Spinning Model

ジグヘッド単体の遠投をコンセプトとしつつ、軽量ジグヘッドの扱いやすさと感度を融合させたロングレングスモデルです。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。また良型特
有の足元での急な突っ込みにもロッド全体でスムーズかつフレキシブルに追従し、ターゲットの走りをいなしながらブランクの復元
力で浮かすことで、テトラ帯などでも大きなアドバンテージを与えてくれるでしょう。

ロングレングスの利点を生かしながら、キレと柔軟さを融合した操作感で多彩なゲームに対応する。
��������������������������
ブルーカレント 83 TZ/NANO フレックス

Price 44,100円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.375mma.310mm Spinning Model

ライトゲームカテゴリーの中で1本あれば何でもできてしまう一本。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。極細のPEラインを使用して、小物から大物まであらゆるターゲットを狙うことがコンセプト
です。ハタ系のロックフィッシュから、チヌ＆シーバス（トップからボトムまで）、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。アングラーのスキルによって無限の可能性を秘めるヤマガブランクス渾身のオールレンジ攻略モデルです。

目指したのはブランク性能を極めた「なんでも」ロッド。ライトラインの可能性を求める一本。
���������������������������
����
ブルーカレント 85 TZ/NANO オールレンジ

Price 47,200円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.400mma.335mm Spinning Model

使い手次第で可能性は無限大のオールレンジ攻略ロングレングスモデル。その高い汎用性能から絶大な支持を得た85TZ/NANO
オールレンジのパワーアップ＆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。アジ・メバル、
ロックフィッシュはもとより、クロダイ・シーバス・エギングなど、あなたの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
でしょう。

85オールレンジの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。
���������������������������
����
ブルーカレント 93 TZ/NANO オールレンジ

Price 49,300円 （税抜価格）
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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

ボン素材、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・メバルのマイクロプラッギングゲームの特殊かつ繊細なゲームに対応するPlug

モデル2機種、ジグヘッド単体でのゲームを深めるJighead-Special3機種、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-Range2機種

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。

ブルーカレントTZ/NANOは単なる小物竿ではなく、進化し続ける極細ライトライン

の可能性を広げる為のロッドシリーズです。様々なシチュエーションで独自の楽しみ

を追求するアングラーに応えるため、高次元の汎用性能を持たせました。

トルザイトリング・チタンフレームKガイド仕様（Fuji）

アジ・メバル・小型回遊魚（メッキ・カマス等）・ロックフィッシュ・クロダイ・シーバスなど

VSS16（Fuji）/ ダウンロック仕様

2pcs / 逆並継

グリップはEVA製で全てダウンロック・フード仕様

リールシートはVSS16を採用

ガイドは全てトルザイトリング・

チタンフレームKガイド仕様

ブルーカレント TZ NANO / ライトゲームモデル / 全8機種 

LIGHT GAME CATEGORY

BlueCurrent TZ /NANO
◀シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。
   機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。
   YAMAGA Blanks Official Web site

��������

※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。

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

BlueCurrent TZ/NANO Series Rod Detail

BlueCurrent 73Plug Seamless

BlueCurrent 610Plug Quickness

機種

BLC83Flex
BLC73Plug

BLC610Plug
BLC71JHSP

BLC62JHSP
BLC67JHSP

BLC93All-Range

BLC85All-Range

BlueCurrent TZ/NANO
250g 静荷重比較

●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。
●83Flexはジグ単の遠投も可能な繊細さも持ちながら、
ロングレングスを生かして様々な状況に対応可能なモデル
です。85・93AllRangeはライトラインの可能性を広げる
高汎用性を突き詰めたモデルで、フォーリング・カーブ
フォール・スイミングといった幅広い層を探ることを得意
としたモデルです。
●610Plugと73PlugはTZ/NANO仕様であると同時に、
使用感はシリーズ内でも異色の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。マイクロ
プラグ用のモデルとして一般的なのは73Plugとなり、更な
る掛けのスピードアップを求めるスタイルならば610Plug
という選択をオススメします。

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→
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リールシートはスピニングモデルはVSS16

ベイトモデルはPMTS17を採用

ガイドはSiC-SステンフレームKガイド仕様

53/B,69/Bは、バットガイドのみSiC-SチタンRVガイド グリップはEVA製でセパレート仕様

ブルーカレントⅢ全11機種はライトタックルで様々なゲーム

をシステマティックに楽しめるラインナップを揃えました

グリップ寸法

グリップ寸法

グリップ寸法 b.355mma.290mm Spinning Model

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。

「流れ」の中に潜むターゲットを誘い出す、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。
�������������������������
ブルーカレント III 76 ストリーム

Price 27,300円 （税抜価格）

b.365mma.300mm Spinning Model

�������������������
ブルーカレント III 711

Price 27,800円 （税抜価格）

����

グリップ寸法 b.390mma.325mm Spinning Model

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。

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。
������������������
ブルーカレント III 82

Price 29,400円 （税抜価格）
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グリップ寸法 b.330mma.265mm Spinning Model

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。

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。
������������������
ブルーカレント III 69

Price 24,600円 （税抜価格）

b.345mma.280mm Spinning Model

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。

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。
������������������
ブルーカレント III 74

Price 25,200円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.305mma.200mm Bait Model

��������������������
ブルーカレント III 53/B

Price 24,100円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.360mma.255mm Bait Model

��������������������
ブルーカレント III 69/B

Price 25,700円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.425mma.320mm Bait Model

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。

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。
��������������������
ブルーカレント III 82/B

Price 30,400円 （税抜価格）

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→
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グリップ寸法 b.225mma.160mm Spinning Model

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。

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モデル。
�������������������
ブルーカレント III 53 

Price 23,100円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.275mma.210mm Spinning Model

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戦用の「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。

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。
��������������������
ブルーカレント III 510

Price 23,600円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.285mma.220mm Spinning Model

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。

ショートレングスを生かし、幅広いウェイトとレンジをカバーするセンシティブモデル。
������������������
ブルーカレント III 63

Price 24,100円 （税抜価格）

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

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。

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。

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。

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。

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。

ジグ単＆プラグを使いこなし、巻き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。

��� �

	�������

��	���

��������������

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。

SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）
〈53/B・69/Bのバットガイドのみ〉SiC-SチタンRVガイド仕様（Fuji）

