


お 客 様 サ ー ビ ス の 追 求

マリン用品の命は

— メ ン テ ナ ン ス —
オリジナルグッズの提案

ハードとソフトの充実

はじめに
　究極のマリンスポーツともいわれるビッグゲーム・トローリングは、広大な

洋上で繰り広げられる豪快なスポーツフィッシングです。想像を絶する巨大魚

とのファイトは、時に言葉では言い表すことができないほどの大きな感動を生

みだします。その感動は、日本でも多くのアングラーを虜にしてきました。

　近年、このスポーツフィッシングに魅せられた方々の中には、ファイト後、

魚にタグ(標識)を打って、いつの日か洋上で再会する日を夢見ながら海に再

びリリースされるアングラーもかなり増えてまいりました。長くこのスポーツ

フィッシングに携わってきた者として、またこの運動を推進してきた者として

大変喜ばしい傾向といえます。

　

　また最近は、モーターボートやタックルの性能向上と相まって、より高度な

テクニックを要するライトタックルでビッグゲームにチャレンジされるアング

ラーも増えておられます。

　私どもは、これから始めようとされる方から記録に挑戦し続けるフィッシン

グアスリートの方まで、様々な要求に応えられるよう努力してまいります。また、

これまで培った経験と知識を活かし、ひとりでも多くの方にあの感動を満喫し

ていただけるようトータルコーディネートでしっかりとサポートしてまいりま

す。

ソルトウォーターハウス

仕様及び価格は予告なく変更することがあります。
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クラッシック 80 オールチーク

Marlin & Tuna Club

標準仕様

ストライキングロッドホルダー× 2

チェアーバック調節及び取り外し可能

フットレスト調節及び取り外し可能

座面三層チーク

ジンバル位置上下調節可能

ペデスタル取り外し可能

オールチークウレタンフィニッシュ

ステンレス及びアルミ合金製

アルミペデスタル　18"

ステンレスジンバル

品番 MTD-C80AT3
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クラッシック 130 オールチーク
Marlin & Tuna Club

標準仕様

ストライキングロッドホルダー× 4

チェアーバック調節及び取り外し可能

フットレスト調節及び取り外し可能

座面三層チーク

ジンバル位置上下調節可能

ペデスタル取り外し可能

チークフィニッシュ / ステンレス製

ステンレスペデスタル　20"

ステンレスジンバル

品番 MTD-C130AT

ファイティングチェアー用オプション

Marlin & Tuna Club

材質　ステンレス

適応チェアー：クラシック 80 オールチーク／フェザーウエイト／

　　　　　　　トーナメント 80 ／マーリンチェア

適応チェアー：クラシック 80 オールチーク／フェザーウエイト／

　　　　　　　トーナメント 80 ／マーリンチェア／ 130 オールチーク

①フリップアップジンバル

品番 MTD-6650

材質　ステンレス

②ストライキングロッドホルダー

品番 MTD-665S

クッション�

品番 MTD-FC

チェアーカバー�

品番 FIX-FCC

①

②

3B#Q区 ¥1,350,000

3B#Q区 ¥1000,000

3B#0区 ¥64,800

3B#0区 ¥36,200

3B#Q区

¥38,500

2B#0区

¥40,000



5仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

オフセットペデスタル�ジャンボ�マリーン / ツナ

Pompanette

標準仕様

ストライキイングロッドホルダー× 4

デロリンベアリング付きシートベース

チェアバック調整及び取り外し可能

フットレスト調整及び取り外し可能

チークウレタンフィニッシュ

ダイヤモンドノンスキッドフットレスト

ペデスタル取り外し可能

ステンレス製

オフセットペデスタル仕様のジャンボマーリン / ツナです。

オフセットペデスタル仕様にする事により、コクピットが

広いボートでもブルワークにチェアーを寄せる事が出来るので、

ファイトをスムーズに行う事が出来ます。

品番 POM-INT10100F

注意　この商品は受注後発注となります。
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ラージ　マーリン／ツナ

Pompanette

標準仕様

ストライキングロッドホルダー× 4

デロリンリング付きシートベース

チャアバック調節及び取り外し可能

フットレスト調節及び取り外し可能

チークウレタンフィニッシュ

ダイヤモンドノンスキッドフットレスト

ペデスタル取り外し可能

ステンレス製

クッション
�

品番 POM-INT1500

品番 POM-INT6121

チェアーカバー
�品番 POM-INT6103

注意　この商品は受注後発注となります。

オプション

ASK

ASK

ASK

ASK
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フェザーウエイト
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Pompanette

標準仕様

ストライキングロッドホルダー× 2　����

デロリンリング付きシートベース　　���

チェアバック調整および取り外し可能　

フットレスト調整および取り外し可能　

チーク部ウレタンフィニッシュ�

����

ダイヤモンドノンスキッドフットレスト　

ペデスタル取り外し可能

ステンレスおよびアルミ合金製

オプション

クッション

�

品番 POM-INT3000

品番 POM-INT6123

チェアーカバー

�品番 POM-INT6104

トーナメント 80

Pompanette

標準仕様

ストライキングロッドホルダー× 2�

�����

デロリンリング付きシートベース���������

チェアバック調整および取り外し可能���

フットレスト調整および取り外し可能���

ペデスタル取り外し可能

ステンレスおよびアルミ合金製

ストラクチャル　フォーム

オプション

クッション

�

品番 POM-INT8000

品番 POM-INT6123

チェアーカバー
�品番 POM-INT6104

注意　この商品は受注後発注となります。

注意　この商品は受注後発注となります。
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7仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

ロケットランチャーチェアーバック

Marlin & Tuna Club

標準仕様

ボード部分／オールチーク

ロッドホルダー／ステンレス 30°× 4

取付フット／ステンレス

適応チェアー　　クラシック 80 オールチーク

Pompanette　　フェザーウエイト

Pompanette　　トーナメント 80

品番 MTD-RRCAT

チェアーマウント / リギングテーブル

Pompanette

標準仕様

ロッドホルダー／ステンレス

取付フット／ステンレス

適応チェアー／ Pompanette　ファイティングチェヤー

品番 POM-INT4556

（注意　この商品は受注後発注となります、

座面は含まれておりませんん。）

ロケットランチャーペデスタルマウント

Marlin & Tuna Club

標準仕様

サイズ 910mm × 250mm × 740mm

ボード部分／オールチーク

ロッドホルダー／ステンレス 30°× 4

ペデスタル／ステンレス

品番 MTD-RRSAT

（注意　座面は含まれておりません）

3A#0区 ¥250,000

3B#0区 ¥258,000

ASK
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Marlin & Tuna Club     Pompanette     Todd

Salt Water House

フィッシングチェアー 30/50　共通標準仕様

座面材質：アルミニウム　　座面寸法：D500mm×W480mm　　

バックレスト材質：プラスチック製　　バックレスト高さ：380mm　　

座面用クッション付き

ラインクラス 30lb 及び 50lb 対応のフィッシングチェアー

①

③

①

③

品番 SWD-RFC

Marlin�&�Tuna�Club

クランプオンロッドホルダー�ホリゾンタル　MT-COR-H

チェアーカバー　MTE-21059RC

品番 SWD-LSFC

スモールボートや漁船でのファイトに適したフィッシングチェアーです。

これまでのフィッシングチェアーに比べ、耐久性を考慮した設計となっていますの

で安心してファイトすることができます。

標準仕様

本体：アルミニウム　座面寸法：D500mm × W480mm　

バックレスト高さ：500mm　　アルミ製アームレスト　　

ペデスタル　19”（約 480mm）　ステンレス製ジンバル付き　　

座面及びバックレスト用クッション付き

フラッシュマウントプレート付き（必要のない時は容易に取り外しできます。）

ラインクラス 50lb 及び 80lb 対応のフィッシングチェアー

フィッシングチェアー　50/80

フィッシングチェアー　30/50②

品番 SWD-RFCQ

フィッシングチェアー　30/50��移動式

ペデスタル：高さ　18”（約 460mm）

マウント：高さ　（約 360mm）

②
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475mm

写真内のロッドホルダーは、
オプションになります。

写真内のロッドホルダーは、
オプションになります。

写真内のロッドホルダーは、
オプションになります。

④

品番 SWD-RFCQKO

30/50��移動式�固定金具

フィッシングチェアー 30/50 移動式用固定金具です

チェアーが動かないように固定出来ます、又ハッチ上に取り付けた場合等、一時的

にチェアーを外すことが出来ます。

④

共通オプション

3B#0区 ¥270,000

3B#0区 ¥189,000

3B#0区 ¥218,000

3B#0区 ¥5,000



9仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

チェアカバー

標準仕様

キングスターボード製チェアバック　

クッション付き

キングスターボード製アームレスト

アルミ合金製フレーム

ロッドホルダー× 1

ステンレス製ジンバル

50lb タックル対応のフィッシングチェアー

Y2RC − FQ　移動式　（生産終了）
品番 POM-T1833Q

固定金具（FQ 用）

品番 POM-E1628

Pompanette

オプション

オプション

チェアーカバー�

品番 MTE-21059RC

オプション

バトルステーション

Todd

標準仕様

サイズ：高　さ／ 870mm ～ 1120mm

材　質：本　体／アルミ合金

　　　　パッド／プラスチック

　　　　ベルト／ナイロン

本体が 360℃回転可能（ロック付）

ヘビーデューティーセキュリティベルト付ウエストパッド（高さ調節可能）

ジンバル（高さ調節可能）

クッション付ロッドサポート

クイックリリースフラッシュマウントペデスタル

スタンドアップファイトにこれからチャレンジしたい、スモールボートでカジ

キを狙いたいそんなアングラーに最適な艤装品

注意

ファイトの際はクッション付きロッドサポートピンを外してご使用ください。

IGFA ルールですとファウル扱いとなります。

バトルステーションをご使用の際はショルダーハーネスをセットでお使い下さ

い。大変、効果的です。

品番 TDD-203030

バトルステーション用カバー

品番 MT-21061RC

スタンドバトル

Marlin & Tuna Club

標準仕様

材　質� アルミ、アルマイト仕上げ

サイズ� 780mm × 540mm × 220mm

2 ロッドホルダー、4 段階調整ジンバル、固定ベルト付き

スモールボート及びファイティングチェアーの取り付けられないボート用にライト

タックルからヘビータックルまで使用できます。

ヘビータックルを使用する際には、ショルダーハーネスの使用をお勧めします。

品番 MT-SD

区 ¥

3B#0区 ¥8,100

3B#0区 ¥32,400

3B#Q区 ¥94,000

3B#0区 ¥250,000

3B#0区 ¥5,900



Marlin & Tuna Club     Pompanette

10

RUPP Bigg Rigger

Rupp�Power�Rigger
（油圧システム）

品番 RUP-HID-D

デラックス

スタンダード
品番 RUP-HID-S

電動油圧式のアウトリガー開閉システムです。

RUPP パワーリガーを取り付ければ、アウトリガーの開放 / 収納

作業がコンソールに取り付けられたボタン操作だけで可能となりま

す。

【適応アウトリガー】

　RUPP�Bigg�Rigger

　RUPP�トーナメントアウトリガー

価格や仕様の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

【適応アウトリガー】

　RUPP�Bigg�Rigger

　RUPP�トーナメントアウトリガー

価格や仕様の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
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マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

●ビックリガーは新しい大直径のチューブで作られています。

●チューブ直径を、 太く肉厚を薄くし強度と軽さの両方を高

  めました。

● 新しいケーブルフィッティングパーツは、ビックリガーを

  補うためにより大きく強くなっています。

従来品

従来品

新製品

新製品

従来品新製品

RUPP Bigg Rigger
RUPP�Bigg�Rigger

（シルバー / ゴールド or シルバー）

3 スプレッダー　39' ～ 41’

品番 RUP-A3-0012-BR

3 スプレッダー　41' ～ 44'
品番 RUP-A3-0014-BR

4 スプレッダー　45' ～ 47'
品番 RUP-A4-0012-BR

4 スプレッダー　48' ～ 50'
品番 RUP-A4-0014-BR注意　この商品は受注後発注となります。

仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

ASK
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Rupp Marine

アウトリガーをセットしたまま、 橋などの下を

くぐる際にテレスコーピングバックバーのロッ

クをリリースするだけでアウトリガーの先端を

低くすることができます。

また、 元の状態に戻すときにはアウトリガー

ポールを持ち上げていくだけで自動的にロッ

クがかかるようになっています。

※テレスコーピングバックバーおよびリギン

グは別売りとなっております。

※上記以外のポールサ

イズ、スプレッダー数、

およびカラーについて

は受注発注となります。

シルバー＆シルバー

2 スプレッダー��28'
品番 RUP-A2-S010SPL 28

2 スプレッダー��30'
品番 RUP-A2-S010SPL 30

2 スプレッダー��32'
品番 RUP-A2-S010STD 32

3 スプレッダー��36'
品番 RUP-A3-S010STD 36

※ RUPP 社、トーナメントラップリガーはメインチューブとポールが一体構造と

なっており、使用されている材質が航空機用素材同様のグレードのアルミ合金な

ので、非常に軽量なうえ、とても強度が高く、世界中で多くのチャーターボート

やビッグゲームフィッシングボートにセッティングされています。

トーナメントラップリガー

Rupp Marine

3B#Q区 ¥1,300,000

3B#Q区 ¥1,350,000

3B#Q区 ¥1,400,000

3B#Q区 ¥1,600,000



13仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

12'　ベアーポール�シルバー＆ゴールド

アジャスタブルセンターリガーホルダー

Rupp Marine

センターリガーポール

品番 RUP-A0-1200CRPG

品番 RUP-CA-0001G

15'　１スプレッダー�シルバー＆ゴールド

品番 RUP-A1-1500CRPG

①

②

①

Rupp Marine
シルバー / ゴールド

2 スプレッダー��28'
品番 RUP-A2-0010SPL 28

2 スプレッダー��30'
品番 RUP-A2-0010SPL 30

2 スプレッダー��32'
品番 RUP-A2-0010STD 32

3 スプレッダー��36'
品番 RUP-A3-0010SPL 36

②

シルバー＆ゴールド

品番 RUP-CA-0001S

シルバー＆シルバー

12'　ベアーポール�シルバー＆シルバー
品番 RUP-A0-1200CRPS

15'　１スプレッダー�シルバー＆シルバー

品番 RUP-A1-1500CRPS

3B#Q区 ¥1,400,000

3B#Q区 ¥1,450,000

3B#Q区 ¥1,500,000

3B#Q区 ¥1,700,000

3B#Q区 ¥95,000

3B#Q区 ¥95,000

3B#Q区 ¥120,000

3B#Q区 ¥120,000

3B#Q区 ¥200,000

3B#Q区 ¥200,000
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Rupp Marine

テレスコーピングシステムの際に使用する

伸縮式のバックバー。

テレスコープバックバー

Rupp Marine

品番 RUP-NA0REPLCBB

スプレッダーチューブ
TIP 付

品番 RUP-03-1247-23

ツナタワーやレーダーアーチなどのパイプ

を使用して、アウトリガーをセッティング

する際に、クランプオンフィッティングを

使ってベースを取り付けます。

パイプサイズ

● 3/4"�サイズ　約 26.7mm　　

● 1"�サイズ　約 33.4mm

● 11/4"�サイズ　約 42.2mm　�

● 11/2"�サイズ　約 48.3mm

クランプオン�
フィッティング
品番 RUP+( サイズ )

183mm（7"）�

スプレッダーワイヤー
ターンバックル付

品番 RUP-03-1212-40

135"�

品番 RUP-03-1213-40

128"�

品番 RUP-03-1210-40

160"�

品番 RUP-03-1211-40

140"�

品番 RUP-03-1248-23

247mm（9"）�

品番 RUP-03-1249-23

310mm（12"）�

テレスコーピングバックバーなどでアウト

リガーを低く倒す際に、ナックルアームを

アウトリガーポールから工具を使わずにワ

ンタッチで分離させるために使用します。

クイックリリースピン

品番 RUP-CA-0082

アウトリガーに使われているデロリンスリ

ーブや、ブッシングが消耗してしまった時

などに交換用として用います。このキット

の中には、アウトリガー 1 セット分のパー

ツがパックされています。

デロリンベアリングキット

品番 RUP-CA-0032

テレスコーピングバックバーでアウトリガ

ーポールを低く倒した状態にしたときに、

このエキストラホールディングアームで固

定しておきます。

ホールディングアーム

品番 RUP-CA-0037

アウトリガーをセットする際、ボートのハ

ンドレールなどにアウトリガーが接触して

しまうようなときにボートとベースの間に

スペーサーブロックを入れてそれを防ぎま

す。

● 1"�サイズ

● 11/2"�サイズ

● 2"�サイズ

カラー：ゴールド

スペーサーブロック

品番 RUP+( サイズ )