アジ・メバル・小型回遊魚（メッキ・カマス等）
ロックフィッシュ・クロダイ・シーバスなど

〈スピニングモデル〉VSS16（Fuji）/ ダウンロック仕様  
〈ベイトモデル〉PMTS17（Fuji）/ ダウンロック仕様

2pcs / 逆並継

◀シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。
   機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。
   YAMAGA Blanks Official Web site

ブルーカレント Ⅲ / ライトゲームモデル / 全11機種 

LIGHT GAME CATEGORY

BlueCurrent ���� ��������

BlueCurrentⅢ Series Rod Detail

BlueCurrentⅢ82/B
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タイプ機種 全長 仕舞寸法 自重 適合リール目安 推奨ターゲット 対応ルアー

53
510
63
69
74

76 Stream
711
82

53/B
69/B
82/B

1610mm
1775mm
1910mm
2070mm
2235mm
2290mm
2425mm
2495mm
1610mm
2070mm
2495mm

835mm
915mm
985mm
1065mm
1145mm
1175mm
1245mm
1280mm
835mm
1065mm
1280mm

53g
56g
59g
66g
71g
81g
81g
83g
67g
77g
93g

D: LT1000~2000 / S: 500~C2000
D: LT1000~2000 / S: 500~C2000
D: LT1000~2000 / S: 500~C2000
D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
D: LT1000~2500C / S: 1000~2500
D: LT2000~2500C / S: 2000~2500 
D: LT1000~2500C / S: 1000~2500
D: LT2000~2500C / S: 2000~2500
フィネス用ベイトリール

フィネス用ベイトリール

フィネス用ベイトリール

スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
ベイト
ベイト
ベイト

アジ・メバル・渓流トラウト・管理釣り場トラウト
アジ・メバル・渓流トラウト・管理釣り場トラウト
アジ・メバル
アジ・メバル・小型回遊魚
アジ・メバル・小型回遊魚・ロックフィッシュ
クロダイ・セイゴ・小型回遊魚・メバル・アジ
アジ・メバル・小型回遊魚・ロックフィッシュ
クロダイ・シーバス・ロックフィッシュ・メバル・アジ
アジ・メバル・渓流トラウト
アジ・メバル・小型回遊魚・ロックフィッシュ
ロックフィッシュ・セイゴ・クロダイ・メバル・アジ

ジグヘッド・マイクロプラグ・渓流用ミノー・スプーン
ジグヘッド・マイクロプラグ・渓流用ミノー・スプーン
ジグヘッド・マイクロプラグ
マイクロプラグ・ジグヘッド
マイクロプラグ・ジグヘッド・小型ジグ・各種リグ
プラグ全般・小型ジグ
ジグヘッド・キャロ・フロートリグ・プラグ
プラグ・ジグ・各種リグ・ジグヘッド
ジグヘッド・マイクロプラグ・渓流用ミノー
各種リグ・マイクロプラグ・ジグヘッド
各種リグ・ジグ・プラグ・ジグヘッド

����������������シリーズ モデルデータ

●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。
●53・53B・510・63・69・69B・74まではジグ単をメイン
とした繊細さ重視のモデルです。
●711はジグ単の遠投をメインにしたモデルですが、マイ
クロプラッギングやキャロ等も得意とする高汎用モデル
になっています。
●76Streamはクロダイやセイゴ、小型回遊魚などを小型
プラグで狙うためのアクション性能に優れたモデルであ
り、シリーズ中でも特別な調子になっています。
●82はスピニング・ベイト共にバットは強めにしてありま
すので、フロートリグ、クロダイのボトムゲーム等もストレ
スなく楽しめます。
●シリーズ通してジグ単・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
ラインナップです。
●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。

ブルーカレントTZ/NANOとブルーカレン
トⅢシリーズの中から、ジグヘッド単体
をメインとしたゲームに適したモデルを
ピックアップした曲がり比較です。

ブルーカレントTZ/NANOオールレンジモデルとブ
ルーカレントⅢ、他にエギングロッドのメビウスとアー
リーフォーモバイルから、オールマイティーに使用でき
るモデルをピックアップした曲がり比較です。

ブルーカレント・ライトゲームシリーズは様々なターゲットをライトタックル
で楽しむためのモデルを揃えています。ここではブルーカレントTZ/NANO、
ブルーカレントⅢ全機種を曲がり・ゲーム（ターゲット・ルアー）のマッチ度・
パワーで比較してみました。機種特性を知る上での参考にしてみてください。

BlueCurrent ジグ単モデル
250g 静荷重比較

オールマイティーモデル
250g 静荷重比較

67TZ

73 Plug

610 Plug

71TZ

62TZ

510

63

53

Ⅲ82

Ⅲ76 Stream
Mebius
710L

Mebius
85ML

85AR

93AR

EA 84ML

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。

●→BlueCurrent TZ/NANO

●→BlueCurrent Plug TZ/NANO

●→BlueCurrent Ⅲ
ブルーカレントシリーズ / 各種比較データ

ターゲット＆ゲーム

ブルーカレントシリーズ
TZ/NANO＆Ⅲ

全モデル

チヌ・シーバス、エギング（～3号）やショアタチウオ、ミノーやスプーンを使用したレイクトラウトゲームなど汎用性の高さを活かし、アイデア次第で様々なゲームに流用可能なモデルです。

アジ・メバル・メッキ・カマスからチヌ・セイゴなどライトタックルで幅広く狙いたい方におすすめです。アジ・メバル狙いのとき大物が混じるエリアでも安心感を持ってお楽しみいただけます。

トゥイッチの連続アクションで食わせの間を演出できる操作性と、取り回しの良さに長けたモデルです。ベイトフィネスを用いた攻略には「Ⅲ53/B」をおすすめします。

SLSJ（スーパーライトショアジギング）におすすめしたいモデルです。魚のサイズを選ぶことができないこのゲームにおいて、ロッドには不意の大物への対応力が求められます。

ジグヘッド、テキサスリグ、フリーリグ、ライトワインドなど様々なリグを使い分けながら狙うロックフィッシュゲームにおすすめのモデルです。繊細な操作性と魚を浮かせるバットパワーが魅力です。