アルマガード
スプレー

アウトリガー収納時に自動的にロックしま

す。溶接等加工が必要な場合もあります。

オートロックアーム

品番 RUP-CA-0129

品番 RUP-CA-0087

シルバー or ゴールド

アルマガードはマリンアルミ専用に開発さ

れた保護、つや出し剤で、ツナタワー、アウ

トリガー、ファイティングチェアー、フィッ

シングギヤなどのアルミ製品の表面に薄く

塗布することにより、輝きを取り戻し、錆

や色褪せを防ぎます。特に U.V プロテクシ

ョンによりカラーアナダイズされた製品の

色あせ防止に効果を発揮します。

3B#0区 ¥120,000

3B#0区 ¥11,000

3B#0区 ¥11,950

3B#0区 ¥12,900

3A#0区 ¥13,800

3A#0区 ¥13,800

3A#0区 ¥13,800

3A#0区 ¥13,800

3A#0区 ¥30,000

3B#0区 ¥7,650

3B#0区
¥156,000

¥53,500

¥6,700

3B#Q区

3B#Q区

¥20,000

3B#Q区

¥3,800

3B#0区



15仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

オートロックアーム ①トップマウント BOSS ラディアル
�����アウトリガーセット
15'��ポール付

�
18'��ポール付

�

②サイドマウント SS ラディアル
�����アウトリガーセット
15'��ポール付

�
18'��ポール付

�

Rupp Marine

ベースサイズ

ベースサイズ

今までアウトリガーのセッティングがむずかしかったセンターコンソールやハ

ードトップタイプのスモールボートでルーフやサイドデッキなどのフラットス

ペースに取り付けて使用します。また、ベースプレートの裏側はフラットにな

っているので、取り付けボルト穴以外に穴をあける必要はありません。アウト

リガーポールの角度や左右への旋回は自由に調節することができます。

※トップマウントボスラディアルのセットには 1 対のベース及びアルミアウ

トリガーボールが含まれております。

Rupp　サイドキック
　アウトリガーホルダー

品番 RUP-BOS-1500-PAC

品番 RUP-BOS-1800-PAC

品番 RUP-SSR-1500-PAC

品番 RUP-SSR-1800-PAC

品番 RUPP-A0-SIDE-175

① ②

オープンボートやエキスプレスボートに最適なアウトリガーホルダーです。

又クルージング艇等大型のアウトリガーを取り付けにくいボートにも取り付

け可能です。チューブ内径 38mm、グラスポールとアルミポールに対応。

Rupp�ST-500
　アウトリガーホルダー

品番 RUPP-A0-00ST-500

僅かな平面部分が有れば取り付け可能な為、小型艇のにも仕様可能です。

チューブ内径 38mm、グラスポールとアルミポールに対応。

13
"

4-1/8"

4"

¥257,000

3B#Q区

¥257,000

¥276,000

¥276,000

¥105,0003B#0区

¥310,0003B#0区
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Taco    Perko    Salt Water House    Rupp Marine

スポーツスラムトップマウント
アウトリガーホルダー

Taco

スモールボートに取り付けるのに最適

簡単に取り付けができます。

調節付きロック機能によってお好みの角度で使用することができます。

標準仕様

材質：316 ステンレススチール製

ベースサイズ：101 × 152.5mm　

アウトリガーポールサイズ：1-1/8"（28mm）

適合ポール：TACO��OT-0441VEL15

� OT-0441BKA15

　　　　　　S.W.H� グラスアウトリガーポール

品番 GS-100A

グランドスラムマウント
アウトリガーホルダー

Taco

センターコンソールボートのＴ−トップに取り付けるのに最適。

標準仕様

材質：アルミニウム／ 316 ステンレススチール製

ベースサイズ：101 × 152.5mm　

アウトリガーポールサイズ：1-1/2"（38mm）

適合ポール：TACO��OT-0541VEL15

� OT-0541BKA15

� OT-0551VEL186

� OT-0551BKA186

　　　　　　S.W.H� A-1

品番 GS-270A

アルミアウトリガーポール

Taco

標準仕様

材質　アナダイズ加工済みアルミニウム製

　　　ガイドリング 316 ステンレススチール製

　　　ロックテンションボタンシステム

プッシュボタン式の振り出しポールなので、必要の無い時は簡単に収納できます。

 品番 元径 全長 ガイド数 カラー 

 OT-0441VEL15 1-1/8” (28mm) 15’ 4 S ／ G

 OT-0441BKA15 1-1/8” (28mm） 15’ 4 B ／ G

 OT-0541VEL15 1-1/2” (38mm） 15’ 4 S ／ G

 OT-0541BKA15 1-1/2” (38mm） 15’ 4 B ／ G

 OT-0551VEL186 1-1/2” (38mm） 18’ 5 S ／ G

 OT-0551BKA186 1-1/2” (38mm） 18’ 5 B ／ G

アナダイズ加工済みアルミニウム ロックテンションボタン

左の写真、バックプレートは含みません。 写真は、YAMAHA�YF-23 艇の取り付け例です。

S ／ G：シルバー／ゴールド　　B ／ G：ブラック／ゴールド

¥180,0003B#0区

¥300,0003B#0区

¥120,000

3B#0区

¥120,000
¥150,000
¥150,000
¥170,000
¥170,000



17仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

アルミ＋ FRP��アウトリガーポール

グラスアウトリガーポール　
全長：4.5 ｍ、元径：28mm　振り出し式 3 本継　ガイド数：3 個

ラインガイド
（1PACK/2pcs）

FRP セミロッド

振り出し式になっているため、使わない時などはコンパクトに片すことができる便

利な商品です。

 

品番 全長 (mm) アルミパイプ長 (mm) 元径 (mm) ガイド数

No.0 5800 1500 48 4

No.1 6300 2000 48 4

No.2 7300 3000 48 4

 

     品番    全長 (mm) 元径 (mm) ガイド数

� A-1� ��4500� ��　38� 　��3

○高圧線・架線・電線による感電に注意して下さい。アルミ合
金製アウトリガーは素材特性上、電気をよく伝えます。従って
電線等に接触、または近づけただけでも感電して死亡事故の原
因となります。高圧線・架線・電線付近を運行する際は十分に
注意を払って下さい。
○落雷による感電に注意して下さい。使用中、雷が発生した時は、
アウトリガーから離れるようにして下さい。
○アウトリガーに使用されているボルト類は定期的にゆるみの
点検を行って下さい。
○スプレッダーワイヤーのテンション（張り具合）は、４本の
ワイヤーが均等になるように張って下さい。
○ワイヤースプレッダー付きアウトリガーは、定期的にワイヤ
ーのテンション（張り具合）調整を行って下さい。ワイヤーが
緩んだままアウトリガーを使用すると破損の原因となる恐れが
あります。
○アウトリガーを開閉する際にボートから転落する危険性があ
ります。十分に安全を確認して下さい。

○船に乗下船の際、アウトリガーもしくはリギングコードを持
つとアウトリガーの破損もしくは転落の原因になる恐れがあり
ます。
○荒天時における船体への過度の衝撃がアウトリガーの破損に
つながる恐れがありますので十分に注意して航行して下さい。
○荒天時や波高が高い状況でアウトリガーを使用する際は、ア
ウトリガーが海面に接触しないよう十分に注意をして下さい。
○アウトリガーを取り付けた船を航行させる際は、必ずアウト
リガーのリギングをセットするようにして下さい。リギングを
しないまま航行するとアウトリガーボールの破損につながる原
因となる恐れがあります。
○アルミ合金製アウトリガーでヒコーキ、潜行板等の抵抗が大
きい漁具を曳くとアウトリガーを破損させる原因となる恐れが
ありますので避けて下さい。
○アウトリガーでリリースシステム（リリースクリップ、ラバー
バンド等）を使用する際は、リリースのテンションを適正に調
整してご使用下さい。過度のテンションはアウトリガーの破損
につながる原因となる恐れがあります。

Perko

Salt Water House

アウトリガーを安全にご使用いただくためのご注意

 品名 内径 品番

 468-DP1-BLK 14.3mm PKO-468-DP1 

 468-DP2-BLK 15.9mm PKO-468-DP2

 468-DP3-BLK 19.0mm PKO-468-DP3 

 468-DP4-BLK 25.4mm PKO-468-DP4 

 468-DP5-BLK 30.2mm PKO-468-DP5

 468-DP6-BLK 41.3mm PKO-468-DP6 

品番 SAN-OP

Top�Gun�ポール

Rupp Marine

Top�Gun�テレスコーピングポール

短く収納できる振出し式アウトリガーポール。プッシュボタンロック式で素早く安

全に収納可能です。

共通仕様

材質：アルミニウム　カラー：シルバー

適応ホルダー

トップマウント BOSS ラディアル / サイドマウント BOSS ラディアル

サイドキックアウトリガーホルダー /ST-500 サイドマウントホルダー

品番 全長 (mm) 元径 (mm)

RUP-A0-1500-SIX 4600 38

RUP-A0-1800-SIX 5500 38

品番全長 (mm) 全長 (mm) 元径 (mm) 仕舞い寸法 (mm

RUP-A0-1500-TEL 4600 38 1,500

RUP-A0-1800-TEL 5500 38 1,800

¥161,000
¥166,000
¥176,000

2B00区

¥78,000
2B00区

¥29,5003B#0区

 ¥90,000
3B#0区

 ¥102,000

 ¥160,000
3B#0区

 ¥185,000

 ¥1,350
3B#0区

 ¥1,350
 ¥2,000
 ¥2,000
 ¥2,150
 ¥2,150
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Salt Water House

シングルラインキット
アウトリガー用

Marlin & Tuna Club

左右一対のアウトリガーにシングルラインリグをセットするため

に必要なリリースピン以外のパーツがすべて含まれています。

ライト～ヘビートローリングタックルまで対応。

内　容

アイストラップ（2PCS）

シングルプーリー＆ショックコード（2PCS）

コルクボール（2PCS）

スナップスイベル 400lb（4PCS）

スリーブ 5N�（6PCS）

ブラックモノライン 200ft

( ■写真のケースは変更になる場合があります )

品番 MTT-AS

ライトシングルラインキット
アウトリガー用

左右一対のアウトリガーにシングルラインリグをセットするため

に必要なリリースピン以外のパーツがすべて含まれています。

ライトトローリングタックル対応。

内　容

アイストラップ（2PCS）

ショックコード＆スナップ　12”（2PCS）

スナップスイベル（4PCS）

ナイロンライン　80ft

( ■写真のケースは変更になる場合があります )

品番 MTT-AL

ダブルラインキット
アウトリガー用

左右一対のアウトリガーにダブルラインリグをセットするために

必要なリリースピン以外のパーツがすべて含まれています。

ライト～ヘビートローリングタックル対応。

内　容

アイストラップ（2PCS）

ダブルプーリー＆ショックコード（2PCS）

コルクボール（4PCS）

スナップスイベル 400l ｂ（8PCS）

スリーブ　5N（10PCS）

ブラックモノライン 200ft（2PCS）

( ■写真のケースは変更になる場合があります )

品番 MTT-AD

タグラインキット
アウトリガー用

アウトリガーラインシステムに使用します。

ラバーリングのバンパーが付いたタグラインウエイトによって、ス

トライクと同時にタグラインを自動的にドロップバックさせます。

内　容

コルクボール（4PCS）

スナップスイベル（4PCS）

スリーブ　５Ｎ（6PCS）

タグラインウエイト�シルバー（2PCS）

ブラックモノライン 100ft

ラバーバンド L

ラバーバンド S

ダクロン 200lb　40cm（2PCS）�

( ■写真のケースは変更になる場合があります )

品番 MTT-AT

 ¥16,5003B#0区

 ¥8,5003B#0区

 ¥33,0003B#0区

 ¥21,0003B#0区



19仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

シングルラインキット
センターリガー用

Marlin & Tuna Club

センターリガーにシングルラインリグをセットするために必要な

リリースピン以外のパーツがすべて含まれています。

ライト～ヘビートローリングタックルまで対応

内　容

アイストラップ

シングルプーリー＆ショックコード

コルクボール

スナップスイベル（2PCS）

スリーブ　5N（4PCS）

ブラックモノライン 100ft

( ■写真のケースは変更になる場合があります )

品番 MTT-SS

タグラインキット
センターリガー用

センターリガーラインシステムに使用します。

ラバーリングのバンパーが付いたタグラインウエイトによって、

ストライクと同時にタグラインを自動的にドロップバックさせま

す。

内　容

コルクボール（2PCS）

スナップスイベル（2PCS）

スリーブ　5N（4PCS）

タグラインウエイト　（シルバー）

ブラックモノライン 50ft

ラバーバンド　L

ラバーバンド　S

ダクロン 200lb　40cm�

( ■写真のケースは変更になる場合があります )

品番 MTT-ST

タグラインシステムは、流した

ルアーの抵抗によってウエイト

をアウトリガーの先端まで引き

上げるシステムです。あらゆる

アウトリガーシステムで使用で

きます。ストライクを取るとラ

バーバンドが切れてウエイトが

下まで下がりすぐに再セットで

きます。確実にラバーバンドを

ラインセットしなければ、ライ

ンがスリップして、ラインブレ

イクの原因となります。

タグラインシステム

ラインリリースには、

色々なタイプがあり

ます。パカッと開く

タイプ、洗濯バサミ

のようにラインを挟

むタイプ、ラインを

引っ掛けるタイプの

三種類がありますが、

どのタイプもライン

に傷をつけないよう

に使用できます。数

多くあるリリースの

中でも、Rupp 社のノ

ックアウトクリップ、

Aftco 社のローラー

トローラー（OR-1）

は、ラインを通す部

分がステンレスのロ

ーラーになっているため、ラインが傷つきにくくなっています。

また、ヘビータックルからライトタックルまで使用できるリリー

スクリップです。しかし、どんなに優れたリリースクリップでも、

日頃のメンテナンスを怠るとラインブレイクの原因になります。

従いまして、釣りに出掛ける前に、必ずリリーステンション等の

チェックをして下さい。

リリースクリップ

ラバーバンド

ラインがスリップしな
いように 10 回以上巻
き付ける

引き締める

ダクロンライン

フィッシングライン

 ¥9,5003B#0区

 ¥12,0003B#0区
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Rupp Marine    Schafer     Marin&Tuna Club    Aftco    Black's    Salt Water house    Hal-Lock

シングルプーリー
�
ダブルプー - リー�

HL-9BLK

レバーを操作することでアウトリガーリ

ギングラインを固定することができるの

で、リリースピンやタグラインシステムを

好みの位置で使用することが出来ます。

又、魚がヒットした時にリリースピンの位

置がズレることにより、スムーズにライ

ンリリースしないなどのトラブルが発生

しないので、正確な値を得ることができ

ます。

使用可能なリギングラインサイズは

1.9mm ～ 2.16mm　ブレイデッドライ

ンは 3/32 ～ 1/8（適応サイズは、タイ

プとメーカーによって多少変わる場合が

あります）

Hal-Lock

品番

ショックコード

アウトリガーの展開によるリギングライ

ンの緩み等を吸収するために使用する。

Salt Water House

タグラインウエイト

ラバーバンドを利用した、タグラインウエ

イトシステムを作る際に必要なウエイト。

Marlin & Tuna Club

品番 MTT-GWG

コルクボール
（6PCS/1SET）

Schaefer

品番 SFR-MF-15

フローティングマーカー
（1PCS）

リギングラインシステムの間に入れるこ

とによって巻き込みやリリースクリップ

などの破損を防止。

Taco

品番 COK-0015

シングルプーリー＆
ショックコード

リギングラインが通る場所にローラーが

付いているので、上げ下げが楽に出来ま

す。リギングラインの張りを調節し、リ

リース時のショックをやわらげる役目。

Taco

品番 SWH-SPSC

カムクリート

サイズ：スモール

カラー：グレー

取り付けビス：�サイズ 4mm�

ピッチ 27mm

サイズ：�L48 × W24 × H20mm�

ロープサイズ 2 ～ 8mm

Kojima

品番 KOJ-700250

ブラックモノライン
200Feet

リギングをする際に使う、メインライン。

Marlin & Tuna Club

品番 MTT-18

アイストラップセット
　（2PCS）

ショックコードのエンドにスナップを利用

している物はアイストラップセットを船体

に取り付けて、スナップ部分を引っ掛けて

使用します。

品番 MTI

品番 SWH-SH12

12 インチ�

品番 SWH-SH16

16 インチ�

品番 SWH-SH20

20 インチ�

Marlin & Tuna Club

HL-29BLK品番

ダブルプーリー＆
ショックコード

ダブルリギングにする際に必要です。リ

ギングラインが通る場所にローラーが付

いているので、リギングラインの上げ下

げが楽に出来ます。リギングラインの張

りを調節し、リリース時のショックをや

わらげる役目。

品番 COK-0022

Salt Water House

リギングラインシステムの間に入れるこ

とによって巻き込みやリリースクリップ

などの破損を防止。

 ¥3,000
3B#0区

 ¥3,200
3B#0区

 ¥1,900
3B#0区

 ¥3,230
2A00区

 ¥1,750
3B#0区

 ¥3,500
3B#0区

 ¥4,500
3B#0区

 ¥5,400
3B#0区

 ¥9,800
3B#0区

 ¥960
3B#0区

 ¥1,150
3B#0区

 ¥1,430
3B#0区

 ¥4,800
3B#0区



21仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

クリップ本体の上下にあるダイヤルによ

ってラインローラーのリリーステンショ

ンが調節できます。

ノックアウト
クリップ（1 ペア）

Rupp Marine

品番 RUP-MCA-0023

ライトタックル用リリースクリップ。ラ

インリリーステーションは、アジャスト

スクリューで簡単に調節することができ

ます。

リリースピン
（アウトリガー用）（1pc）

Black's

品番 BLK-RC100

アジャスト Assy�(Heaby)

ノックアウトクリップ調節ネジパーツ

ノックアウトパーツ

Rupp Marine

品番 RUP-CA-0063

アジャスト Assy�(Light)