ジグ単では届かない沖の竿抜けポイントを攻略することができるモデル。リグをフルキャストできるパワーと遠投先でも鈍ることのない高感度をそなえています。

メリハリをつけたアクションでメッキなどの小型回遊魚狙いや、夏のトップチヌ・シーバスゲームに必要な、レスポンス性能とパワーを併せ持つモデルです。

プラグモデルである「610 クイックネス」と「73 シームレス」の2機種は、ルアーアクション時における移動距離の調整や食わせの間の演出など、アングラーの意のままに操ることができる操作性に長けています。

強風時や沖に潜むアジ・メバル狙いであったり、ワインドタイプのジグヘッドを用いたライトロックゲームにおすすめしたいモデルです。

~3g程度のジグヘッドを使いアジ・メバルをメインターゲットにしたライトゲームの定番です。

ジグ単~3g

ジグ単 3g~5g

マイクロプラグ~5cm

プラグ 5~9cm

キャロ・フロート

メタルジグ 5g~

トラウト

各種リグ 5g~

バーサタイルミドル 7~21g

バーサタイルライト ~7g

62
JHSP

67
JHSP

610
PLUG

73
PLUG

71
JHSP

83
FLEX

All
Range

85
All

Range

93
53 510 63 69 74 76 711 82 53B 69B 82B

アジ・メバル

多魚種

多魚種

多魚種

多魚種

アジ・メバル

アジ・メバル・その他

ロックフィッシュ

多魚種

ヤマメなど

ブルーカレントシリーズは、アジ・メバルはもちろんチヌやシーバスまで幅広い魚種を攻略

可能なシリーズです。下の表ではターゲット＆ゲーム別に、対応ルアーや魚のサイズ・ゲー

ム特性を考慮し、オススメしたい機種を表記しました。

BlueCurrent Series 全ラインナップ 推奨ターゲット&ゲーム一覧表
◎＝高推奨　○＝推奨

BlueCurrentⅢ69/B BlueCurrentⅢ82 BlueCurrentⅢ69

BlueCurrent83TZ/NANO Flex BlueCurrentⅢ53

BlueCurrentⅢ711 BlueCurrentⅢ510 BlueCurrentⅢ76 Stream

BlueCurrentⅢ711

●BlueCurrent Ⅲ Spinning Model
●BlueCurrent Ⅲ 76 Stream
●BlueCurrent Ⅲ Bait Model

※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。

BLCⅢ-76 Stream

BLCⅢ-711

BLCⅢ-82B

BLCⅢ-82

BLCⅢ-74

BLCⅢ-69
BLCⅢ-63

BLCⅢ-510BLCⅢ-53

BLCⅢ-69BBLCⅢ-53B

BlueCurrent III
250g 静荷重比較
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グリップ寸法 b.535mma.430mm Spinning Model

���������������������
アーリー 109MMH フォーサーフ

Price 34,600円 （税抜価格）

タイプ機種 全長 仕舞寸法 自重 適合リール目安 推奨ターゲット 対応ルアー

99ML
103M

109MMH
105MH

105MMH/B

2980mm
3150mm
3295mm
3180mm
3175mm

1525mm
1610mm
1690mm
1630mm
1625mm

155g
174g
195g
192g
189g

D: LT4000C~5000C / S: 4000~5000
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000
D / S: 200前後

スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
ベイト

フラットフィッシュ・青物・シーバス・海サクラ
フラットフィッシュ・青物・シーバス・海サクラ
フラットフィッシュ・青物・シーバス・ヒラスズキ・海サクラ
フラットフィッシュ・青物・シーバス・ヒラスズキ・海サクラ
フラットフィッシュ・青物・シーバス・ヒラスズキ・海サクラ

各種プラグ・ジグヘッド・ジグ
各種プラグ・ジグヘッド・ジグ
各種プラグ・ジグミノー・ジグ
各種プラグ・ジグミノー・ジグ・ジグヘッド
各種プラグ・ジグミノー・ジグ

グリップ寸法 b.540mma.435mm Spinning Model

��������������������
アーリー 105MH フォーサーフ

Price 35,700円 （税抜価格） ��~������� ����~�����

グリップ寸法 b.570mma.445mm Bait Model

�����������������������
アーリー 105MMH/B フォーサーフ

Price 36,200円 （税抜価格） ��~��� ���� ������~�������

�~��� ���� ������~�������
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グリップ寸法 b.515mma.435mm Spinning Model

�������������������
アーリー 99ML フォーサーフ

Price 33,600円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.525mma.420mm Spinning Model

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。

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。
�������������������
アーリー 103M フォーサーフ

Price 33,600円 （税抜価格）

���������������シリーズ モデルデータ

アーリー・オールキャスティングシリーズは、サーフ・シーバス・ロックフィッシュといった

ショアキャスティングの代表的なカテゴリーを網羅しつつ、オールラウンダーのマルチ

ピースモデル、ライトボートキャスティングゲーム用ボートモデルと揃えました。

ヒラメ・マゴチ・ロックフィッシュ・シーバス・ヒラスズキ・小型青物…などといった近海

のターゲットを狙う上で、ロッドに求められるのは軽快さ、遠投性能です。このシンプ

ルな基本性能をとことん研ぎ澄ましてシリーズを構成することが、アーリーシリーズ

のメインコンセプトです。

シリーズ内のカテゴリーは設定していますが、カテゴリーのゲームスタイルに合った特

性は持たせつつ、キャスタビリティー重視のブランク設計はアングラーの皆様に自由

に使っていただける汎用性能を備えています。（P33表参照）

なによりもまず、投げやすく、よく飛ぶ。このアドバンテージがもたらすゲームの可能

性を、ぜひアーリーシリーズ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 

アーリー・オールキャスティング / 全 15機種 

EARLY for SurfEARLY
ALL CASTING

SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）

フラットフィッシュ・シーバス・海サクラマス・青物・ヒラスズキ・オオニベ

〈99ML〉VSS16 〈105MMH/B〉ACS17 〈その他〉DPS18
〈スピニングモデル〉アップロック仕様
〈105MMH/Bのみ〉ダウンロック仕様（全てFuji）

2pcs / 逆並継
◀シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。
   機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。
   YAMAGA Blanks Official Web site

スピニングモデルのリールシートは、セパレートタイプは

VSS16、ストレートタイプはDPS18のアップロック仕様ガイドは全てSiC-SステンレスフレームKガイド仕様（Fuji）
ベイトモデルのリールシートはACS17で、

フードタイプのダウンロック仕様

アーリー・フォーモバイルのジョイントはバット部が並継ぎ、

他が逆並継ぎ仕様です

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

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。

ベイトリールの真価を引き出す超遠投＆高感度性能で、新たなサーフゲームの扉を開く。

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。

サーフゲームの可能性を広げるMLクラス。繊細な操作性能と遠投性能を融合したフィネスモデル。

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。

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、広大なフィールドを攻略する。

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。

幅広いルアーを使いこなし、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。

※各種プラグ（ミノー・シンキングペンシル・バイブレーション）

ALL CASTING / SURF GAME CATEGORY

EARLY ALL CASTING Series Rod Detail

SURF / ROCK / SEABASS / MOBILE / BOAT

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。

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。
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グリップ寸法

グリップ寸法 b.520mma.395mm Bait Model

���������������������
アーリー 93MH/B フォーロック

Price 34,600円 （税抜価格）

タイプ機種 全長 仕舞寸法 自重 適合リール目安 推奨ターゲット 対応ルアー

86MH
104H

93MH/B

2590mm
3160mm
2815mm

1325mm
1615mm
1445mm

123g
205g
149g

D: LT3000~4000C / S: C3000~4000
 
D / S: 150~200

スピニング
スピニング
ベイト

ロックフィッシュ・シーバス・タチウオ
ロックフィッシュ・青物・ヒラスズキ
ロックフィッシュ・シーバス

各種リグ・ミノー・バイブレーション
ジグヘッド・各種リグ・各種プラグ
ジグヘッド・各種リグ・各種プラグ

���� ����~��~�������

���� ����~���~�������

���� ������~��������~��
	��~�������

���� ������~����~�������

b.480mma.365mm Spinning Model

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。
�������������������
アーリー 86MH フォーロック

Price 32,500円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.525mma.420mm Spinning Model

�������������������
アーリー 104H フォーロック

Price 36,700円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.460mma.345mm Spinning Model

��������������������������
アーリー 84ML フォーモバイル

Price 42,000円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.510mma.395mm Spinning Model

���������������������������
アーリー 96MMH フォーモバイル

Price 47,200円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.480mma.365mm Spinning Model

���������������������������
アーリー 76MMH フォーモバイル

Price 42,000円 （税抜価格）

��~������� ����~�����

�~������� ����~�����

���������������シリーズ モデルデータ

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。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。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

ける上での秘訣であり、ヤマガブランクスが求めたロックフィッシュスタイルです。

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。

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
EARLY for Rock

����� SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）
������ ロックフィッシュ・シーバス・タチウオ・青物~3kg程度まで

���������〈86MH〉VSS16（Fuji）/ アップロック仕様
〈104H〉DPS18（Fuji）/ アップロック仕様
〈93MH/B〉ACS17（Fuji）/ ダウンロック仕様

���������� ���� 2pcs / 逆並継 ◀シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。
   機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。
   YAMAGA Blanks Official Web site

�����

���������

������

���������� ����

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 
EARLY for Mobile

SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）

シーバス・ロックフィッシュ・クロダイ・フラットフィッシュ・小型青物など

VSS16（Fuji）/ アップロック仕様

3pcs・4pcs / 逆並継+並継
◀シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。
   機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。
   YAMAGA Blanks Official Web site

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

※EARLY 104H 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。

硬さだけを求めず、剛柔併せ持つブランクによりパワー・キャスタビリティー・感度に優れた一本。

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。

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。

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サワラゲームまで幅広
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。

大物とのファイトを想定したパワーを有し、国内から海外のゲームまでマルチに攻略する。

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。

ベイトの利点である巻きの感度とトルクを重視し、細かな誘いを得意とするテクニカルモデル。

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。

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。

※

タイプ機種 全長 仕舞寸法 自重 適合リール目安 推奨ターゲット 対応ルアー

84ML/4pcs
96MMH/4pcs
76MMH/3pcs

2540mm
2915mm
2305mm

667mm
768mm
807mm

126g
180g
145g

D: LT2500~3000 / S: 2500~3000 
D: LT4000C~6000 / S: 4000~C5000
D: LT3000C~5000C / S: C3000~C5000 

スピニング
スピニング
スピニング

シーバス・クロダイ・他なんでも
シーバス・小型青物・フラットフィッシュ・他なんでも
シーバス・サワラ・小型青物・ロックフィッシュ・他なんでも

各種プラグ・ペンシルベイト・他なんでも
各種プラグ・ジグ・他なんでも
各種プラグ・ヘビージグヘッド・他なんでも

�����������	�
��シリーズ モデルデータ

※各種プラグ（ミノー・シンキングペンシル・バイブレーション）

ALL CASTING / ROCK FISH GAME CATEGORY

ALL CASTING / PACK RODS CATEGORY

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。

ALL CASTING / SEABASS CATEGORY

�����

���������

������

���������� ����

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

SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）

シーバス

VSS16（Fuji）/ アップロック仕様

2pcs / 逆並継

◀シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。
   機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。
   YAMAGA Blanks Official Web site

グリップ寸法 b.505mma.390mm Spinning Model

�������������������
アーリー 93M フォーシーバス

Price 34,100円 （税抜価格） �~������� ������~�������

機種詳細ページ　→

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。

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モデル。

タイプ機種 全長 仕舞寸法 自重 適合リール目安 推奨ターゲット・フィールド 対応ルアー

93M
97MMH

2819mm
2925mm

1445mm
1500mm

147g
156g

D: LT3000~4000C / S: 3000~4000
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000

スピニング
スピニング

シーバス ( 河川中流域~河口エリア / 港湾部 / 沖堤防 )
シーバス (ゴロタ / サーフ / 大河川等の大場所 / 潮流場 )

シーバスルアー各種（ミノーは目安14cmまで）
シーバスルアー各種（ミノーは目安16cmまで）

�������������	����シリーズ モデルデータ

グリップ寸法 b.505mma.390mm Spinning Model

���������������������
アーリー 97MMH フォーシーバス

Price 34,600円 （税抜価格） �~��� ���� ����~�����

機種詳細ページ　→

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。

EARLY97MMH for SeabassEARLY104H for Rock
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for Seabass for Mobile for Boatfor Surf for Rock