品番 RUP-CA-0062

ダウンリガー用リリースクリップ。グリ

ップ本体にステンレスのスナップが付い

ているので、ダウンリガーワイヤーの先

端とウエイトの間に取り付けて使用しま

す。

リリースピン
（ダウンリガー用）（1pc）

Black's

品番 BLK-RC95

ステンレスローラーを使用したこのロー

ラートローラーは世界中で最もポピュラ

ーなアウトリガークリップです、スムー

ズな回転ローラーは、ラインを傷めるこ

となく、ラインをリリースさせます。ま

たリリース時のテンションも調節できま

す。

ローラートローラー
（1 ペア）

Aftco 

品番 AFT-OR1

ダウンリガーワイヤーまたはフィッシン

グカイトのラインに通して使用します。

リリーステンションの調節は RC-100

と同様に行います。

リリースピン
（カイト�&�ダウンリガー用）
（1pc）

Black's

品番 BLK-RC99

ストレートラインでルアーを流すときに

ラインと水面との角度を小さくするため

に、このリリースクリップをロッドのセ

ーフティーリングか、クリートなどにセ

ットして使用します。クリップ本体は、

ローラートローラーと共通のものです。

フラットライン
クリップ（1pc）

Aftco 

品番 AFT-FL-1

ラバーバンド

Salt Water House

（S） （L）

（L）
品番 STP-64

（S）
品番 STP-33

長さ 8.9cm�x�幅 0.6cm�80lb　テストライン対応

長さ 8.9cm�x�幅 0.3cm�30lb ～ 50lb　テストライン対応

 ¥12,000
3B#0区

 ¥1,250
3B#0区

 ¥1,250
3B#0区

 ¥12,000
3B#Q区

 ¥1,0004A#0区

 ¥1,0004A#0区

 ¥2,200
3B#Q区

 ¥2,200
3B#Q区

 ¥1,910
3B#Q区

 ¥6,000
3B#Q区
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Perko    Salt Water House     Rupp Marinr    Marlin & Tuna Club

内　　径� 1�5/8"

外　　径� 2"

全　　長� 8"

フランジサイズ� 4�1/4" × 3�1/2"

ボルトサイズ� 1/4"

重　　量� 1�1/2Lb（675 ｇ）

材　　質�

　フランジ：クロームメッキジンク

　チューブ：アルミニウム

#1205　
フラッシュマウント

内　　径� 1�5/8"

外　　径� 2"

全　　長� 8"

フランジサイズ� 4�1/4" × 3�1/2"

ボルトサイズ� 1/4"

重　　量� 2Lb（900 ｇ）

材　　質�

　フランジ：クロームメッキブロンズ

　チューブ：クロームメッキブラス

#448-001　
フラッシュマウント

内　　径� 1�7/8"

外　　径� 2�1/4"

全　　長� 12"

フランジサイズ�4�7/8" × 4"

ボルトサイズ� 1/4"

重　　量� 3�3/8Lb（1520 ｇ）

材　　質�

　フランジ：クロームメッキブロンズ

　チューブ：クロームメッキブラス

#448-002
フラッシュマウント

内　　径� 1�5/8"

外　　径� 2"

全　　長� 9"

フランジサイズ�3�1/2"

ボルトサイズ� 1/4"

重　　量� 1�1/3Lb（600 ｇ）

材　　質�

　フランジ：クロームメッキブロンズ、

　チューブ：ステンレス

#447　
ストレート

内　　径� 1�5/8"� ��

外　　径� 2"� ��

全　　長� 9"� ��

ブラケット幅� 4�3/16"���

ボルトサイズ� 1/4"� ��

重　　量� 2LB(900g)��

材　　質　

　　　クロームメッキブラス＆ブロンズ

　　　プラスチックライナー

#404-1�
サイドマウント

内　　径� 1�5/8"

外　　径� 2"

全　　長� 9"

レール径� 7/8" ～ 1"

重　　量� 2�1/4Lb（1010 ｇ）

材　　質�

　クロームメッキブラス＆ブロンズ

　プラスチックライナー

#1118　
レールマウント

内　　径� 1�5/8"

外　　径� 2"

全　　長� 9"

レール径� 7/8" ～ 1"

重　　量� 2Lb（900 ｇ）

材　　質�

　クロームメッキジンク＆ステンレス

　プラスチックライナー

#1215　
レールマウント

品番 PKO-1205

品番 PKO-448DP1

品番 PKO-448DP2

品番 PKO-447

Perko Perko

品番 PKO-404DP1

品番 PKO-1118

品番 PKO-1215

内　　径� 42mm

外　　径� 51mm

全　　長� 235mm

レール径� 7/8" ～ 1"

重　　量� 800g

材　　質�

　ステンレス

　プラスチックライナー

SWD-LSRH　
レールマウント
品番 SWD-LSRH

Salt Water House

 ¥13,000
3B#0区

 ¥18,000
3B#0区

 ¥18,600
3B#0区

 ¥15,000
3B#0区

 ¥16,190
3B#0区

 ¥22,000
3B#0区

 ¥13,500
3B#0区

 ¥8,600
3B#0区



23仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

0 度キャップ付き

品番 RUP-CA-0069

ストライキング
ロッドホルダー　

内径／ 43m/m　

外径／ 55m/m　

全長／ 285m/m　

フランジサイズ／ 165 × 100m/m　

材質／本体：ステンレス

���������ライナー：PVC

Rupp Marine

130lb タックルまで使えるスーパー

ヘビーデューティー使用のオール

ステンレス製ロッドホルダー。

錆びに対しても非常に強く出来てい

ます。

ステンレスロッドホルダーMarlin & Tuna Club

 ロッドホルダーの埋め込み位置

ロッドホルダーはトローリング時やポイント移動時、またはファイト時にロッドやリールを
機能的に配置するための重要なファクターです、適切なポジションに堅牢に取り付けること
が基本となります。
ロッドホルダーにはストライクを取るためのロッドホルダーと、ロッドを差して置くため
のロッドホルダーがあります。ここではヘビータックルにおけるストライクを取るためのロ
ッドホルダーの位置と角度、ロッドの関係。埋め込み型のロッドホルダーにはストレート型
とアングル型があり、アングル型は 15 度と 30 度などがある、これらの角度は基本的に
30 度のアングル型はストレートバット向け、ストレートタイプと 15 度のアングル型はカ
ーブパット向けです。
これらのロッドホルダーの使い分けは、ボートの形状や大きさ、そしてオーナーの指向に
よって大きく異なってきます。�
�カーブバットを多用する場合のスタンダードは、スターン側からストレート、15 度、とな
ります、ストレートバットを多用する方は、一般的に 30 度を使用します。理由として 30
度にダイレクトとしてカーブバットを使ったロッドをセットしたとします。そうするとライ
ンはかなりフラットな状態で出ているはずです、フラット過ぎるためルアーのアクション
がおとなしく、もう少しアクションを付けたいといった時などに 15 度もしくはストレート
に差し替えて、角度を上げるのです。　
　またストレートや 15 度にストレートバットで 80 ポンド以上のタックルをセットしてド
ラグを入れてストライクを取ったら、普通の人はロッドをホルダーからロッドを抜くのはま
ず不可能なことです。�こうした使い分けするために数種類のロッドホルダーがありますが、
埋め込み位置など、ベーシックックはあってもこれでなくていけないといった決まりは特に
ありません。�

ロッドホルダー

0 度� 15 度� 30 度�
品番 MTH-SSRH-00 品番 MTH-SSRH-15 品番 MTH-SSRH-30

チェアーとロッドホルダーの理想的位置関係

ストライキング ・ ロッドホルダーはロッドをホルダーに差したままで前後

にティップをスイングすることができるので、 アウトリガーのラインリリー

スにラインをセットするときや、 ストライクの際にフックアップをさせるの

に役立ちます。

また、 ロッドのスイングテンションが調節できるので、 トローリングポジ

ション （ロッドを煽った状態） のロッドがストライクと同時に通常のポジ

ションに戻ることによって、 ストライクを見逃すことを防ぎます。

15 度キャップ付き
品番 MTH-SSRH-00C 品番 MTH-SSRH-15C 品番 MTH-SSRH-30C

サイズ

内径：43mm
外径：100mm
全長：240mm

30 度キャップ付き
品番 MTH-GC

キャップ　

キャップ単体 / ロッドホルダーは付属しません。

 ¥79,500
3B#Q区

 ¥17,000
3B#0区

 ¥17,000
3B#0区

 ¥17,000
3B#0区

 ¥18,000
3B#0区

 ¥18,000
3B#0区

 ¥18,000
3B#0区

 ¥1,000
3B#0区
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Marlin & Tuna Club     Taco     Signature Marine

クランプオンロッドホルダ−
ライト～ヘビータックルまですべてのロッドが入るようになっています。

バーチカルゴールド

バーチカルシルバー

サイズ

内径 43mm　外径 60mm　全長 270mm

レール径　25.4mm（1" パイプ用）

材質　アルミ合金製

ホリゾンタルゴールド

ホリゾンタルシルバー

サイズ

内径 43mm　外径 60mm　全長 270mm

レール径　25.4mm（1" パイプ用）

材質　アルミ合金製

サイズ：フレーム　全幅 1400mm　全高 180mm

　　　：ロッドホルダー　全長 270mm　内径 43mm

カラー：フレーム　シルバー

　　　：ロッドホルダー　ゴールド又はシルバー

付属のステンレス U ボトルにより、フライブリッジのハンドレール

へ取り付けて使用します。

アルミカスタムロケットランチャー

ゴールド 4 連

Marlin & Tuna Club

Marlin & Tuna Club

品番 MT-COR-VG

品番 MT-COR-VS

品番 MT-COR-HG

品番 MT-COR-HS

レール径　27mm ／ 33.3mm ／ 31.7mm

レール径　43mm ／ 49mm

ロッドホルダー部分が 18 度間隔で自由にセットが可能です。

取り付けパイプサイズが 3 タイプあるので、ほとんどのボートにセットできます。

サイズ

内径 44.5mm　外径　56mm　全長　250mm

材質　316 ステンレススチール製

カラー　クロームシルバー

アジャスタブル　
クランプオンロッドホルダー

Taco

�MIDDLE�サイズ
品番 F16-2623POL

BIG サイズ
品番 F16-2630POL

品番 MTA-CG4
ロケットランチャーベース

品番 MTA-C
ゴールド 5 連 品番 MTA-CG5

ゴールド 6 連 品番 MTA-CG6

シルバー 4 連 品番 MTA-CS4

シルバー 5 連 品番 MTA-CS5

シルバー 6 連 品番 MTA-CS6

注意　クランプオンロッドホルダーは全て MARLIN&TUNA CLUB 製を使用しています。

インサートのラバーを交換することによって、

サイズの違うレールに取り付けることができます。

ジョイント部分の噛み合わせを利用して角度を変更します。

レール径　22mm ／ 25.4mm

SMALL�サイズ
品番 F16-2600POL

 ¥17,000
3B#0区

 ¥17,000

3B#0区

 ¥26,000

 ¥27,000

 ¥29,000

3B#0区

 ¥128,000

 ¥145,000

 ¥162,000

 ¥128,000

 ¥145,000

 ¥162,000

3B#0区  ¥60,000

 ¥17,000
 ¥17,000

3B#0区



25仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

チューリップロッドホルダー
ストレートタイプ（ジンバル付きロッド用）
ゴールド�
シルバー�
サイズ／全長 270mm　内径 43mm　外径 55mm

材質　アルミ合金製　ジンバルピン付き

カットタイプ（スピニングロッド用）
ゴールド�
　
サイズ／全長 230mm　内径 43mm　外径 55mm

材質　アルミ合金製　ジンバルピン無し

注意　チーク部分のベースは販売しておりません。

チューリップ連装ロッドホルダー
2 連ロッドホルダー
ストレートタイプ�
　ゴールド
　シルバー　

カットタイプ　　�
　ゴールド　
サイズ／横幅 220mm　取付ナット付き

3 連ロッドホルダー
ストレートタイプ　�
　ゴールド
　シルバー　

カットタイプ�
　ゴールド　
　サイズ／横幅 390mm　取付ナット付き

4 連ロッドホルダー
ストレートタイプ　�
　ゴールド
　シルバー　

カットタイプ�
　ゴールド　
　サイズ／横幅 560mm　取付ナット付き

Marlin & Tuna Club

品番 MT-C2H-SG

品番 MT-C2H-SS

品番 MT-C2H-CG

品番 MT-C3H-SG

品番 MT-C3H-SS

品番 MT-C3H-CG

品番 MT-C4H-SG

品番 MT-C4H-SS

品番 MT-C4H-CG

品番 MT-CRH-SG

品番 MT-CRH-SS

品番 MT-CRH-CG

① ② ③

①
③

②

Signature Marine

レディラック
2 連ロッドレディー�
3 連ロッドレディー�
材質　ロッドホルダー／プラスチック　ベース／アクリル

ロッドホルダー寸法　内径 40mm　全長 300mm

品番 SIG-13W2

品番 SIG-13W3

ロッドホルダー部分の単体販売も行なっております。

お好みに合わせてご自分の使いやすいようにアレンジしてみ

て下さい。

チークをベースに使ったロッドホルダーセット。

ライト～ヘビータックル、 小型～大型艇まで全てに合うように

ご用意いたしまた。

 ¥5,7203B#Q区

 ¥5,7203B#Q区

 ¥5,7203B#Q区

 ¥13,500

3B#Q区

 ¥13,500

 ¥13,500

 ¥19,100

3B#Q区

 ¥19,100

 ¥19,100

 ¥25,800

3B#Q区

 ¥25,800

 ¥25,800

 ¥8,000

3B#Q区

 ¥11,000
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Signature    Black's    Du-Bro     Taco

83.3mm ～ 115.9mm 用 ( ハーネスラグサイズ）

�
適合リール：PENN　80T、80TW、130ST

64.4mm ～ 93.2mm 用� ( ハーネスラグサイズ）

�  
適合リール：PENN　30VSW、30TW、50TW、50VSW、70、80T

①ホワイト／ゴールド

ゴールド／ブラック

品番 SIG-20G3

品番 SIG-21G3

3 連ロッドハンガー

材質　ハンガー：アルミ合金、ベース：アクリル

※ベース長　3 連��380mm ／ 5 連��610mm

①

②

③

スナップロック　ロッドハンガー
スピニング～ベイトロッドなどや、ライトタックル用レギュラーギャフにも使用

できます。

材質　316 ステンレススチール

Taco

品番 F16-2700

5 連ロッドハンガー

②ホワイト／ゴールド

　
③ゴールド／ブラック

品番 SIG-20G5

品番 SIG-21G5

Signature Marine

⑤

④

F16-2820

F16-2810

リールハンガー
キャビンの天井やガンネルにリールのハーネスラグを利用して取り付けます。

ハンガーの調節は左右のプラスネジを締めて調節します。

材質　316 ステンレススチール

Taco

品番

品番

⑥

④

⑤

⑥

3B#Q区  ¥20,000

3B#Q区  ¥21,000

3B#Q区  ¥31,500

3B#Q区  ¥35,500

3B#0区

3B#0区

3B#0区  ¥11,000



27仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

600mm�ｘ 2

ロッドハンガー
�
材質　ソリッドナイロン

Black's

フック�&�リグホルダー

材質　プラスチック　全長 300mm

①

Du-Bro

品番 BLK-HR300

品番 BLK-SL500

ロッドハンガーシステム
キャビンの天井にセットして使う商品。

ハーネスラグのあるリールに使用できます。 サイズの違うリールを

入れ替えた場合でも、 ハンガーの間隔を調節することにより対応し

ます。

ライト用ハンガー（3pcs/1PACK）

品番 DUB-1090G

品番 DUB-1076

品番 DUB-1309

品番 DUB-1070

ライトタックルクラスのハンガーで、ハーネスラグが無いスピニングロッド等に

使用できます。ヘビークラスのアルミ／チークコンボレールかアルミレールを使

用します。

スペア J フック
品番 DUB-1088

ヘビータックルクラス（ロッドハンガーシステム）用スペアーパーツ。

①

②②

注意　この写真のルアー及びフックは、含まれません。

品番 DUB-1070B

( ホワイト）

( ブラック）

( ブラック　3Pcs/1Pack）

( ホワイト　3Pcs/1Pack）

注意　固定用ネジが緩むとリールが落下する恐れが御座いますのでセット時に必

ずご確認ください。

ハンガー

アルミレール　（2 本組）

1200mm�ｘ 2

コンボレール　（2 本組）
品番 DUB-1308

品番 DUB-1078

600mm�ｘ 2

1200mm�ｘ 2

①

①

②

②

③

③

スペア（スモール）J フック
品番 DUB-1071

ライト用ハンガースペアーパーツ。

3B#Q区

 ¥7,000

3B#0区  ¥3,500

 ¥7,000

3B#0区  ¥10,000

 ¥19,000

3B#Q区  ¥1,000

3B#Q区  ¥2,400

3B#Q区  ¥2,400

3B#Q区  ¥600

3B#Q区  ¥1,450

3B#Q区  ¥900

3B#Q区

3B#Q区
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East Coast Plastics

ロールコントロールシステム取り付け上の注意

ロールコントロールシステム

アルミ製レールをボートや車などにセットするだけでいろいろなアタッチ

メントをワンタッチで自由に変えることができます。 それぞれのアタッチ

メントには、 ストッパー機構がついているので取り付け位置に簡単に固

定できます。 アタッチメントはポリプロピレンまたは、 PVC プラスチック

製なので錆などの心配はありません。

1.�アルミ製トラック（レール）をボートまたは車などの取り付けスペースに
合わせて長さをカットします。

2.�トラック（レール）全面の各エッジ部分はヤスリをかけて角を落としてお
く（Fig�A）。

3.�トラック（レール）の両端から約 3cm のところに皿ネジで固定するため
穴をあける（Fig�B）。トラック（レール）が長い場合は中間もネジで固
定する。皿ネジの頭は必ずトラック（レール）の表面と面一またはそれ
よりも低くなるようにする。

4.�トラック（レール）の取り付け面に対して平行に取り付ける（Fig�C）。
トラック（レール）はデッキ面に対して垂直になるようにする。

5.�トラック（レール）は取り付け面が傾斜していたり、平面でない場合は、
マウンティングキットを使用して調整を行う（Fig�D、Fig�E）。

6.�トラック（レール）のエンドには必ずロッドホルダーなどのロールコント
ロールブラケットを差し込むためのスペースを確保しておく。

PVCトラック（PVC エンドキャップ付）

�

サイズ　全長 510mm　幅 57mm　高さ 18mm

全長 51cm の PVC 製レール。このレールにはロッドホルダーが 3 個、ボンベホ

ルダーなら 2 個まで取り付け可能です。また付属のレールジョイントパーツを使っ

てレールをつなぐことができます。

アクセサリーマウント

�

PVC プラスチック製アクセサリーマウントを使うことにより、ポートアクセサリー

をマウントにビス止めして使用することができます。

クリート

�

サイズ　幅 300mm

表面に滑り止め加工を施した PVC プラスチック製クリートは、フェンダーを使用

する際にスライドさせて簡単にフェンダーの位置を変えることができます。

East Coast Plastics

品番 EST-345

品番 EST-178

品番 EST-179

3B#0区  ¥4,000

3B#0区  ¥1,400

3B#0区  ¥700



29仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

ロッドホルダー
�左舷用

�右舷用

�ストレート

サイズ　内径 42mm　全長 300�mm

アルミ製レールに PVC 製ヘビーデュー

ティーロッドホルダーを取り付けるだけ

でフィッシングロッドをボートにセット

できます。

ドリンクホルダー　

サイズ　内径 87mm　高さ 113mm

ポリプロピレン製ドリンクホルダーは、

ワンタッチでレールにセットできホルダ

ーが自由にスイングするため中身がこぼ

れにくい構造になっています。カン以外

にもマグカップやビンも使用できます。

3 連ロッドホルダー

PVC 製のストレートロッドホルダーが

全長 406mm のレールに 3 本セットさ

れています。これらのロッドホルダーは

簡単に取り外しができるので、必要がな

いときは、レールからはずしておくとス

ペースが有効に使えます。

ボンベ
キャリーハンドル

タンクブラケットにこのハンドルをセッ

トすることにより運搬が不便だったタン

クを楽に運ぶことができます。また、ボ

ートのデッキや桟橋の上でタンクが転倒

したり、転がるのを防ぐことができます。

注）ボンベキャリーハンドルはハンドル

のみの販売なので、ご使用になる場合は

ボンベホルダーとセットでお買い上げく

ださい

ボンベホルダー

ボートや車でタンクを運搬する際、タンクが転倒しないように固定するためのブラ

ケットです。左右のアームが上下に動くため、タンクを固定しないときは、アーム

を下に下げることによりスペースを有効に利用することができます。

また、タンクのサイズによってアームの幅を変えることもできます。

エンドキャップ�&
ストップキット

PVC プラスチック製エンドキャップは、

レールの両端に取り付けることによっ

て、カット面がカバーされるので安全で。

また、レールの途中にセットすることに

より、アタッチメントを固定することも

できます。

1 セット（2 個）

プラスチックレール
マウント�

全長 300mm の PVC 製レール。この

レールには、ボンベホルダー 1 ヶまたは

ドリンクホルダーなどのアクセサリーが

2 ヶまで取り付け可能です。

マウントキット　

PVC プラスチック製マウントキットを

使うことにより、曲面や、傾斜面にもア

ルミレールを取り付けることができま

す。

アルミマウント
レール

サイズ　全長 1220mm　幅 48mm

　　　　高さ 16mm

防食加工を施したヘビーデューティーア

ルミレールは、すべてのロールコントロ

ールシステムのアタッチメントがセット

できます。レールの長さはカットするこ

とによって自由に調整することができま

す。

注）安全の為にエンドキャップのご使用

をお勧めします。

品番 EST-173

品番 EST-176

品番 EST-177

品番 EST-217

品番 EST-200

品番 EST-205

品番 EST-174

品番 EST-203

品番 EST-226

品番 EST-175

品番 EST-223

3B#0区  ¥3,900

3B#0区  ¥3,900

3B#0区  ¥3,900

3B#0区  ¥11,500

3B#0区  ¥1,650

3B#0区  ¥3,500

3B#0区  ¥6,800

3B#0区  ¥2,300

3B#0区  ¥3,500

3B#0区  ¥2,900

3B#0区  ¥9,000
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Fns     Plastimo

チビラーク＆受太郎 DX 付 ( レール含む）

一台でストレート型アングル型のロッドホルダーに適合。

ロッドホルダーキーパー
品番 FMS-RKS

中・大物ロッドキーパー。適合ハリス約 16 号。

サポート竿径最大直径 32mm まで。

首振りロックと竿の上下角度調節を一本のネジで可能にしました。ボートの揺れ

で竿受部から竿がはずれることを防止するマジックバンド付。

ロッドキーパースーパーラーク
PL 座セット付き� 品番 FMS-RKPL

ロッドキーパー本体のみ�品番 FMS-RKHON

PL 座セット付キーパー用。

一台でストレート型アングル型のロッドホルダーに適合

ロッドホルダーキーパーレール
品番 FMS-RKR

上下、左右に自由に固定出来るロッドホルダーで、ベイトリールにもスピニング

リールにも使用出来ます。またロッドの脱落防止用の回転リングがついているの

で船が揺れても安心です。ロッドホルダーは取り外して収納出来ます。

アジャスタブルロッドホルダー
品番 PLA-27520D

フックホルダー 3 個、プライヤーポケット付き。

UV カット処理されたスノーホワイト色で、ライトトローリング、キャスティング、

そしてボトムフィッシング時に使用するタックルホルダーとして御利用下さい。

内径：45mm���全長：298mm

タックルラック
品番 FMS-1W

PL 座セット� 品番 FMS-RKPLZ

使用イメージ

パイプにクランプできる径がφ 19 ～ 32 ㎜、全長 208 ㎜、内径 45 ㎜

タックルラック　FMS-1W のレールマウントタイプ。

材質は UV カット処理されたスノーホワイト色のプラスチック材＋ ABS 樹脂材

フックホルダー 3 個、プライヤーポケットの機能付

レイルマウント・ロッドラック
品番 FMS-1WR

Fns

Plastimo

ロッドホルダーキーパー
キーパーレール

PL 座セット

ロッドキーパー
スーパーラーク

使用イメージ

2A00区  ¥20,000

2A00区  ¥17,000

2A00区  ¥4,000

2A00区  ¥18,000

2A00区  ¥10,800

2B00区  ¥1,500

2A00区  ¥4,800

1B00区  ¥6,500



Japan Game Fish Association

JGFA のスローガン--- いい釣りをいつまでも！
JGFA とは Japan Game Fish Association の略称です。

日本語の正式名称は「 ジャパンゲームフィッシュ協会」 といい、

1979 年に設立されました。

その理念と活動を同じくする国際的な団体として、 1939 年に

設立され米国、 フロリダに本部を置く　International Game 

Fish Association(IGFA) があります。

設立当初の JGFA は、 IGFA が定めた世界共通の釣りルール

である『 IGFA ルール』 の普及と同ルールによる世界記録の申

請補助、 ならびに日本記録の認定 ・ 保存を主たる活動としており

ましたが、 これらの活動が会員の拡大とともに広く認知されるに

至るなかで、 下記に紹介します私ども JGFA の主要目的と活動

内容もさらに充実してまいりました。 2005 年度より JGFA は特

定非営利活動法人（ NPO） の認証を受け、 釣り人によるさまざ

まなボランティア活動をはじめとする市民活動の健全な発展を促

進し、 公益の増進を図るべく、 釣魚と釣り場の保全活動等、 多

岐にわたる更なる活動を展開しております。 これは、 単なる釣り

愛好団体から大きく脱皮し、 将来にわたって日本のアマチュアの

釣り人としてあるべき姿を継続的に、 しかも責任ある立場から追

い求めていくための決意でもあります。

Fishing Forever!

Salt Water House は、賛助会員として JGFA を応援  ( 協賛 ) しています。
　「日本においても釣魚（ゲームフィッシュ）の乱獲、乱釣を戒め、良識と秩序ある健全なスポーツとして釣りの普及・啓蒙を

していこう」と、日本に JGFA が設立されたのが 35 年前の 1979 年のことでした。設立当初の JGFA は IGFA が定めた「私

どもが楽しむ釣りは職漁とは一線を画すもので、一定のルールに基づいてファイトするスポーツフィッシング」の世界共通

ルールの普及とそのルールによる世界記録の申請補助、ならびに日本記録の認定と保存を主たる活動としてまいりました。

以来、会員の拡大とともに JGFA の活動が広く認知されるに至り、釣魚の資源・生態を調査する目的でタグ & リリースプ

ログラム、JGFA ルールやスポーツフィッシングテクニックや海上無線や安全航行などに関するセミナーの開催、国際カジ

キ釣り大会に代表されるようなスポーツフィッシングイベントの主催、スポーツフィッシングの普及につながる各種イベン

トの後援、それに将来の日本のスポーツフィッシングを背負うであろうジュニアアングラーの育成などに努めています。ま

た 2005 年から NPO 法人の認証を受け、ボランティア活動をはじめとしバッグリミット決定など釣魚と釣り場の保全活動

を行っています。

　最近の魚資源の枯渇、環境変化による生態系の変化は想像以上に進んでいます。そうした環境保全の側面からもソルト�

ウォーターハウスは JGFA の活動に賛助会員として協賛しています。

JGFA の主要目的と活動内容 ( 事業 )

目的及び業務

　JGFA は、年齢性別を問わず広く一般市民に対して健全

なるスポーツフィッシングの普及・発展を通して、釣魚の生

態の把握、魚族資源の維持・保護はもとより魚族の環境すな

わちこの地球環境の保全に貢献するべく、標識放流調査計

画（タグ & リリースプログラム）を柱としてその他の必要な

事業を遂行し、もって国民生活の資質向上と真の豊かな社

会の実現に寄与することを目的をする。

　この法人は、上記の目的を達成するために次に掲げる種

類の特定非営利活動を行う。

(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(2) 環境の保全を図る活動

(3) 国際協力の活動

(4) 子どもの健全育成を図る活動

(5) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助

言又は援助の活動

　この法人は、上記の目的を達成するため、特定非営利活

動にかかわる事業として、次の事業をおこなう。

(1) 魚族資源維持等に関する事業

①魚族に関する標識放流調査に関する調査研究及び講習

会の開催等による知識の普及

②魚族に関する標識放流計画（タグ &リリースプログラム）

の実施並びに各水産研究期間に保有する標識放流調査資

料の収集・分析及びそれらに関する図書、印刷物の出版・

配布

③前項の他、釣魚に関する科学的資料並びに図書、視聴

覚資料の収集、保存管理を図ること

(2) スポーツフィッシングの世界共通ルール普及と振興事業

①世界標準の釣魚規則に則る記録の認定並びにスポーツ

フィッシングの調査研究及び講習会の開催等による知識

の普及

②スポーツフィッシングの普及・振興を目的とした事業

の企画運営並びに関連団体の事業助成、共同事業の企画・

実施

(3) ジュニア育成事業……ジュニア（年齢 16 歳以下の若人

をいう）に対し積極的にアプローチし次代を担う釣り人

を育成のために釣り教室等、イベント開催の事業

(4) 広報出版事業……上記事業の記録保存、開示、公開等の

ための機関誌他印刷物の出版事業

(5) その他本補応神の目的を達成するために必要な事業

JGFAイヤーブック　2006 年版より抜粋

問合せ

JOIN JGFA 入会のお問い合わせ ・ お申し込みは、 NPO 法人ジャパンゲームフィッシュ協会
 〒 104-0032　　東京都中央区八丁堀 2-22-8　日本フィッシング会館 4F
 TEL 03-6280-3950  FAX 03-6280-3952  Http://www.jgfa.or.jp/  E-mail:japan@jgfa.or.jp
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Accon Marine    Ocean Equipment    Bomar    Perko    Plastimo

ポップアップクリート

　必要な時にボタンを押すだけでクリートが飛び出し、 フェンダー、 フィ

ッシングロッドのセーフティーロープなど取り付け場所によっていろいろ

と便利なクリートです。 また、 必要のない場所には、 クリートを押し込

むと自動的にロックがかかり、 フラットな状態になります。

特にスポーツフィッシャータイプのボートでは、 突起物を、 コックピット

まわりに取り付けないという考え方が一般的なので、 このクリートが最

適です。

スリムラインクリート

サーフェスマウント

クリートの格納部分を埋め込む場所をカットする面倒な作業は必要あ

りません。

本体を取り付ける 2 つのボルトの穴を空けるだけで簡単に取り付けら

れます。

この構造によって、 排水口チューブや排水口容器が必要なく、 船体

内に水が漏れません。

プラスチックドレンカップ

	 　　適応 品番

 #202-4C 用� ACC-202-4C

� #202-6C 用� ACC-202-6C

� #202-8C 用� ACC-202-8C

� #202-10C 用� ACC-202-10C

Accon Marine

サイズ／直径 130mm

ドームライト�4"�（12V）
品番 PKO-1253

24V バルブ（1PCS/PACK）
品番 PKO-3370-24

12V スペアバルブ（2PCS/PACK）
品番 PKO-3370-12

A C

B

Perko

モデル サイズ （mm） 品番

A B C

#202-4 133 76 48 ACC-202-4

#202-6 172 76 59 ACC-202-6

#202-8 229 95 67 ACC-202-8

#202-10 276 114 86 ACC-202-10

モデル サイズ （mm） 品番

A B C

#301-4 120 52 30 ACC-301-4

#301-6 160 62 38 ACC-301-6

#301-8 214 83 50 ACC-301-8

モデル サイズ （mm） 品番

A B C

#334-4 157 60 112 ACC-334-4

#334-6 214 81 151 ACC-334-6

3A#0区

 ¥19.000
 ¥20,000
 ¥24,000
 ¥34,500

3A#0区

 ¥1,900
 ¥2,400
 ¥2,800
 ¥3,200

3A#0区

 ¥10,000
 ¥11,500
 ¥20,000

3A#0区

 ¥9,000
 ¥12,000

3B#0区  ¥6,700

3B#0区  ¥1,620

3B#0区  ¥2,670



33仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

ホールカットアウトサイズ／ 241mm × 241mm

サイドマウント

品番 ESM-415H

 アイテム名  品番 内径 穴開けサイズ 外形

 S サイズ PLA-195380A 103mmφ 114mmφ 145mmφ

 M サイズ PLA-195381A 130mmφ 139mmφ 170mmφ

 L サイズ PLA-195382A 155mmφ 165mmφ 215mmφ

材質 ： ABS 樹脂

Ocean Equipment

日頃、 デッキウォッシュホースなど

の収納にお困りの方がとても多いと

思いますが、 このホースコイルのホ

ースはコイル状となっているため、

使用後にホースを弛めると自動的

に元のコイル状に戻るため収納にと

ても便利です。 ホースコイルは収納

場所に合わせてサイド、フラッシュ、

ホリゾンタルとホースの収納ケース

のタイプが選べます。

ホースコイルの収納ケースの材質に

は耐久性の強いプラスチックを使用

しており、 また太陽光線による劣化

を防ぐため UV カット処理も施されて

おります。

PLASTIMO のインスペクションハッチのフランジには透明のシリコン O リン

グが入っており水の侵入を許しません。

ホースコイル

Plastimo
インスペクションハッチ

フラッシュマウント

品番 EFM-415H

ホリゾンタルマウント

品番 EHM-425H

Bomar

ハッチ　910-1100
品番 BOM-9101100

ホールカットアウトサイズ／ 428mm × 428mm

ハッチ　966-1100
品番 BOM-9661100

ホールカットアウトサイズ／ 208mm × 310mm

インスペクション　ハッチ
品番 BOM-8711

20’ホースコイル
ノズルセット

品番 EFM-HS2005U

50’ホースコイル
ノズルセット

品番 EFM-HS5004U

ホース長：15’（約 4.6m) ホース長：15’（約 4.6m)

ホース長：25’（約 7.6m)

ホース長：20’（約 6m) ホース長：50’（約 15m)

( ホースとノズルのみのセットです） (ホースとノズルのみのセットです）

3B#0区  ¥25,000 3B#0区  ¥30,000

3B#0区  ¥31,000

3B#0区  ¥4,300 3B#0区  ¥7,500

3B#0区  ¥38,100 3B#0区  ¥55,000 3B#Q区  ¥16,000

2A#0区

¥2,700
¥3,100
¥3,700
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Penn    Okuma    Shimano     Marlin & Tuna Club     Tef-Gel

16VS

16VSX

インターナショナル V�2 スピード

 モデル ラインキャパシティ （ラインクラス /m） ギヤ比 重量 （g）

�16VS� 16Lb/1000� 2：1�　5.3：1� �1150

�16VSX� 16Lb/1000� 1.5：1�　4.25：1� �1160

�30VSW� 30Lb/1000� 1.8：1�　3.8：1� �1700

�50VSW� 50Lb/850� 1.3：1�　3.1：1� �2115

�70VS� 80Lb/800�50Lb/1000� 1.3：1�　3.1：1� �2525

�80VSW� 80Lb/950� 1.4：1�　3.0：1� 3195

�130VSX� 130Lb/900� 1.2：1�　2.2：1� 5900

INTERNATIONALV
ビッグゲームアングラーを魅了してやまない世界基準。 頑強なボディ

ーと信頼のドラグ、 そしてシンプルな操作性が誰しもが認める定番リー

ルです。

Penn

品番 PEN+( モデル )

2 段変速ギアーチェンジ方法

１． ハンドルの付け根部分にある黒いボタンが飛び出ている状態 ( 下

　　記写真 ) がハイスピードギヤです。

２． 黒いボタンを押し込む ( 下記写真 ) とロースピードギヤに切り替

　　わります。

３． 下記写真のようにカバー部を回すとハイスピードに戻すことが

　　できます。

インターナショナル V　シングルスピード

 