ターゲット＆ゲーム

アーリーシリーズ
カテゴリー＆全モデル

タイプ機種 全長 仕舞寸法 自重 適合リール目安 推奨ターゲット 対応ルアー

68M
610MH/B

2055mm
2100mm

1060mm
1080mm

104g
125g

D: LT2500~3000 / S: 2500~3000
D / S: 150~200程度

スピニング
ベイト

シーバス・クロダイ・サゴシ・ロックフィッシュ・小型青物
シーバス・ロックフィッシュ・小型青物

ミノー・バイブレーション・スピンテール・ペンシルベイト
ミノー・ジョイントルアー・ペンシルベイト・メタルジグ

���� ������~����~�������

����

��������



����


��	
����������


���� ������~�����~�������

グリップ寸法 b.400mma.285mm Spinning Model

������������������
アーリー 68M フォーボート

Price 30,400円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.450mma.325mm Bait Model

����������������������
アーリー 610MH/B フォーボート

Price 32,500円 （税抜価格）

���������������シリーズ モデルデータ

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、狙い通りのアプローチで喰わせる楽しみを追求しました。

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々と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」です。

アーリー・フォーボート / ボートキャスティングモデル / 全 2機種 
EARLY for Boat

SiC-SステンフレームKガイド仕様（Fuji）

シーバス・クロダイ・サゴシ・ロックフィッシュ・小型青物

〈68M〉VSS16（Fuji）/ アップロック仕様
〈610MH/B〉ACS17（Fuji）/ ダウンロック仕様

2pcs / 逆並継

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

チヌ・シーバス、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オールラウンドで活躍するモデルです。張りを持たせたレギュラー
テーパーのブランク設計により、ピンポイントキャストから遠投まで安定したキャスト性能を持ちます。定番の9～12cmクラスのミノーをレスポンス良
くアクション可能で、バイブレーション・スピンテールなどとの相性も良好です。また、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魚の走
りに追従し、バラシを軽減しつつ、いなしながら楽に浮かせてくれるファイト性能も秘めています。

操作性とパワーを重視したハイレスポンスな設計で、ロックフィッシュや中～大型プラグを使用したボートゲームをメインに想定したモデルです。張り
と反発力のあるブランクはボトムバンプ等の誘いもやりやすく、ロックフィッシュを根から引き剥がす強靱なバットパワーも持たせています。抵抗の大
きなディープダイバーミノーの連続アクション、サゴシに代表される回遊魚のプラッギングゲーム、また40~50gクラスのジョイントルアーや15cmクラ
スのミノーを使用するシーバスのサブサーフェスゲームにも最適で、取り回しの良さからカヤックでの使用もオススメです。

硬
さ
・
張
り

強さ

シーバス

サーフ・磯マル

ヒラスズキ

青物

●→EARLY for Surf

●→EARLY for Rock

●→EARLY for Seabass

●→EARLY for Mobile

●→BlueSniper ShoreCasting

●→Ballistick

●→Ballistick Bait Model

●→Ballistick HIRA

ライトゲーム・エギングモデルを除くショアキャスティングゲー
ム用ロッドの特性比較表です。アーリー・フォーボートはこの特
性比較表には入っておりません。

※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基準
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。

ショアキャスティングモデル 特性比較表

●EARLY for Surf
●EARLY for Rock
●EARLY for Seabass
●EARLY for Boat
●EARLY for Mobile

EARLY ALL CASTING
500g 静荷重比較

●アーリーシリーズに500gの静荷重
をかけた状態での竿曲がりの比較で
す。比較の起点はセットしたリール
フットで合わせています。
●アーリーシリーズは練り上げたキャ
スト性能を軸に、現在のソルトゲーム
シーンにマッチする機種をラインナッ
プしたシリーズです。機種ごとにカテ
ゴリーは設定していますが、アング
ラーが自由に使ってもらえるように汎
用性能も求めています。
●フォーサーフに関しては、波打ち際で
強引に大物をズリ揚げる必要があるた
め、同じパワークラスでも他シリーズ
よりもバットは強くなっています。
●フォーボートの68M・610MH/Bは
オフショアモデルですが、他のショア
モデルと共に比較しています。フォー
モバイル76MMHもボートゲームに
マッチするモデルですので、サゴシ・
サワラゲームなどのライトキャス
ティングでは68Mと76MMHを切り
換えながら使用するスタイルもオス
スメです。

※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。

ALL CASTING / LIGHT BOAT CASTING CATEGORY

EARLY 610MH/B for Boat

◀シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。
   機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。
   YAMAGA Blanks Official Web site

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。

ボトムゲームから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。

EARLY 68M for Boat EARLY 68M for Boat

109MMH

105MH
105MMH/B

103M

99ML

96MMH

76MMH

84ML

610MH/B

68M

97MMH

93M

104H

93MH/B

86MH

ヒラメ

マゴチ

シーバス

ヒラスズキ

青物～3kg
サゴシ・イナダクラス

青物～5kg
サワラ・ワラサクラス

ロックフィッシュ
ライト（堤防・ゴロタ場など）

ロックフィッシュ
ミドル～ヘビー（地磯・沖磯など）

サクラマス

クロダイ

オオニベ

ショアタチウオ

ショアマダイ

7cm程の小型ミノーから快適に使用でき、マダイにも屈しないパワーを持ったオススメ機種を選択しました。

ワインドだけでなく、ジグやプラグも使用する近年のタチオウゲームでは86MH for Rockは、特にオススメです。

バットパワーの強いfor Surfモデルを基軸としつつも、104H for Rockや96MMH for Mobileといったパワーのあるモデルもオススメです。

トップ・ボトムゲームを想定し、特に84ML for Mobileはオススメです。68M for Boatは張りを活かした操作レスポンスの良さでボートからのトップゲームに最適です。

シリーズ随一の遠投性能を誇る109MMH for Surfが絶大な支持を頂いておりますが、バラシ軽減とミノーの使用頻度が高い場合は、しなやかさとパワーを兼ね備えた99ML・103M for Surfも要注目のロッドです。

for Rockモデルが基軸になりますが、for Mobile2機種は携行性能を活かして釣り場までエントリーがきつい磯場での使用にもオススメです。

堤防やゴロタ場からの使用を想定し、軽いリグも快適に扱えるしなやかさがありながらも不意の大物にも対応できるパワーのあるモデルを厳選しました。

MAX 5kgのブリ族を想定し、特に◎が付いている機種はパワー負けすることなく対等な勝負が可能です。

全機種対応可能で、フィールドと使用されるルアーに合わせてロッドをご選択ください。

特に109MMH・105MH for Surfはバットパワーも強く、使用できるルアーも幅広いので、ヒラスズキゲームにはオススメです。

for Seabass 2機種がメインではありますが、86MH for Rockはウェーディングゲームに最適で、ベイトモデルでは93MH/B for Rockがシーバスゲーム全般に対応します。