 
モデル ラインキャパシティ （ラインクラス /m） ギヤ比 重量 （g）

� 30VW� 30Lb/1000� 1：3.8� �1670

� 50VW� 50Lb/850� 1：3� 1900

品番 PEN+( モデル )
80VSW

130VSX

50VW 30VW
① ② ③

 モデル 糸巻量 (PE) 糸巻量 ( ナイロン ) ギヤ比 重量（g）

� MK-10 Ⅱ� 6 号 /300m� 12lb/550m� 4.7:1/2.1:1� 700

� MK-15 Ⅱ� 8 号 /350m� 16lb/700m� 4.7:1/2.1:1� 730

� MK-20 Ⅱ� 10 号 /470m� 20lb/1000m� 3.8:1/1.7:1� 1270

� MK-30 Ⅱ� 10 号 /600m� 30lb/1000m� 3.8:1/1.7:1� 1350

� MK-50 Ⅱ� 14 号 /420m� 50lb/730m� 3.2:1/1.3:1� 1730

� MK-50W Ⅱ� 20 号 /470m� 50lb/1000m� 3.2:1/1.3:1� 1890

� MK-80W Ⅱ� 30 号 /670m� 80lb/1200m� 3.2:1/1.3:1� 3300

マカイラ
品番 PEN- （モデル）

NEW コンセプトを提唱する、 OKUMA　BIGGAME スペシャル。 フレー

ムとギアリング、 すべてにヘビーデューティーなセッテリングを武器と

する。 右サイドに設置されたカーボンデュアルフォーストドラグが、 未

体験のやり取りを実現する。

MK-10 Ⅱ

MK-50W Ⅱ

Okuma

1B00区

¥80,000
\13,1000
\82,000
\92,000
\117,000
\122,000
\153,000

3B00区

 ¥72,000
 ¥75,000

3B#0区

ＭＫ -10 Ⅱ ¥56,000

ＭＫ -15 Ⅱ ¥64,000

ＭＫ -20 Ⅱ ¥68,000

ＭＫ -30 Ⅱ ¥72,000

ＭＫ -50 Ⅱ ¥78,000

ＭＫ -50 ＷⅡ ¥80,000

ＭＫ -80 ＷⅡ ¥116,000



35仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

トリガースナップ�

Marlin & Tuna Club

品番 MTT-GSP

ロープ付（セーフティロープ）1.5m�
品番 MTT-GSP15

ロープ付（セーフティロープ）2.5m�
品番 MTT-GSP25

セーフティロープ

ブラック

ストラップレンチ

Marlin & Tuna Club

品番 MT-SR700

レッド� 品番 MT-SR700R

スペアーパーツ（ベルト＆ピン�Set)
品番 MT-SR700PART

電蝕、サビ、固着の悩み解決

ロッドとリールの接続部やリールのボルトなどに使用することにより、電蝕や

サビ固着を防止します、アウトリガー等マリン用品にも使用可能です。

ボトルタイプや、コーキングガンタイプもあります。

（明細は、お問い合わせください。）

テフジェル

Tef-Gel

品番 SAT-TG01

品番 ギア比 最大ドラグ力�
(N)(kg)

自重 (g) Lb/m

SHI-50WA 3.1/1.3 117.6/12.0 2445 50-770

SHI-80WA 2.5/1.3 176.4/18.0 3265 80-860

Shimano

　金色に輝く世界最高峰のトローリングリール、 ティアグラ。 超大物

とのファイトによる摩擦熱を逆利用し、 油圧の力で自動的にドラグの

低下を補う熱感応油圧補正ドラグ機構を搭載しました。 その実力

は、 正確な 0.5lb 刻みのドラグクリック、 ハイ＆ローのスピードリーリ

ングシステムなどに支えられ、 マーリンやマグロ等の超大物にも決し

て引けをとらないパワーを誇ります。

■全ボールベアリングに錆に強い A-RB 採用

■正確な 0.5lb 刻みのドラグクリック

■とっさの時も手にとりやすいハンドル設計

■オールマシンカットゴールドボディ

■クリック付レバードラグ

ファッサム 40
フルメタルボディの新型ペンリール、 ペンリールならではの堅牢さは

健在、 又スムーズかつ強力なドラグも特徴できです。

カツオ釣りやティーザーリールとしても使用できます。

Penn

ﾗｲﾝｷｬﾊﾟｼﾃｨ ( ﾗｲﾝｸﾗｽ /m) ｷﾞｱ比 重量 (g)

50lb/320m

1:6.0 52530lb/200m

130lb ダクロン /120m

品番 PEN-FTH40

50WA

80WA

SHI-50WA ���¥92,000

SHI-80WA �¥122,000

2A00区

1B00区

 ¥38,000

3B#0区  ¥2,500

3B#0区  ¥2,700

3B#0区  ¥1,800

3B#0区  ¥3,800

3B#0区  ¥3,800

2A00区  ¥3,300

3B#0区  ¥720
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Salt Water House    Sampo    Ez line spool dispenser     Linewinder

1. ライン全体がザラついた感じがする
2. ラインカラーが褪せたあるいは透明感がなくなってきた
3. ヘビーファイトを立続けにおこなった

4. ヨリが発生している
5. 硬くなった気がする
6. 3 年以上の長期未使用ライン

こんな時は迷わずライン交換！ ライン交換の目安 6 つのチェックポイント

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

5
c
m

これで万全 !!

ダブルラインエンド
（三ツ編み）の作り方

トーナメントライン　IGFA�CLASS

SWH オリジナルトーナメントラインは、 ベテランアングラーが要求する

ラインのしなやかさと、 結節の強さを兼ね備えています。
カラー：グリーン　ブルー　イエロー　オレンジ

（イエローは 50lb、80lb のみ）

（オレンジは 50lb、80lb、130lb のみ）

注　品番の（）内はラインのカラー指定となります。
　　G：グリーン　B：ブルー　O：オレンジ　Y：イエロー

 ラインテスト スプール 品番

� 30Lb� 1.000m� SWL-5030(G/B)

� 50Lb� 1.000m� SWL-5050(G/B/O/Y)

� 80Lb� 1.000m� SWL-5080(G/B/O/Y)

� 130Lb� 1.000m� SWL-5130(G/B/O)

Salt Water House

 
サイズ 入数 ポンドテスト           品番

� RX5CB� 2pcs� 165� SAM-RX5CB

� RX6CB� 2pcs� 200� SAM-RX6CB

� RX67CB� 2pcs� 200� SAM-RX67CB

� RX8CB� 1pcs� 300� SAM-RX8CB

ダブルソリッドリング
コーストロックスイベル

Sampo

ボールベアリングスイベルとスナップの間に入れたらソリッドリング

がスイベルのからみを完全に解消します。

Salt Water House

両側にボールベアリングを採用したことで、いままでのスイベルに比べラインが

ヨレ難くなっています。また伸び難いスナップをスプリットリングで連結しする

ことで耐久性も格段に向上いたしました。

ダブルボールベアリング
トローリングスイベル

 品番 適用ラインクラス 全長 入数

 SWH-WBTS-8 50 ～ 80Lb 114mm 1

 SWH-WBTS-9 80 ～ 130Lb 118mm 1

両側回転によりヨリトリ能力 2 倍以上。

4A#0区

 ¥6,200
 ¥8,600
 ¥10,500
 ¥14,300

3B#0区

 ¥1,050
 ¥1,190

3B#0区

 ¥1,580
 ¥1,720
 ¥1,800
 ¥1,950



37仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

The�Heavy�Duty

�

糸巻き機�Linewinder

品番 TRI-HD140

Standard

�品番 TRI-SC125

Medium�Duty

�品番 TRI-OSPW

TRI-SC125TRI-HD140
TRI-OSPW

注意　この商品は受注後発注となります。

共通ワンポイント

◎テンションをかけてしっかりと巻き込む必要があるトローリングラインを一人で

簡単に巻くことができるようになりました。

◎場所を選ばず利用できるロッドマウントタイプと船上でロッドホルダーにセット

できるホルダータイプがあり、両方ともスプーラーを固定できるのでロッドを利

用して一人でラインを巻き込むことができる。

◎ナットをしめ込むことによってテンションをアジャストできるので、常に適正な

テンションでラインを巻き込むことができる。

◎スプーラー本体に付いているストッパーは、六角レンチによってフレキシブルに

アジャストできるので、ショートからワイドなスプールまで利用できます。

ロッドにクランプすることによって、ラインを巻くことができるスプーラーです。

EZ − 100 はボトム・フィッシングリール等のライン巻きにも使用できます。

ラインスプラー�ロッドマウントタイプ

①

②

③

④

⑤

EZ-100� 品番 FMS-EZ100

スプーラー支持パイプの上下セットを変えることにより、ロッドホルダーのアング

ル型、ストレート型のどちらでも使用可。

ラインスプラー�ホルダータイプ
EZ-300� 品番 FMS-EZ300

ロッドにクランプすることによって、ラインを巻くことができるスプーラーです。

EZ-200� 品番 FMS-EZ200

ナットも用意してあります。

ドラグワッシャー（2 個入り）
100 用� 品番 FMS-DW-1

200 ～ 300 用� 品番 FMS-DW-2

①

②

③

④ ⑤

◎適合ライン：～ 50LB クラス（参考）

◎適合ライン：50LB ～ 130LB クラス（参考）

注意　ラインメーカーによってはスプールを取り付け出来ない場合があります。

Ez line spool dispenser

2A00区  ¥12,000

2A00区  ¥14,000

2A00区  ¥22,000

2A00区  ¥1,200

2A00区  ¥1,200

 ASK

 ASK

 ASK
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Salt Water House     Ctc

ポンド 品番

250lb　 SWK-D250
300lb　 SWK-D300
500lb　 SWK-D500

250lb　 SWK-DB250
300lb　 SWK-DB300

ナイロンクランキングリーダー
全長 7m

お好みの長さでカットしてお使いください。

ポンド        ( 号） 品番

300lb （100 号） SWK-N300
350lb （120 号） SWK-N350
400lb （150 号） SWK-N400
500lb （180 号） SWK-N500

550lb （200 号） SWK-N550

300lb （100 号） SWK-NB300
350lb （120 号） SWK-NB350
400lb （150 号） SWK-NB400

500lb （180 号） SWK-NB500

Salt Water House

ダブルラインをリーダーエンドの
ループに通す

1

ループに通したダブルラインにリ
ーダーを通す

注意

クランキングリーダーとルアー部分のリーダーの合計が、 リーダーの全長となります。
ナイロンクランキングリーダーを収納する場合は、 リーダーの部分をリールに巻き込まないで下さい。 巻き込んで収納するとリーダー自体にくせが付いてし
まい、 糸ヨレの原因になります。

ループ to ループダブルライン

ルアーのリーダー スイベル

クランキングリーダーのセット方法

ダブルラインの先端を再びリーダーエンド
のループに通す

2と同様にダブルラインにリーダーを通す。
この作業を 2 ～ 3 回行う

ダブルラインの左右の長さが等しくなるよ
うに注意しながらダブルラインを引き、ノ
ットを確実に締め付ける

クランキングリーダー
従来のリーダーシステムはダブルラインにスイベルを取り付ける方法ですと、ランディングの最中
にリーダーがデッキに残っている状態で急に走られた時、足を獲られるなど、大変に危険を招く
ことがあります。 その点、このクランキングリーダーシステムは、リーダーとダブルラインの連結
部をループ to ループでノットしますので、リーダーをダイレクトにリールへ巻き込むことができます。
このことによってリーダーマンが魚を引き寄せなくてもアングラー自身が直接ギャフの打てる直ぐ
近くまで寄せることができますし、ドラグの調節が行ないやすいです。

おすすめ、クランキングリーダーラインシステムの長さはダブルライン部 2m、 ナイロンクランキン
グリーダー部 5m、 ルアーリーダー部 2.5m です。 試してみてください。

ダブルラインの先端がリーダーエ
ンドのループの所にくるまで軽く
引く

オールダクロンクランキングリーダー
全長 5m

黒

黒

3

2

4

5

6

4A#0区

 ¥2,800
 ¥2,900
 ¥3,000
 ¥3,050
 ¥3,250

 ¥2,800
 ¥2,900
 ¥3,000
 ¥3,050

4A#0区

 ¥2,400
 ¥2,580
 ¥2,700

 ¥2,400
 ¥2,600



39仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

※弊社リーダーラインとの適合となります。

　メーカーによってリーダーラインの太さが異なりますのでご注意ください。

ナイロンリーダーライン
SWH オリジナルニューリーダーは、 トローリング等のビッグゲーム用とし

て耐久性、 結節、 根ズレなど、 今までにない最高水準強度。 世界

中の海を舞台にあらゆる大物と格闘し記録更新をも可能にし、 全ての

フィッシャーマンに自信を持って薦められるリーダーです。

ラインテスト     スプール 品番

250Lb(80 号 )� 50m� SWL-3080
300Lb(100 号 )� 50m� SWL-3100
350Lb(120 号 )� 50m� SWL-3120
400Lb(150 号 )� 50m� SWL-3150
500Lb(180 号 )� 50m� SWL-3180
550Lb(200 号 )� 50m� SWL-3200

Salt Water House

ダクロンライン

	テスト												( スプール	)	 品番

 130lb （150yd スプール） SWD-130 
 200lb （100yd スプール） SWD-200 
 250lb （100yd スプール） SWD-250 
 300lb （100yd スプール） SWD-300 
 500lb （100yd スプール） SWD-500 �
黒

 200lb （100yd スプール） SWD-B200 
 250lb （100yd スプール） SWD-B250 
 300lb （100yd スプール） SWD-B300
 

ベイトリギングフロス

ナイロンクランキングリーダーのほつれ防止、ルアーヘッドのスカートリギングな

どにお使いください。

Salt Water House

Ctc

品番 CTC-TM108550

このキットを使うことによって、 簡単にクランキングリーダーを作ることが

出来ます。

すべてのニードルピンは磨き上げられたステンレススチール製で耐久

性と使いやすさを考え設計されています。

スプライスチューブキット　�

品番 SWH-STK

ティップトップ＆ダブルラインプロテクター
Ｍサイズ （5pcs) �
150 号未満

Ｌサイズ （5pcs) �
150 号以上

品番 SOL-5

品番 SOL-5L

ダクロンライン適合表
200lb ダクロン→ 400lb（150 号）～ 550lb（200 号）ナイロン　

約ダクロンラインの lb テストの 2 倍ぐらいナイロンラインがベストです。

Salt Water House

< セット内容 >
リーダーライン 300Lb(100 号 ) 用　1 本
リーダーライン 350Lb(120 号 ) 用　1 本
リーダーライン 400Lb(150 号 ) 用　1 本
リーダーライン 500Lb(180 号 ) 用　1 本

Salt Water House

材質：ステンレス

長さ：16cm

①

②

① ②

(1/8 150Yds)

4A#0区

 ¥2,500
 ¥2,850
 ¥3,250
 ¥3,620
 ¥4,000
 ¥4,600

3B#0区

 ¥3,100
 ¥3,000
 ¥2,900
 ¥2,900
 ¥3,150

 ¥2,860
 ¥2,860
 ¥2,860

3B#Q区  ¥3,450

3B#0区  ¥2,250

4A#0区  ¥720

4A#0区  ¥720
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Yamashita    Braid    Seven Strand    Manley     Mustad     Salt Water House

！

ダルマクリップ

2N　　　3N　　　　4N　　　　 5N

サイズ（m/m）

上記の適合表は当社比になります。

C            D          E           F

ダルマクリップ

ＹロックＯ型プレッサー

●チップサイズ：Ｃ、Ｄ、23

※ご注文の際はチップのサイズをご指定下さい。

注意：Y ロックプレッサーのご使用の際は、Y ロック（アルミ）とチップサイズの

適合表をよく照らし合わせてお間違えのないように、お使いください。

 ※上記の適合表は当社比になります。このサイズは平均値で若干の誤差があります。

SS ～ 5N まで幅広いサイズのスリーブに対応。

圧着が完了しないとハンドルが開かないためスリ

ーブの未圧着によるスッポ抜けを防ぐ、誤圧操作

に対する安全装置（リリースボタン）付。

スリーブ位置の刻印無し

材質：ステンレス　一部：スチール

注意：リーダーは各メ
ーカーにより太さが若
干異なりますので、プレ
スした後、スッポ抜けが
ない事を確認の上、 ご
使用ください。

アルミＹロック

Yamashita

品番 YAM-OP

ＹロックＯ型プレッサー用チップ
品番 YAM-YT

ハンドプレス

Braid

品番 BRD-HP

ダルマクリップ

Q a

b

 サイズ                          品番 

Y ロック C� YAM-YC

Y ロック D� YAM-YD

Y ロック E� YAM-YE

Y ロック F� YAM-YF

サイズ 入り数 品番

2N� 40 個� YAM-2N

3N� 30 個� YAM-3N

4N� 26 個� YAM-4N

5N� 16 個� YAM-5N

品番 KZX-HP76

SS ～ 5N まで幅広いサイズのスリーブに対応。

圧着が完了しないとハンドルが開かないためスリ

ーブの未圧着によるスッポ抜けを防ぐ、誤圧操作

に対する安全装置（リリースボタン）付。

材質：スチール

クリップ 使用ライン ライン （号） a (m/m) b (m/m) Q (m/m)

2N ナイロン 20 ～ 30 1.3 2.7 �8

3N ナイロン 40 ～ 80 1.6 3.5 10

4N ナイロン 100 ～ 120 1.8 4.3 12

5N ナイロン 150 ～ 200 2.4 6.0 14

ロック 替え駒 内径 長さ ナイロンリーダー 数　量

C C 2.5 17.5 180 ～ 200 号 100 個入り

D D 2.3 17.5 150 号 100 個入り

E 23 2.2 17.5 120 号 100 個入り

F 23  1.8 17.5 100 号 100 個入り

3B#0区

 ¥1,500
 ¥1,500
 ¥1,500
 ¥1,500

3A#0区  ¥55,000

3A#0区  ¥4,200

3A#0区

 ¥520
 ¥520
 ¥520
 ¥520

3A#0区  ¥9,900

3A#0区  ¥9,900



41仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

リーダーチューブ

   サイズ        適合リーダー

  1/8" Ф     80 ～ 150 号

 5/32" Ф    150 ～ 200 号

 3/16" Ф    200 ～ 300 号

シュリンクチューブ

●リーダーチューブアソートバック（1/8" Ф、5/32、各 5m 入り）

Salt Water House

スプリングプロテクト

Seven Strand

シュリンクチューブリーダーチューブ

   1m

  30m

   1m

  30m

   1m

  30m

   長さ

品番 NOR-1J20ASS

  NOR-1J200101

  NOR-1J20010

  NOR-1J201101

  NOR-1J20110

  NOR-1J202101

  NOR-1J20210

            品番

● Lb および kg 表示　　　

●ゼロ調整機能付き

●目盛りマーカー機能付

ドラグテスター

Manley

� �������品番� テスト

� MAN-B02012� 50Lb（25kg）

� MAN-B02013� 25Lb（12.5kg）

スケール

Mustad

� ���
��品番� テスト

� MUS-MSTD-8� 20Lb

� MUS-MSTD-9� 50Lb

● Lb および kg 表示　　　

●目盛りマーカー機能付

トライビーズ

100pcs 入り

カラー ： ミックス

品番 SEV-TBMS

サイズ 入り数 ナイロン ( 号）ワイヤー (Lb) カバー付ワイヤー (Lb) 品番

Ｓ 1 10pcs 40 ～ 60 60 ～ 250 27 ～ 60 SEV-S1

Ｓ 2 10pcs 80 ～ 100 135 ～ 250 90 ～ 135 SEV-S2

Ｓ 3 10pcs 120 ～ 150 250 90 ～ 170 SEV-S3

Ｓ 4 10pcs 180 ～ 200 400 ～ 800 170 ～ 250 SEV-S4

●長さ約 30mm

このリーダークリップを使うことで、 ルアーのリーダーを

収納がらくらく簡単にできます。

いままでラバーバンドや、 タイベルなどでまとめていた

リーダーですが、 劣化や錆びなどの問題がありました。

リーダークリップはプラスチック製で耐久性に優れ、 ま

た色分けされているので収納にも便利です。

リーダークリップ
品番 TYB-LC

材質：プラスチック

長さ：約２０cm

3 色 ( レッド、ブルー、イエロー )　各 10pcs　合計　30 本入り

Salt Water House

Mustad
Manley

サイズ 適合フック 長さ 品番

S 3/0 ～ 7/0
1m FRD-MMMSH11

30m FRD-MMMSH1

L 8/0 ～ 12/0
1m FRD-MMMSH21

30m FRD-MMMSH2

3B#0区  ¥430

3B#0区

 ¥290
 ¥6,580
 ¥290
 ¥6,580
 ¥290
 ¥6,580

3B#0区

 ¥950
 ¥22,000
 ¥950
 ¥22,000

3B#0区

MAN-B02012 ¥10,500

MAN-B02013 ¥10,000

MUS-MSTD-8 ��¥3,000

MUS-MSTD-9 ��¥4,000

3B#0区  ¥670

2B#0区  ¥1,400
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Marlin & Tuna Club     Salt Water House

トローリングカスタムロッド

Marlin & Tuna Club

ブランク、 ガイド、 デザインの組み合わせにより、 貴方だけのオリジナルロッド作成をお

手伝い致します。

これまで培ってきた知識や経験を活かし、 ご予算や用途にあわせてお客様に最適な

ロッドをご提案いたします。

　自分だけのオリジナルロッドをお求めのアングラーやボートオーナーの皆様、 まずは

お気軽にお問い合わせください。

< 特徴 >

■ロッド性能のベースとなるブランクスは 3 タイプ。

< トローリング タイプ >

トローリングタイプは、 マーリンに負けないパワーブランクを持っています。 より早くマー

リンを寄せ、 タグ＆リリースを試してみてください。 また粘り強いスローテーパー設計と

なっており、 マーリンの走りを受け止め、 アングラーの体の負担を和らげます。

　クラスは、 ターゲットに合わせ、 20LB 30LB 50Lb 80Lb 130LB Grander からお

選びいただけます。

< スタンドアップ タイプ >

あくまでもスタンドアップファイトに勝負するというこだわりのアングラーにお勧めです。

ミディアムファーストアクションとなっており、 ロッドのパワーでマーリンを浮かせます。

　クラスは、 30/50LB 50/80Lb が作成可能です。

<30-80LB ロングレンジ タイプ >

1 本で、 30LB クラスのライトタックルから 80LB クラスのヘビータックルまでこなすこと

ができるロングレンジタイプです。 幅広くトローリングを楽しまれる方やよく遠方にまで釣

行に出かけられる方、 これから始められる方にお勧めのブランクスです。

■ガイドセット

<Winthrop ローラーガイド >

Winthrop 社の Excel Roller Guide Series は、 最新の技術に加え、 経験豊富な世界

中のフィッシャーマンやロッドビルダーの声を設計に反映させることで生み出された最

強のガイドシリーズです。 フレームカラーは、 ゴールド ・ シルバー ・ ブラック ・ ガンス

モークの 4 種類をご用意いたしました。

詳細は、 カタログ P48 をご覧ください。

<M&T ローラーガイド >

弊社の経験と知識を反映させ、 OEM で実現した Marlin & Tuna Club ブランドのロー

ラーガイドです。

削りだしで成形された一体型フレームと日本製高品質ボールベアリングシステムを採

用しました。 性能の高さに比べ、 お手頃な価格設定となっている点も魅力なローラー

ガイドです。 フレームカラーはゴールド ・ シルバー ・ ガンスモークです。

詳細は、 カタログ P50 をご覧ください。

<Aftco ローラーガイド >

言わずと知れた定番のローラーガイドです。 種類が豊富なので、 目的に合わせて最

適なロッドを作ることが可能です。

詳細は、 カタログ P49 をご覧ください。

■デザイン

デザインは、 左イメージ写真のパターンがベースとなります。

カラーパターンや名入れ、 その他仕様についてご希望がございましたらお申し付けくだ

さい。

できる限りお客様のご意向に沿うよう努力させていただきます。

< 注意 >

※ブランクスカラーなどの影響により、 ご指定いただいたカラーと仕上がりイメージが異なる場合がござ

います。

※カラーによってはお受けできない場合がございます。



43仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

③②

Salt Water House

①

　　品番 ラインクラス 全長 ガイド バット

SWHS-3080R 30-80Lb 6ft/5in MTRX シリーズ MT2SW-S

SWHS-3080H 30-80Lb 6ft/8in MTRX シリーズ MT4-B/G

SWHS シリーズ　��ストレートバット仕様

このロッドは、 M&T の MTRX ガイドをセットした新しいコンセプトのトローリングロッドです。
SWHS-3080R は、 通常のトローリングロッドよりも柔らかくしなやかなブランクとすることで、 30
～ 80Lb と幅の広いラインクラス対応のロッドを実現致しました。 この一本でチェアファイトから
スタンドアップファイトまで幅広くお楽しみいただけます。 バットも 30Lb から 80Lb クラスまでの
リールを装着できるワイドタイプバット ( シルバー ) を採用しています。

トローリングロッドショートタイプ　
SWHS シリーズ

　　品番 ラインクラス 全長 ガイド バット

SWHS-3080RC 30-80Lb 6ft/11in MTRX シリーズ MT2CW-S

SWHS-3080HC 30-80Lb 7ft/2in MTRX シリーズ MT4C-B/G

SWHS シリーズ　��ロングカーブバット仕様

前作の MT シリーズのブランクを見直し、 さらにマーリンに負けないパワーブランクを作成して、
新しいM&Tオリジナルローラーガイドを採用致しました。粘り強いスローテーパーのブランクは、
マーリンの走りを受け止めアングラーの負担を和らげます。 NEW ブランク ・ NEW ガイドのオリ
ジナルトローリングロッドでマーリンとのファイトをお楽しみください。

トローリングロッド��SWHT シリーズ

　　品番 ラインクラス 全長 ガイド バット

SWHT-050 50Lb 7ft MTRX シリーズ MT2-B/G

SWHT-080 80Lb 7ft/2in MTRX シリーズ MT4-B/G

SWHT シリーズ　��ストレートバット仕様

　　品番 ラインクラス 全長 ガイド バット

SWHT-050C 50Lb 7ft/6in MTRX シリーズ MT2C-B/G

SWHT-080C 80Lb 7ft/7in MTRX シリーズ MT4C-B/G

SWHT シリーズ　��� ロングカーブバット仕様

　　品番 ラインクラス 全長 ガイド バット

SWHT-050SC 50Lb 6ft/11in MTRX シリーズ MT2SC-B/G

SWHT-080SC 80Lb 7ft/2in MTRX シリーズ MT4SC-B/G

SWHT シリーズ　��� ショートカーブバット仕様

SSUP シリーズのミディアムファーストアクションのブランクを進化させ、 さらに M&T オリジナル
ローラーガイドを取り付けた新しいスタンドアップロッドです。 進化したこのロッドでスタンドアップ
ファイトの醍醐味を是非体験して下さい。

ショートスタンドアップロッド��SWHSU シリーズ

　　品番 ラインクラス 全長 ガイド バット

SWHSU-3050 30-50Lb 6ft/1in MTRX シリーズ MT2SW-S

SWHSU-5080 50-80Lb 6ft/1in MTRX シリーズ MT2SW-S

SWHSU シリーズ　��� ストレートバット仕様

　　品番 ラインクラス 全長 ガイド バット

SWHSU-3050C 30-50Lb 6ft/7in MTRX シリーズ MT2CW-S

SWHSU-5080C 50-80Lb 6ft/7in MTRX シリーズ MT2CW-S

SWHSU シリーズ　��� カーブバット仕様

※ロッドのカラーパターンを②か③よりご選択ください。

②
③

④

※ショートカーブバット仕様もあります、 バットはブラック＆ゴールドとなります。 　
　金額及び明細はお問い合わせください、

チェアファイトを意識した SWHS-3080H は、 3080R に比べ少し硬めのブランク設計となって
います。 バットは、 MT4-B/G シリーズが装着されます。
また通常のトローリングロッドと比べ、 短い設計となっていますので収納や持ち運びもしやすく ,
幅広くトローリングを楽しまれる方やよく遠方にまで釣行に出かけられる方、 中 ・ 小型艇でマ
ーリンとファイトしたいと言うお客様におすすめです。

※ショートカーブバット仕様もあります、 バットはブラック＆ゴールドとなります。 　
　金額及び明細はお問い合わせください、

※ 3080H のバットカラーはブラック＆ゴールドとなります。

① ④

2B#0区

 ¥106,000

 ¥111,000

2B#0区

 ¥114,600

 ¥119,000

2B#0区

 ¥118,000

 ¥135,000

2B#0区

 ¥124,600

 ¥143,000

2B#0区

 ¥120,800

 ¥136,000

2B#0区

 ¥105,000

 ¥109,000

2B#0区

 ¥113,600

 ¥117,600
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Marlin & Tuna Club     Biscayne Rod

トローリングロッド　
MT シリーズ　I.G.F.A�CLASS

Marlin & Tuna Club

このトローリングロッドはカジキのファイトに負けないパワーブランクを持っています。 より

早く魚を寄せ、 タグ＆リリースを試してみてください。

ブランクは粘り強いスローテーパー設計でマーリンの走りを受け止め、 アングラーの体

への負担を和らげます。

ガイドは高品質の AFTCO 社製ローラーガイドを使用、 すべてのアイテムがクランキング

リーダーシステムに対応したガイドをセレクト。

バットは MARLIN ＆ TUNA CLUB を使用。

②①

50Lb クラスのロッドは AFTCO 社の HEAVY/DUTY ガイドとトップガイドの小さいスタンダードトップが付
いているものが多くリールにリーダーが巻き込めるクランキングリーダーシステムが有効的に使えない
ケースがあります。 そこで、 WIND-ON ガイド （クランキングリーダーがスムーズに通る幅広いもの） を
セレクトし、 トップガイドの大きい SUPER HEAVY-DUTY サイズを使用しています。

 
品番 ラインクラス 全長 ガイド バット

 MT-30 30LB 7ft/1in AFTCO HEAVY/DUTY MT2-B/G （ストレート）

 MT-50 50LB 7ft/1in AFTCO WIND-ON MT2-B/G （ストレート）

 MT-80 80LB 7ft/4in AFTCO SUPER HEVY-DUTY MT4-B/G （ストレート）

 MT-130 130LB 7ft/4in AFTCO SUPER HEVY-DUTY MT4-B/G （ストレート）

③

④

MT シリーズ　��ストレートバット仕様

 
品番 ラインクラス 全長 ガイド バット

 MT-30C 30LB 7ft/5in AFTCO HEAVY/DUTY MT2C-B/G （カーブ）

 MT-50C 50LB 7ft/5in AFTCO WIND-ON MT2C-B/G （カーブ）

 MT-80C 80LB 7ft/5in AFTCO SUPER HEVY-DUTY MT4C-B/G （カーブ）

 MT-130C 130LB 7ft/5in AFTCO SUPER HEVY-DUTY MT4C-B/G （カーブ）

MT シリーズ　��ロングカーブバット仕様

 
品番 ラインクラス 全長 ガイド  バット

 MT-30SC 30LB 7ft AFTCO HEAVY/DUTY MT2SC-B/G （ショートカーブ））

 MT-50SC 50LB 7ft AFTCO WIND-ON MT2SC-B/G （ショートカーブ）

 MT-80SC 80LB 7ft/3in AFTCO SUPER HEVY-DUTY MT4SC-B/G （ショートカーブ）

 MT-130SC 130LB 7ft/3in AFTCO SUPER HEVY-DUTY MT4SC-B/G （ショートカーブ）

MT シリーズ　��ショートカーブバット仕様

②
①

③

④

Poto by Seapics Japan

3B#0区

 ¥80,000

 ¥90,500

 ¥110,000

 ¥124,000

3B#0区

 ¥86,600

 ¥97,100

 ¥118,000

 ¥132,000

3B#0区

 ¥82,800

 ¥93,300

 ¥111,000

 ¥125,000



45仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

トローリングロッド　KC ファイバーグラス
1002Salt�Water�House シリーズ

④③① ② ⑤

Biscayne

トローリングロッド　KC ファイバーグラス
1002 ビスケインスペシャルシリーズ

1002 − 30LB − A 品番 BIS-S100230

1002 − 50LB − A 品番 BIS-S100250

1002 − 80LB − A 品番 BIS-S100280

1002 − 30　B/S 品番 BIS-S1002F30

　仕様 ラインクラス 全長 ガイド バット

　1002 − 30　B/S 30Lb 7ft/1in AFTCO REGULAR UB1-B/G （ストレート）

　1002 − 50　B/S 50Lb 7ft/1in AFTCO HEAVY/DUTY UB2-B/G （ストレート）

　1002 − 80　B/S 80Lb 7ft/4in AFTCO SUPER HEAVY-DUTY UB4-B/G （ストレート）

　1002 − 130　B/S 130Lb 7ft/8in AFTCO SUPER HEAVY-DUTY UB6-B/G （ストレート）

1002 − 50　B/S 品番 BIS-S1002F50

1002 − 80　B/S 品番 BIS-S1002F80

1002 − 130　B/S 品番 BIS-S1002F130

BISCAYNE��トローリングロッド
Winthrop�guide　シリーズ

L1002 − 50W 品番 BIS-L100250W

 仕様 ラインクラス 全長 ガイド バット

 L1002 − 50W 50LB 7ft/1in Winthrop 50-80Class UB2-B/G

 L1002 − 80W 80LB 7ft/4in Winthrop 80-130Class UB4-B/G

 L1002 − 130W 130LB 7ft/6in Winthrop 80-130Class  Tittan Top UB6-B/G

L1002 − 80W 品番 BIS-L100280W

L1002 − 130W 品番 BIS-L1002130W

700-0��20/30 品番 BIS-S7002030

　仕様 ラインクラス 全長 ガイド バット

　700-0 20-30Lb 6ft/8in AFTCO HEAVY/DUTY UB2SC-B/G （ショートカーブ）

　700-1 30-50Lb 6ft/8in AFTCO HEAVY/DUTY UB2SC-B/G （ショートカーブ）

　700-2 50-80Lb 6ft/8in AFTCO WIND-ON UB2SC-B/G （ショートカーブ）

　700-3  80-130Lb 6ft/8in AFTCO SUPER HEAVY-DUTY UB2SC-B/G （ショートカーブ）

700-1��30/50 品番 BIS-S7003050

700-2��50/80 品番 BIS-S7005080

700-3��80/130 品番 BIS-S70080130

1002 − 130LB − A 品番 BIS-S1002130

ツナスペシャルロッド　700 シリーズ

1012-12/20 品番 BIS-S101212

　仕様 ラインクラス 全長 ガイド バット

　1012-12/20 12-20Lb 6ft/2in AFTCO REGULAR UB1S-B/G （ショートストレート）

　1012-30 30Lb 6ft/2in AFTCO HEAVY-DUTY UB2S-B/G （ショートストレート）

　1012-50 50Lb 6ft/2in AFTCO WIND-ON UB2S-B/G （ショートストレート）

1012-30 品番 BIS-S101230

1012-50 品番 BIS-S101250

スタンドアップロッド　1012 シリーズ

　仕様 ラインクラス 全長 ガイド バット

　1002 − 30LB − A 30Lb 7ft/1in AFTCO REGULAR UB1-B/G （ストレート）

　1002 − 50LB − A 50Lb 7ft/1in AFTCO WIND-ON UB2-B/G （ストレート）

　1002 − 80LB − A 80Lb 7ft/4in AFTCO SUPER HEAVY-DUTY UB4-B/G （ストレート）

　1002 − 130LB − A 130Lb 7ft/8in AFTCO SUPER HEAVY-DUTY UB6-B/G （ストレート）

①

②

③

④

⑤

Biscayne Rod は、 受注発注となるため納入まで時間がかか

ります、 詳しくはお問い合わせください。

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK

 ASK
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Marlin & Tuna Club     Penn    Salt WaterHouse