河口エリアをメインにサーフでの使用も想定したオススメモデルを選択しました。

サーフからのゲームをメインに想定。サーフフィネスゲームにはfor Seabass 2機種もオススメになります。

99
ML

103
M

109
MMH

105
MH

105
MMH/B

86
MH

104
H

93
MH/B

93
M

97
MMH

84
ML

96
MMH

76
MMH

68
M

610
MH/B

B102MH

BH107MH

BH11MH

BB93M

E103M

E105MH

E109MMH

E84ML

E76MMH

E96MMH

E99ML

E105MMH/B
E86MH

E104H

E93MH/B

E93M

E97MMH

BS97MMH

BS100M

BS100MH
BS910H

BS96ML BS103L

BS106H

B86M

B94M

B96MMH

BB103MH

アーリー・オールキャスティングシリーズはカテゴリー設定はしておりますが、カテゴリーに

囚われない使用も可能です。下の表ではターゲット＆ゲーム別に、対応ルアーや魚のサイズ・

ゲーム特性を考慮し、オススメしたい機種を表記しました。ぜひ参考にしてみてください。

EARLY ALL CASTING 全ラインナップ 推奨ターゲット&ゲーム一覧表
◎＝高推奨　○＝推奨　　＋BOAT＝ショア＆オフショア兼用　　BOAT＝オフショアのみ　

BOAT

BOAT

BOAT＋BOAT BOAT

BOAT＋BOAT BOAT

BOAT＋BOAT

＋BOAT

＋BOAT

＋BOAT

BOAT

BOAT BOAT

BOAT BOAT

BOAT

BOAT

BOAT

BOAT
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●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。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。
●スピニングモデル4機種は河川中流域から下流域、
河口部干潟、サーフ、磯と幅広いシーバスフィールドを
カバーします。
●ベイトモデル93Mは一本で中流域から河口域、サー
フ、磯と使用できる遠投性能をキャスト精度を持った高
汎用度モデルです。103MHは磯・サーフに特化した超
遠投用パワーモデルで、シーバス・ヒラスズキ・ヒラメ
などがメインターゲットです。
●ヒラスズキモデル2機種は、逆風下でのキャスト精度
を重視したシャープかつ高反発力のブランクにより、高
レスポンスなサラシゲームを実現します。

Ballistick  1kg 静荷重比較

リールシートはロッドパワー・使用が想定されるリールサイズ

に合わせて設定しています。ベイトモデルはダウンロック仕様

スピニングモデルはTZチタンフレームKガイド仕様で、

ベイトモデルにはSiC-SチタンフレームKガイドを採用

ジョイントには印籠継ぎを採用し、2ピースを感じさせない

ロッド曲がりを実現しました

グリップ寸法 b.470mma.355mm Spinning Model

������������������������
バリスティック 96MMH TZ/NANO

Price 58,800円 （税抜価格）

タイプ機種 全長 仕舞寸法 自重 適合リール目安 推奨ターゲット 対応ルアー

86M TZ/NANO
94M TZ/NANO
96MMH TZ/NANO
102MH TZ/NANO
93M NANO Bait
103MH NANO Bait
HIRA 107MH TZ/NANO
HIRA 11MH TZ/NANO

2605mm
2850mm
2910mm
3110mm
2830mm
3135mm
3230mm
3360mm

1330mm
1455mm
1485mm
1590mm
1445mm
1600mm
1650mm
1720mm

122g
143g
151g
177g
159g
191g
198g
228g

D: LT3000C~4000C / S: C3000~4000
D: LT3000C~4000C / S: C3000~4000
D: LT3000~5000C / S: 4000~C5000
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000
D / S: 150~200程度
D / S: 200程度
D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000
D: LT5000C~6000 / S: C5000 

スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
ベイト
ベイト
スピニング
スピニング

シーバス
シーバス・フラットフィッシュ
シーバス・フラットフィッシュ
シーバス・フラットフィッシュ
シーバス・フラットフィッシュ
シーバス・フラットフィッシュ・ヒラスズキ
ヒラスズキ・青物
ヒラスズキ・青物

ミノー・バイブレーション・シンキングペンシル
プラグ全般・バイブレーション
プラグ全般・バイブレーション・メタルジグ
プラグ全般・バイブレーション・メタルジグ
プラグ全般・メタルジグ
プラグ全般・メタルジグ
プラグ全般・メタルバイブ・メタルジグ
プラグ全般・メタルバイブ・メタルジグ

グリップ寸法 b.500mma.385mm Spinning Model

������������������������
バリスティック 102MH TZ/NANO

Price 60,900円 （税抜価格） �~������� ����~�����

グリップ寸法 b.469mma.353mm Bait Model

�����������������������������
バリスティック 93M NANO

Price 47,200円 （税抜価格） ���� ����~��~�������

�~��� ���� ������~�������
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グリップ寸法 b.450mma.350mm Spinning Model

����������������������
バリスティック 86M TZ/NANO

Price 55,600円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.460mma.355mm Spinning Model

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。

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。
����������������������
バリスティック 94M TZ/NANO

Price 57,700円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.520mma.405mm Bait Model

�������������������������������
バリスティック 103MH NANO

Price 52,500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

Price 61,900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 11MH TZ/NANO

Price 64,000円 （税抜価格）

��������� �シリーズ モデルデータ

バリスティックはヤマガブランクスのフラッグシップショアキャスティングロッドシリー

ズです。ベーシック・スピニングモデルとベイトモデル、ヒラスズキモデルの全機種のブ

ランクにナノアロイ®テクノロジーを採用し、シャープな振り抜けと軽量かつ強靭なパ

ワーを実現しています。張りと反発力の強いブランクながら、キャスト時は負荷に対し

て瞬時に追従するブランク特性で軽い力で振り抜け、またファイト時にもテンション

を抜かずにしっかりとプレッシャーを掛けながら溜めて浮かせることが可能です。

スタンダードモデルのスピニング＆ベイトモデルはキャストフィール、遠投性能ともに

練り上げてあり、またブレの少ないシャープなブランクは高感度性能を際立たせ、よ

り精度の高いハイレスポンスなゲーム展開をサポートします。ヒラスズキモデルにおい

ては逆風下でも軽快にピンポイントを撃ち抜けるキャスト性能を維持し、また強めに

設定したバットパワーは足場の悪い磯で一気に寄せる展開も得意とします。

バリスティック / シーバス他・ヒラスズキモデル / 全8機種 

SEABASS AND MORE

Ballistick
〈スピニングモデル〉TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）
〈ベイトモデル〉SiC-SチタンフレームKガイド仕様（Fuji）

シーバス・フラットフィッシュ・ヒラスズキ・青物

〈86M・94M〉VSS16 / アップロック仕様
〈96MMH・102MH〉VSS17 / アップロック仕様
〈93M/B・103MH/B〉ACS17 / ダウンロック仕様
〈HIRA107MH・HIRA11MH〉DPS18 / アップロック仕様（全てFuji）

2pcs / 印籠継

◀シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。
   機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。
   YAMAGA Blanks Official Web site

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

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。

高精度かつシャープな使用感と取り回しの良さは、河川中～下流域まで幅広くカバーする。

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。

パワーモデルでありながら、ルアー操作性とキャスタビリティーを高次元で融合。

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。

遠投性能に特化したモデルで、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。

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。

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。

磯やサーフ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・サーフでマル＆ヒラスズキを攻略するための遠投&操作性能に特化したパワーベイトモデル。

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。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。

ヒラスズキに必要とされる性能を凝縮しつつ、逆風下のピンポイントシューティング性能に特化。

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。

ランカーヒラスズキを強引に寄せ、荒磯での過酷なファイトを制するハイパワーモデル。

Ballistick Series Rod Detail

※93M・103MHを除く

※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。

Bait103MH
Bait93M

102MH

96MMH

94M86M

HIRA11MH

HIRA107MH

Ballistick 103MH NANO Bait
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グリップ寸法 b.635mma.480mm Spinning Model

����������������������������
ブルースナイパー 100M

Price 46,000円 （税抜価格）

タイプ機種 全長 仕舞寸法 自重 適合リール目安 推奨ターゲット＆ゲーム対応ルアー

103L PS
96ML
100M

97MMH
100MH

106H PS
910H

3135mm
2935mm
3070mm
2950mm
3070mm
3215mm
3030mm

1600mm
1500mm
1570mm
1515mm
1575mm
1650mm
1550mm

240g
223g
245g
296g
307g
325g
326g

D: 5000~6000 / S: 4000~6000
D: 5000~6000 / S: 4000~6000
D: 6000~8000 / S: 6000~8000
D: 6000~8000 / S: 6000~8000
D: 8000~10000 / S: 8000~10000
D: 8000~14000 / S: 8000~14000 
D: 8000~14000 / S: 8000~14000

スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング

ブリ10kgまで対応・極小ベイトパターンに有効
ブリ10kgまで対応・港湾部での回遊魚全般にオススメ
ブリ・ヒラマサ狙いで港湾部から磯まで OK
ブリ・ヒラマサ・カンパチ狙いで港湾部から磯まで OK
ブリ・ヒラマサ・カンパチを磯から狙う基本モデル
プラグメインのヒラマサ・カンパチ狙いにオススメ
ジグメインのヒラマサ・カンパチ狙いにオススメ

ペンシル・ミノー・シーバスルアー・ポッパー・ジグ
ジグ・ポッパー・ミノー・ペンシル・シーバスルアー
ペンシル・ミノー・ポッパー・ジグ
ペンシル・ジグ・ポッパー・ミノー
ジグ・ポッパー・ペンシル・ミノー
ペンシル・ミノー・ポッパー・ジグ
ジグ・ポッパー・ペンシル・ミノー

グリップ寸法 b.710mma.500mm Spinning Model

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がトッププラグ全般のア
クションエラーを起こさずに快適にオートマチックに操る事が可能。特にジグの操作に関しては9ft7inというレングスがアドバン
テージとなり、体力的な負担を軽減した上で軽快な操作がおこなえます。ファイト面においては、驚異的な復元力を持ったバットセ
クションが5㎏オーバーの青物とのファイトもアングラーに十分な安心感をもたらしてくれます。

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。
�����������������������������
ブルースナイパー 97MMH

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 100MH

Price 49,000円 （税抜価格）
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グリップ寸法 b.630mma.475mm Spinning Model

�����������������������������������

��������
ブルースナイパー 103L プラグスペシャル

Price 42,000円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.635mma.480mm Spinning Model

防波堤やサーフ・地磯で中型までの青物を狙うためのMLクラスのモデル。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・トッププラグ・ミノー等、バリエーション豊かなプラグの使用が可能。ファイトは曲げ込むほど発揮される
粘りと復元力でスムーズに魚を寄せてくれます。防波堤など足下が荒れていないフィールドならばブリ5kgクラスは余裕をもって
ファイト出来るパワーもあり、沖磯以外ならばメイン機として十分な性能を持ちます。

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。
����������������������������
ブルースナイパー 96ML

Price 44,000円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.710mma.500mm Spinning Model

���������������������������������������
ブルースナイパー 106H プラグスペシャル

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

Price 51,000円 （税抜価格）

���� ����シリーズ モデルデータ

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

敗を分けるショア青物において、限界点での判断を具現化し、ショアでの価値ある一

本との出会いのために、ブルースナイパーの性能を是非体感して下さい。

ブルースナイパー / ショア青物モデル / 全7機種 

SHORE CASTING CATEGORY

BlueSniper

〈103L・96ML・100M〉SiC-SステンフレームKガイド仕様
〈97MMH〉SiC-SステンフレームKガイド+SiCオーシャンガイド仕様
〈100MH・106H・910H〉SiCオーシャンガイド仕様（全てFuji）

青物・回遊魚（ブリ・ヒラマサ・カンパチ他）

〈103L・96ML・100M〉DPS18 / アップロック仕様
〈97MMH・100MH・106H・910H〉DPS20 / アップロック仕様（全てFuji）

〈106Hのみ〉2pcs / 逆並継
〈その他〉2pcs / 印籠継

リールシートはアップロック仕様で、グローブをした状態でも

ナットを締め直しやすいように全てロングナットを採用

ガイドはSiC-SステンフレームKガイドとオーシャンガイドを

パワーに応じて設定しています

97MMH以上のパワークラスのロッドはグリップエンド部に

BRCを採用しています

◀シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。
   機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。
   YAMAGA Blanks Official Web site