お手頃な価格帯はそのままにモデルチェンジした新しい MTSU シリーズです。 ガイドの

ローラーをよりサビに強い 316 ステンレス製に改善し、 デザインも一新いたしました。

50/80Lb クラスはチェアーファイトによるマーリンファイトに、 30/50Lb クラスは、 ロッド

全長が通常のトローリングロッドより短く、 取り回し良く出来ているので、 ライトトローリング

に最適なサイズです。

また、 スタンドアップによるマリーンへのチャレンジにも最適なモデルです。

トローリングスタンドアップロッド　
MTSU シリーズ　I.G.F.A�CLASS

MTSU − 30/50
品番 MT-SUB3050

　仕様 ラインクラス 全長 ガイド バット

　MTSU-30/50 30-50Lb 6ft/1in HEAVY/DUTY タイプ プラスチックショートストレート

MTSU − 50/80
品番 MT-SUB5080

　
仕様 ラインクラス 全長 ガイド バット

　MTSU-50/80 50-80Lb 6ft/9in SUPER HEAVY-DUTY タイプ MT2W-B/G （ストレート）

Marlin & Tuna Club

リールシートが、 30Lb クラスのリールから 80Lb クラスのリールまで装着可能なワイドタ

イプとなっています。

※ M&T、PENN のリールは装着可能を確認済みです。

　他メーカーにおいてはリールシートの形状により合わない場合がございます。

②

③

② ③

ロッドアクションは、 全体的に柔らかめにできておりトローリングを始めてやられる方にも

オススメです。

ガイドはオリジナルのワイドタイプローラーガイドを使用しクランキングリーダーにも対応し

ています。

トローリングロッド　30/50
GAU-TR30/50

品番 GAU-TR3050

　仕様 ラインクラス 全長 ガイド バット

　GAU-TR3050 30-50Lb 7ft MTRX シリーズ MT2-BG ストレート

①

①

2A00区  ¥82,100

3A#Q区  ¥37,500

3A#Q区  ¥57,500



47仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

ライブベイト （カツオ） 釣り、或いはティザーを曵くのに非常に便利

なショートロッドです。

全長：1200mm、バット MT １-SC （B/G）

ライブ＆ティザーロッド
品番 HIP-TL

④

インターナショナルⅤ　5000 シリーズ
素材特有の粘りで、 ビックフィッシュを確実に手中に収められるグ

ラスロッド。 精悍なブラックのブランクカラーを持つ NEW モデルで

す。

Penn

5030 品番 PEN-5030

　仕様 ラインクラス 全長 ガイド

　5030 30Lb 6ft/10in AFTCO

　5050 50Lb 6ft/10in AFTCO

　5080 80Lb 6ft/11in AFTCO

　5130 130Lb 7ft/4in AFTCO

5050 品番 PEN-5050

5080 品番 PEN-5080

5130 品番 PEN-5130

①

④

Marlin & Tuna Club

セパレートタイプ、バットのみ脱着不可能、仕舞寸法約 1 ｍ

スモールボート又は、キャビンの小さい船用に仕舞寸法を考えて 2

分割タイプとしました。

トラベルロッド

16/30� MT-1630
30/50� MT-3050

品番 MT-1630

品番 MT-3050

 仕様 ラインクラス 全長 ガイド

 MT-1630 16 ～ 30lb 6ft HEAVY/DUTY タイプ

 MT-3050 30 ～ 50lb 6ft HEAVY/DUTY タイプ

②

③

Salt Water House

③②

①

1B#0区

 ¥93,000

 ¥97,000

 ¥132,000

 ¥157,000

3B#0区

 ¥28,000
 ¥28,000

3B#0区  ¥28,000
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Marlin & Tuna Club     Aftco

ユニバット

Aftco

Marlin & Tuna Club

タイプ モデル （品番）

 

カーブバット ① UB2C-BG

  UB4C-BG

  UB6C-BG

ショートカーブ バット ② UB2CS-BG

ストレート バット  UB1-BG

 ③ UB2-BG

  UB4-BG

  UB6-BG

ショートストレート バット  UB1S-BG

 ④ UB2S-BG
①

②

③

④

アルミバット　ストレート仕様
カーブバットに比べてバット部分が短く、扱いやすい。オールマイティなアイテム。

標準タイプのバット。

タイプ モデル （品番）

ストアーバット ストレート  SB2-BG

 ⑤ SB4-BG

  SB6-BG

ストアーバット カーブ  SB2C-BG

 ⑥ SB4C-BG

  SB6C-BG

SB2 用

リールシート部  SB2SEAT-BG

ストレートバット部  SB2BUTT-BG

カーブバット部  SB2CBUTT-BG

ショートカーブバット部  SB2SCBUTT-BG

SB4 用  

リールシート部 ⑦ SB4SEAT-BG

ストレートバット部 ⑧ SB4BUTT-BG

カーブバット部 ⑨ SB4CBUTT-BG

SB6 用

リールシート部  SB6SEAT-BG

ストレートバット部  SB6BUTT-BG

カーブバット部  SB6CBUTT-BG

ストアーバット（カーブ／ストレート）

⑤

⑥

⑦

⑨

⑧

ショートカーブバット仕様
主にスタンドアップファイトを目的に開発。チェアーファイトには不向き。

カーブバット仕様
海面に対してロッドの立つ角度が小さく、ロッドチップとラインの角度を大きく取

ることでラインブレイクを防ぐ効果があり、急激に下に走るタイプの魚に特に有効。

モデル （品番） 内径 (mm) 全長 (mm) 重量（g）

� MT2-BG� 24.7� 510� 500

� MT4-BG� 28.8� 585� 630

モデル （品番） 内径 (mm) 全長 (mm) 重量（g）

� MT2C-BG� 24.7� 695� 660

� MT4C-BG� 28.8� 725� 770

モデル （品番） 内径 (mm) 全長 (mm) 重量（g）

� MT1SC-BG� 21.5� 495� 370

� MT2SC-BG� 24.7� 495� 500

� MT4SC-BG� 28.8� 570� 520

シルバーワイドバット
リールシートが、30Lb クラスのリールから 80Lb クラスのリールまで装着可能な

ワイドタイプとなっていますので、この一本でチェアファイトからスタンドアップ

ファイトまで使用可能。

※ M&T、PENN のリールは装着可能を確認済みです。

　他メーカーにおいてはリールシートの形状により合わない場合がございます。

モデル （品番） 内径 (mm) 全長 (mm) 重量（g）

� MT2SW-S� 24.7� 510� 500

� MT2CW-S� 24.7� 695� 660

3B#0区

 ¥17,200
 ¥21,000

3B#0区

 ¥23,800
 ¥29,000

3B#0区

 ¥19,100
 ¥20,000
 ¥22,000

3B#0区

 ¥18,100
 ¥26,700

3B#0区

 ¥37,000
 ¥41,000
 ¥47,000
 ¥20,000
 ¥23,000
 ¥24,000
 ¥33,000
 ¥39,000
 ¥19,000
 ¥20,000

3B#0区

 ¥34,000
 ¥44,000
 ¥54,000
 ¥53,000
 ¥59,000
 ¥67,000

 ¥18,500
 ¥16,500
 ¥32,500
 ¥27,000

 ¥24,000
 ¥21,000
 ¥36,000

 ¥26,000
 ¥29,000
 ¥42,000



49仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

ローラーガイドセット（SET�OF�5）
※トップガイドは含まれておりません

Aftco

トップガイド 品番        パイプ内径　カラー

STANDARD 112 4.8 （シルバー／シルバー）

 112B 4.8 （ブラック／シルバー）

 114 5.6 （シルバー／シルバー）

 114B 5.6 （ブラック／シルバー）

 116 6.4 （シルバー／シルバー）

 116B 6.4 （ブラック／シルバー）

 118 7.2 （シルバー／シルバー）

 118B 7.2 （ブラック／シルバー）

BIG FOOT （SHD） 314 5.6 （シルバー／シルバー）

 314B 5.6 （ブラック／シルバー）

 316 6.4 （シルバー／シルバー）

 316B 6.4 （ブラック／シルバー）

 320 8.0 （シルバー／シルバー）

 320B 8.0 （ブラック／シルバー）

 324 9.6 （シルバー／シルバー）

 324B 9.6 （ブラック／シルバー）

 326 10.4 （シルバー／シルバー）

 326B 10.4 （ブラック／シルバー）

 328 11.2 （シルバー／シルバー）

 328B 11.2 （ブラック／シルバー）

スペアローラー

トップガイド

トップガイド用 品番 カラー

BIG FOOT （SHD） 5TRA （シルバー）

 5TRAG （ゴールド）

STANDARD 4TRA （シルバー）

 4TRAG （ゴールド）

 3TRA （シルバー）

 3TRAG （ゴールド）

 2TRA （シルバー）

 2TRAG （ゴールド）

ローラーガイド用 品番 カラー

SHD52 3GRA （シルバー）

 3GRAG （ゴールド）

SHD ＆ W ／ O 2GRA （シルバー）

 2GRAG （ゴールド）

HD ＆ RG 1GRA （シルバー）

 1GRAG （ゴールド）

 ローラーガイド

 SHD52 3GRA/3GRAG

 SHD32 ＆ 42 2GRA/2GRAG

 WO22 ＆ 47 2GRA/2GRAG

 ALL HD ＆ R 1GRA/1GRAG

 トップガイド

 ALL SHD 5TRA/5TRAG

 112L ～ 116L 4TRA/4TRAG

 122 ～ 132 4TRA/4TRAG

 116 ～ 120 3TRA/3TRAG

 108L ～ 114 2TRA/2TRAG

スペアローラー適合表

①

②

③

④

ゴールド

シルバー

スペア−ベアリング（ローラーガイド用）　

シリーズ モデル （品番） カラー

① BIG FOOT （SHD） SHD76 （シルバー／シルバー）

 SHD76B （ブラック／シルバー）

セット内容 ： ＃ SHD52 × 1、 ＃ SHD42 × 2、 ＃ SHD32×2

80lb ラインクラス以上のビッグゲーム用トローリングロッドに最適

シリーズ モデル （品番） カラー

② WIND-ON （W/O） WO66 （シルバー／シルバー）

 WO66B （ブラック／シルバー）

セット内容 ： ＃ WO47 × 1、 ＃ SHD32 × 2、 ＃ WO22×2

クランキングリーダーシステム (P53) に対応した幅の広いガイド。 30lb ～ 80lb

ラインクラスまでのトローリングロッドに最適

シリーズ モデル （品番） カラー

③ HEAVY DUTY （H/0） HD56 （シルバー／シルバー）

 HD56B （ブラック／シルバー）

セット内容 ： ＃ HD51 × 1、 ＃ HD41 × 2、 ＃ HD31×2

20lb ～ 80lb ラインクラスまでのトローリングロッド、 スタンドアップロッド、 ツナ

ロッドに最適

シリーズ モデル （品番） カラー

④ REGULAR （R） R16 （シルバー／シルバー）

 R16B （ブラック／シルバー）

セット内容 ： ＃ R5 × 1、 ＃ R4 × 1、 ＃ R3 × 1、 ＃ R2×2

適応ガイド　　　　品番

SHD52 3GB

SHD32&42 2GB

WO22&47 2GB

ALL HD&R 1GB

3B#0区

 ¥24,000
 ¥32,000

3B#Q区

 ¥22,000
 ¥30,000

3B#Q区

 ¥15,000
 ¥20,000

3B#Q区

 ¥11,500
 ¥16,000

3B#Q区

 ¥2,000
 ¥3,000
 ¥1,000
 ¥2,300
 ¥900
 ¥2,200
 ¥900
 ¥2,200

3B#Q区

 ¥3,200
 ¥3,400
 ¥2,000
 ¥3,200
 ¥850
 ¥2,200

3B#0区

 ¥760
 ¥700

 ¥280

3B#0区

 ¥3,000
 ¥4,000
 ¥3,000
 ¥3,900
 ¥3,200
 ¥4,100
 ¥3,100
 ¥4,000
 ¥6,000
 ¥8,000
 ¥6,000
 ¥8,000
 ¥6,000
 ¥8,000
 ¥6,000
 ¥8,000
 ¥6,000
 ¥8,000
 ¥6,500
 ¥8,500
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Winthrop Tool     Marlin & Tuna Club

Winthrop Tool

ガイドセット

アルミトップガイド

Winthop�社の Excel�Roller�Guide�Series�は、最新の技術に加え、経験豊富な世界

中のフィッシャーマンやロッドビルダーの声を設計に反映させることで生み出され

た最強のガイドシリーズです。

フレームカラーはゴールド・シルバー・ブラック・ガンスモークの 4�種類をご用意

しました。

ヘビータックルアングラーのための特大ティップトップガイドです。特大ローラー

とボールベアリングシステムが、ヘビードラグ時のビッグフィッシュとのファイト

をスムーズにしてくれます。オールチタン製なので軽いうえに耐久性も抜群です .

※�Aussie�Top�Guide�のフレームはチタン製のみのため、カラーはガンスモーク

のみとなります

Aussie�トップ�ガイド

サイズ （インチ） カラー

12/64 ゴールド / シルバー / ブラック

14/64 ゴールド / シルバー / ブラック

16/64 ゴールド / シルバー / ブラック

18/64 ゴールド / シルバー / ブラック

20/64 ゴールド / シルバー / ブラック

24/64 ゴールド / シルバー / ブラック

26/64 ゴールド / シルバー / ブラック

28/64 ゴールド / シルバー / ブラック

30/64 ゴールド / シルバー / ブラック

32/64 ゴールド / シルバー / ブラック

サイズ カラー

12-32 ガンスモーク

サイズ カラー

26-36 ガンスモーク

チタントップガイド

品番 WT-ES+ サイズ

品番 WT-AT+ サイズ

品番 WT-TT

品番 WT-AUSSI

クラス カラー

80-130 ゴールド / シルバー / ブラック / ガンスモーク

50-80 ゴールド / シルバー / ブラック / ガンスモーク

20-50 ゴールド / シルバー / ブラック / ガンスモーク

チタントップガイド

アルミトップガイド

Aussie トップガイド

ゴールド

ブラック

シルバー

ガンスモーク

グリスシール付き
デロリンエンドキャップ

ステンレスシャフト

マリングレードテフロンシール
ステンレスボールベアリング

チタンローラー

ステンレスボルト

Winthop�のティップトップとローラーガイドは、1�本の堅固なアルミニウム無垢材

から機械制御により精密に削り出したフレームを使用。

溶接、繋ぎ合わせ、曲げ処理などは一切行っていないため、より強固なフレームを

実現。

エッジを丸くしたフレームとチタンローラーの組み合わせにより、ラインへのダメ

ージを最小限に抑え、ラインブレイクしにくいガイドを実現。

ローラー部分にはマリングレードのボールベアリングシステムを、フレームとロー

ラーの接続部分にはデロリン素材のエンドキャップカバーを採用することで、金属

同士の接触によって起る振動や雑音を防止。また耐久性も格段に向上。

太めのクランキングリーダーも楽に巻き込むことができるゆとり設計。

（ティップトップ）

（ティップトップ）

（ティップトップ）

注意　ガンスモークはチタントップのみとなります。

3A#0区

 ¥57,150
 ¥55,250
 ¥49,530

3A#0区

 ¥14,300

3A#0区

 ¥24,770

3A#0区

 ¥40,000



51仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

MTRX ローラーガイドシリーズは、弊社の経験と知識を反映させ、OEM で実現し

た Marlin�&�Tuna�Club ブランドのローラーガイドです。ラインテスト 30 ～

80lb のビッグゲームロッドに最適で革新的なローラーガイドです。

マリングレードのアルミニウム無垢材から精密に削りだしたフレームに、日本製の

高性能ステンレスボールベアリングがローラーを挟むように装着することで滑らか

なローラー回転を実現しています。

そのため、雑音や振動がほとんどなくラインを滑らかに送り出したり巻き込むこと

が可能です。さらにフレームのエッジを丸く削るなどラインブレークが起こりにく

いデザインとなっています。

またローラーはもとよりピンやネジのパーツにも 316 ステンレススチールを採用

しており、サビに非常に強いローラーガイドです。

Marlin & Tuna Culb

MTRX�トローリングローラーガイド

※オプションとして、サイドカバーのカラーをゴールド / シルバー / ブラッ

クからご選択いただけます。

ゴールド

シルバー

ガンスモーク

削り出しアルミフレーム

アルミカバー

マリングレード
ステンレスピン

日本製
ステンレスボールベアリング

マリングレード
ステンレススクリュー

マリングレード
ステンレスローラー

ガイドセット 品番 MTRGX-30-80

クラス カラー

30-80 ゴールド / シルバー / ガンスモーク

トップガイド
品番 MTRXT+ サイズ

サイズ (mm) カラー

6.0 ゴールド / シルバー / ガンスモーク

6.5 ゴールド / シルバー / ガンスモーク

7.0 ゴールド / シルバー / ガンスモーク

7.5 ゴールド / シルバー / ガンスモーク

（ティップトップ）

2B#0区

 ¥49,600

2B#0区

 ¥11,500
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Salt Water House Marlin & Tuna Club     Aftco    Brade    Play Action