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

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。

小型ベイトパターン攻略に対応し、溜める曲がりで魚の走りをいなして寄せる。

※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。

10ftのロングレングスが必要なテトラ帯や磯・防波堤で広範囲をロングキャストで攻略するMクラスモデル。ややレギュラーテー
パーにデザインされたブランクはジグ・プラグ全般を高次元でオールマイティーに扱える高い自由度を備えています。ヒット後はロッ
ド全体で曲がり込み、追従性と粘りで隙を与えずバットの復元力がリールを巻きとる動作をサポートし楽に魚を寄せてくれます。い
なして獲るスタイルを実現するバランス重視のモデルです。

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・ブランクが冴えるミディアムクラス。

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。

大型プラグを水絡み良く操作しやすく、大型魚との真っ向勝負が可能なテクニカルパワーモデル。

ショア青物ゲームに於いて地磯から沖磯までのあらゆるシチュエーションをカバーするシリーズの中核となるモデル。ジグとプラグ
を共に高次元で操る事のでき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。扱いやすいル
アーウェイトはジグであれば80～100g、プラグは60gが軽快に扱える目安としたパワー設定となり、ファイト性能においては5㎏
オーバーの青物でもハイパワーのバットでスピーディーなランディングへ導きます。

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。

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。

ヘビーウェイトジグを遠投し、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。

BlueSniper Shore Casting Series Rod Detail

※103L を除く

●ブルースナイパー・ショアキャスティングシリーズ7機
種にリールをセットしてラインを通した状態で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。シリーズ中では唯一
ナノアロイ素材を使用していないブランクであり、反発
力を抑えたいなす性能に特化した特性になっています。
●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。
●スタンダードモデルとして最も汎用性が高いモデルは
100MHであり、ジグ＆プラグをバランス良く使いこなせ
ます。
●Hクラスの2 本に関しては、プラグメインならば
106H、ジグメインならば910Hを推奨しますが、どちら
も一本でジグ＆プラグを使いこなすことが可能です。BS 103L

BS 96ML

BS 100M

BS 97MMH

BS 100MH

BS 106H

BS 910HBlueSniper Shore Casting
3kg 静荷重比較

※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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BlueSniper 97MMH
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グリップ寸法 b.355mma.235mm Spinning Model

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。

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。
������������������������������
ルーパス 71

Price 58,800円 （税抜価格）

タイプ機種 全長 仕舞寸法 自重 適合リール目安 推奨ターゲット 推奨フィールド

51
61
71
77
81

86M

1575mm
1855mm
2170mm
2315mm
2470mm
2610mm

850mm
960mm
1110mm
1175mm
1270mm
1340mm

D: LT1000~2000 / S: 1000～ 2000
D: LT2000前後 / S: 2000程度
D: 2000~2500 / S: 2000~2500
D: LT2500~3000C / S: 2500~C3000
D: LT2500~3000C / S: 2500~C3000
D: LT2500~4000C / S: 2500~3000

78g
85g
96g
126g
129g
140g

 スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング
スピニング

トラウト（ヤマメ・アマゴ・イワナ・ニジマスなど）
トラウト（ヤマメ・アマゴ・イワナ・ニジマスなど）
トラウト（ヤマメ・アマゴ・イワナ・ニジマスなど）
サクラマス・サツキマス・本流ヤマメ
サクラマス・サツキマス
サクラマス・サツキマス

渓流・源流
渓流・源流
渓流・源流・本流・バックウォーター
本流・渓流・バックウォーター
本流・バックウォーター・海
本流・バックウォーター・海

グリップ寸法 b.420mma.325mm Spinning Model

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。

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。
��������������������������
ルーパス 77

Price 61,900円 （税抜価格） �~������� �~��������������

グリップ寸法 b.425mma.330mm Spinning Model

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。

分厚い流れの中でピンを攻め、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。
��������������������������
ルーパス 81

Price 64,000円 （税抜価格） ���� ~�����������~������

���� �~����������~������
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グリップ寸法 b.270mma.155mm Spinning Model

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。

取り回しの良いショートレングスで多彩なルアー操作を引き出せる高レスポンスモデル。
������������������������������
ルーパス 51

Price 52,500円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.315mma.200mm Spinning Model

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。

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モデル。
������������������������������
ルーパス 61

Price 55,600円 （税抜価格）

グリップ寸法 b.445mma.350mm Spinning Model

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。

モンスターサクラを狙うためのパワー性能、軽快な操作感とキャストフィールを融合したモデル。
�����������������������
ルーパス 86M モンスターチェリー

Price 66,100円 （税抜価格）

�	�	��シリーズ モデルデータ

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 / 全 6機種  

TROUT GAME CATEGORY

Lupus

����� TZチタンフレームKガイド仕様（Fuji）

������ トラウト・サクラマス

��������� オリジナルウッドシート仕様
〈51・61・71〉ダウンロック仕様
〈77・81・86M〉アップロック仕様

��������������� 2pcs / 印籠継

リールシートはオリジナルウッドシート仕様 ジョイントは印籠継ぎ仕様

◀シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。
   機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。
   YAMAGA Blanks Official Web site

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

機種詳細ページ　→

●Lupus Mountain Stream model
●Lupus Main Stream model 
比較参考モデル
●BlueCurrentⅢ 53 & 53/B & 510

Lupus 86M

Lupus 81

Lupus 77

Lupus 71

Lupus 61BlueCurrent Ⅲ 510

Lupus 51BlueCurrent Ⅲ 53

●トラウトモデルであるルーパスシ
リーズに250gの静荷重を掛けた曲
がり比較です。参考にブルーカレント
Ⅲの 渓 流 対応モ デルである53と
53/B、510も比較しています。ブルー
カレントの中でもこの3機種はミノー
のトゥイッチングをしやすい調子で
すが、ミノーイングに特化したルー
パスとは違います。渓流のミノーイ
ングに関しては負荷が掛かった状態
での反発力も使用感に大きく影響す
るため、曲がり比較が全てを表して
いる訳ではありません。その点をご
理解の上、曲がり比較を参考にしてく
ださい。

BlueCurrent Ⅲ 53/B

Lupus  250g 静荷重比較

※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。

Lupus Series Rod Detail

Lupus 61

Lupus 71

ガイドは全てトルザイトリング・チタンフレームKガイド仕様
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