バケットハーネス　

チェアーの座面との接触部分に特殊なウールを貼り付

けてあるので水や洗剤などを使用しなくても大変滑り

が良いです。

Salt Water House

品番 SWH-BH

バケット & ヒップハーネス

Marlin & Tuna Club

品番 MT-BH

マックスフォースⅡ　

マックスフォースⅡは、50Lb テストラインまでの

ライトタックルでスタンドアップファイトを行うの

に最適なショルダーハーネスです。

品番 AFT-AFH2

マックスフォース

ビッグゲーム用スタンドアップハーネス。ジャイア

ントマリーン & ツナのファイトの際に絶大な威力を

発揮します。

Aftco

品番 AFT-AFH1

ラッキーベルト　
M�
全長：230mm、内径 32mm

材質：アルミ合金、EVA フォームパッド＆ラバーバ

ンドキャップ

ジギング、キャスティング及び泳がせロッド挿入可能

です。ベルト付

共通事項

ジンバルのついた ROD を直接差し込むスタンドアップ

ファイトやジギングキャスティング等をテコの原理によっ

て楽に行うことができます。また、固定ベルトで体につけ

たままにしておくことが可能です。

品番 MT-LS

L�
全長：230mm、内径 35mm

材質：アルミ合金、EVA フォームパッド＆ラバーバンド

キャップ

通常のトローリングバットが挿入可能です。ベルト付

品番 MT-LL

横　480mm、奥行き　300mm

従来のバケットハーネスですと大きさが決まってい

るため、チェアーの種類によっては、サイドクッシ

ョンが当たってしまいスライドしないことがありま

した。しかし、ヒップハーネスは、柔らかい素材で

作っているため、ヒップにフィットしやすく、サイ

ドクッションに当たりずらくなっています。チェア

ーの座面との接触部には、特殊なウールを使用して

いるので、水や洗剤等を使用しなくても大変すべり

やすくなっています。

また、ロッドベルトと組み合わせてスタンドアップ

ファイトにも使用できます。

Marlin & Tuna Club

3B#0区  ¥93,500

3B#0区  ¥28,000

3A#Q区  ¥18,000

3A#Q区  ¥16,000

3B#Q区  ¥6,200

3B#Q区  ¥6,600



53仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

ブルーフィンハーネスは、スタンディングファイトの際に背中にか

かる荷重をやわらげ、ファイティングチェアを使用したときのよう

にタックルを確実に支えることができます。また、附属のナイロン

ショルダーストラップがハーネスの位置をベストの状態に維持しま

す。

パワープレイツナベルト
品番 BRD-30300

ブルートバスターベルト

BRD-30900

ブルーフィンハーネス

ブルートバスターハーネス
品番 BRD-30950

品番 BRD-30750

Braid

ロッドベルト　＃ 200

●サイズ：フリー

Play Action

品番 PLY-200

ロッドベルト　＃ 350

●サイズ：フリー

品番 PLY-350

マンタベルト

30 ～ 50 ポンドクラスのミディアムタックル用ベルクロスウエス

トストラップ及びノンスキッドパッド付き

品番 BRD-30101

①

Aftco

品番 AFT-BELT2GLD

⑧

50lb ～ 80lb クラスに最適なフィッシングベルト。

品番 AFT-BELT3GLD

20lb ～ 50lb クラスに最適なフィッシングベルト。

品番 AFT-SPINSTRAP

ハーネスラグがないスピニングタックル用のハーネスストラップ。

マックスフォースⅡショルダーハーネスと組み合わせてご使用くだ

さい。

- 共通 -

AFTCO 独自のクイッククリップシステムが採用されており、ベル

トをオプションのドロップストラップに交換すればマックスフォー

スⅠハーネスと容易に組み合わせることができます。

- 仕様 -

本体表面：アルミニウム　　本体裏面：EVA 製パッド

ジンバル：ステンレススチール　　ベルト：ナイロン

品番 AFT-STRAP1B

ファイティングベルト　ソコト及びアリホス用オプションのドロッ

プストラップ。

②

③

④

品番

⑤

⑥ファイティングベルト　ソコロ

ファイティングベルト　アリホス

スピンストラップ

⑧

⑦

ドロップストラップ

⑨

⑩

⑪

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑨

⑩⑪

3B#0区  ¥24,000

3B#0区  ¥27,000

3B#0区  ¥26,000

3B#0区  ¥25,000

3B#0区  ¥17,000

3A#0区  ¥25,000

3A#0区  ¥16,000

3A#0区  ¥3,000

3A#0区  ¥2,200

3B#0区  ¥10,000

3B#0区  ¥6,200
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Salt Water House

ルアーヘッドの形状と基本的なアクション

ルアーヘッドの形には、 丸型　平型　コナ型　ストレート型　カット型　ジェット型　ドアノブ型　と言ったように、 様々な形があります、これらのヘッド形状によ

ってルアーの動きは、 大きく変化します。 今回は、 FL シリーズのタイプの型を中心にお話して行きたいと思います。

ヘッドの素材には、 メキシコアワビ　白丁貝　黒丁貝　海松　牛角　など色々な素材があります。 よく議論されることですが、 ルアーのアクションでストライ

クするのか、 ルアーの素材による輝きやまたは、 スカートのカラーでストライクするのかは、

結局、ターゲットフィッシュに聞いて見なければ分らないことですが、これらの要素が絶妙に組み合わされたルアーが、 最高のルアーとなる訳です。

ヘッドの断面積の広さや、 形状　重さが　ルアーの動きを決定する要素となります。 あとは、 色彩的変化 ( ヘッドの輝きやスカートカラー ) をいかにアレ

ンジするかがポイントになります。

もう 1 つルアーをセレクトするポイントは、 その日のベイトフィッシュの種類を見極めることにあります。

例えば、 30cm 前後のサバだと判断した場合は、 ルアーのサイズは、 ヘッド全長 4cm 前後、 ヘッド径は 3cm 前後スカートを含めた長さが 25cm 前後の

ルアーがベストになります。 FL シリーズでは、 06　07　09　15　16 などをセレクトされれば良いとおもいます。

ベイトのサイズよりルアーのサイズが若干小さくなるのは、 流した時にルアーの回りにでる気泡のためです、この気泡を含めた全体のシルエットがベイト

フィッシュのサイズに近いと思って下さい。 ベイトフィッシュに合わせたサイズのルアーとこのルアーの前後のサイズのルアーを泳ぎ方つまりヘッド形状の

違うルアーを組み合わせて流せばストライク率はおそらく上昇するでしょうルアーは、 流した時のアクションや、 シルエットでマーリンにアピールする事が

多いようです。

ヘッドの素材スカートのカラーについては、自然環境の変化やベイトフィッシュによって変わりこれといった判断がなかなか難しい物です。 これについては、

十人十色です。

やはりあれこれ迷わず自身を持ってルアーを流してみる事が大切です。

ルアーヘッドの基礎知識

ストレートカット　
FL-3
水中に潜り、しばらくすると水面上に出

ると言う縦の滑らかな動きを連続的に

するタイプ。ヘッド全面の面積は、その

動きの周期に、重さは、動き幅に関係し、

面積が大きいほど周期は、長くなり重い

程水面から深く潜る。全面がフラットな

為水面に出た時には、派手にスプレー

をあげアピールする。

カット
FL-16
ヘッド全面を天地方向に斜めにまっすぐ

カットしたタイプ。

カットタイプは、 多用されているヘッドの

１つです。 ストレートタイプの動きに左右

の横の動き。

バレット
FL-6
名前の通り砲弾型をしたヘッドで重く作

られ、 水の抵抗を受け難いため水面下

にいる時間が長く基本的には直線的な

動き、 波の高い時にも有効。

コナカット
FL-13
カットタイプの全面に凹状のスクープを

つけたタイプ。

カットタイプの動きにプラスされて　横に

動いたり急に首を振ったりする複雑な動

き。

従来のトローリング用ルアーは、 リーダーがルアーヘッドの中心部を
貫通しているだけの為、 フックをセットした時にフックの位置がずれ
てしまい、 ルアーのバランスが崩れたり、 スカートがフックに絡みつ
くことにより動きが損なわれてしまうことがありました。
そのため今まではリーダーを通すヘッドのチューブに爪楊枝等の木
片を詰め込んだり （図 1）、 リーダーのスリーブ部にビニールチュー
ブを付けてヘッドがスライドしないように固定していたのですが （図
2）、 時としてリーダーに傷を付けてしまったり、 フックがヘッドの固
定部より簡単に抜けてしまい、 その為あまり役に立たないものもあり
ました。
当社がルアーに採用したフック固定システムは、 ルアーのヘッドに
組み込まれたビニールチューブの中にフックのアイ部分を押し込む
だけの作業でフックの位置を確実に固定することが可能となり （図
3）、 そのため上記のような爪楊枝を使用したりリーダーのスリーブ
部にチューブを付けるなどの手間が無く、 通常の仕掛けを作る方法
で簡単にフックをヘッドエンドに固定する事ができ、 またストライクの
後に魚が暴れたときにルアーヘッドがフック近くにあると、 ルアーが
振り回される反動でフックが外れてしまいバラシの原因となりました
が、 ルアーヘッド部が水圧で自動的にフックから分離してリーダー
上部へスライドすることによりそれを未然に防ぐ事ができます。

図 1

図 2

図 3

SWH オリジナルトローリングルアーダブルフック固定システム



55仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

ORIGTNAL�LURE

FL シリーズ ヘッドタイプ　全 24 パターン　　
 ヘッドカラー　全 8 パターン

Salt Water House

経験と実績を積み重ねて生まれたルアー達。 Salt Water House 指定の工場で品質の

良い材料を使い、 一つ一つ丁寧に創り上げたものです。

様々なベイトフィッシュ、自然環境の変化によって異なる条件に対応するためにアクショ

ン、カラーやサイズの追加。使い分けのできる豊富なバリエーション。

ヘッド形状によって、 様々なアクションを生み出すために設計されたウエイトバランス。

フルウエイト、 リヤウエイト、 ノーウエイトの 4 タイプを使い各ルアーの特長を最大限に生

かしています。目玉はレーザーシートアイを採用。赤い半円形の部分は魚のエラをイミテ

ートし、オリジナリティーのある物になっています。

ヘッドカラーについて

シェルタイプは日本アワビ　メキシコアワビ　オーストラリアアワビ　クロチョウ貝など、違った輝きをするシェルを使い、背中側は、模様付き　横側は、

各カラー腹側はナチュラルのシェルを組み合わせベイトフィッシュの輝きに似せています。

ミラータイプは、 通常のアルミホイールをシート状にしたもの貼り付けてあるのでは無く、 反射鏡などに使われている鏡面仕上げが、 上質なシー

トを使用。 光の反射アピール度は抜群。

カラーチャート

ナチュラル ブルー

ミラーブルー ミラーピンク ミラーグリーン

グリーン ピンク ブラック

FL-4　ロングノーズ

FL-4S　ロングノーズＳ FL-5　マニアック FL-6　バレット

FL シリーズ

FL-1　フッカー FL-2　ファントム FL-3　マーリンキラー

解説　

細身で長いルアー。ヘビーウエイトル

アーですが以外と細かいアクション

波高がある時でも有効

50lb タックル用

ヘッド長　68mm� ヘッド径　25mm

スカートサイズ　　＃ 8

シェルタイプ

ミラータイプ

解説　

ロングノーズのストレートカットタイ

プ。細かいアクションに少し横方向の

動きを演出。波高がある時でも有効

50lb タックル用

ヘッド長　62mm� ヘッド径　25mm

スカートサイズ　　＃ 8

シェルタイプ

ミラータイプ

解説　

スタンダードなヘッドタイプです。ど

の波にも安定したアクションをする。

50/80lb タックル用

ヘッド長　55mm� ヘッド径　33mm

スカートサイズ　　＃ 10.5

シェルタイプ

ミラータイプ

解説　

砲弾型でアクションがないように思いま

すが、 水中をニョロニョロと行った感じで

動く。 センターリガーにおすすめ。

30/50lb タックル用

ヘッド長　57mm� ヘッド径　25mm

スカートサイズ　　＃ 8

シェルタイプ

ミラータイプ

解説　

ヘッド前面の面積が大きいため、大量の

バブルを出し、アクションも大きめ。

ダイレクトポジションで流せば、ビック

マーリンがアタックする可能性大。この

ヘッドタイプのルアーを好む人も多い

はず。80lb タックル用以上

ヘッド長　55mm� ヘッド径　43mm

スカートサイズ　　＃ 12

シェルタイプ

ミラータイプ

解説　

ノーウエイトのため、大きさのわりに軽

いルアーなのでアウトリガーでもＯＫ

横に大きくスライドするアクション。

凪の時に効果的

50/80lb タックル用

ヘッド長　60mm� ヘッド径　32mm

スカートサイズ　　＃ 10.5

シェルタイプ

ミラータイプ

解説　

ノーウエイトのため、大きさのわりに軽

いルアーなのでアウトリガーでも OK

緩やかなサイドアクション

50/80lb タックル用

ヘッド長　67mm� ヘッド径　35mm

スカートサイズ　　＃ 10.5

シェルタイプ

ミラータイプ
品番 FLS-01
品番 FLT-01

品番 FLS-02
品番 FLT-02

品番 FLS-03
品番 FLT-03

品番 FLS-06
品番 FLT-06

品番 FLS-05
品番 FLT-05

品番 FLS-04S
品番 FLT-04S

品番 FLS-04
品番 FLT-04

FL-7　スイマー

解説　

ヘッドの全長が短くショートタイプで

小さめだが、良くバブルを噛み小刻み

に動く。アウトリガーやセンターリガ

ーに最適。30/50lb タックル用

ヘッド長　41mm� ヘッド径　25mm

スカートサイズ　　＃ 8

シェルタイプ

ミラータイプ
品番 FLS-07
品番 FLT-07

S,W,H オリジナルダブルフック固定システムを採用
オリジナルカラースカートを採用しています。スカート付
は、指定がない場合、当方にてカラーセレクトを致します。
カスタムハンドメイドでのため実際の商品カラー及びサ
イズが多少異なる場合がございます。

3B#0区
FLS-01 ¥15,500

FLT-01 ¥16,000

3B#0区
FLS-02 ¥15,800

FLT-02 ¥16,300

3B#0区
FLS-03 ¥17,300

FLT-03 ¥17,800

3B#0区
FLS-04 ¥14,200

FLT-04 ¥14,700

3B#0区
FLS-04S ¥14,200

FLT-04S ¥14,700

3B#0区
FLS-05 ¥15,500

FLT-05 ¥16,000

3B#0区
FLS-06 ¥14,200

FLT-06 ¥14,700

3B#0区
FLS-07 ¥13,700

FLT-07 ¥14,200
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FL-11　マーリンバトル

FL-13　ビックコナキラー FL-15　ショートコナ FL-16　ヘビースイマー FL-18　マーリンスナイパー

FL-8　サモアンキラー FL-9　コナハンター FL-10　ゴーゲッター

解説　

カットタイプで前面の面積が大きいた

め、縦、横に均等にアクションする。

80lb クラスであればアウトリガーもＯ

Ｋ。

80lb タックル用

ヘッド長　53mm� ヘッド径　38mm

スカートサイズ　　＃ 10.5

シェルタイプ

ミラータイプ
解説　

前面部分が、スクープされたタイプ。小

さめですが、小刻みに良くアクションす

る。サイズ的には、小さめなので春先の

マカジキクラスに有効。

アウトリガー　センターリガーにオス

スメ。30/50lb タックル用

ヘッド長　50mm� ヘッド径　25mm

スカートサイズ　　＃ 6.5

シェルタイプ

ミラータイプ
解説　

スタンダードなヘッドタイプ。どの波

にも安定したアクション。マカジキ狙

いに最適なサイズ。80lb クラスで流す

場合は、FL − 09 と共に 10/0 クラス

のシングルフックをセットとすれば

OK。30/50lb タックル用

ヘッド長　54mm� ヘッド C

スカートサイズ　　＃ 6.5

シェルタイプ

ミラータイプ

解説　

FL − 10 よりか、一回り大きいサイズ。

どの波にも安定したアクション。

アウトリガーにオススメ。

50/80lb タックル用

ヘッド長　62mm� ヘッド径　28mm

スカートサイズ　　＃ 8

シェルタイプ

ミラータイプ

解説　

コナシリーズの中で一番大きいサイズ、

いきなり横方向に動いたりして不規則

な大きいアクション。

80lb クラスでダイレクトポジションが

オススメ。80lb 以上のタックル用

ヘッド長　73mm� ヘッド径　41mm

スカートサイズ　　＃ 12�

シェルタイプ

ミラータイプ

解説　

コナシリーズの中で一番小さいサイズ、

スクープが浅く、小刻みに動くアクシ

ョン。マカジキ狙いに最適。

30/50lb タックル用

ヘッド長　42mm� ヘッド径　26mm

スカートサイズ　　＃ 6.5

シェルタイプ

ミラータイプ

解説　

前面の面積が大きく、ショートヘッド

ですがバブルを良く噛み、派手なアク

ション。センターリガーにオススメ。

長めに流せば食い気のあるマーリンに

効果大。50/80lb タックル用

ヘッド長　39mm� ヘッド径　30mm

スカートサイズ　　＃ 8

シェルタイプ

ミラータイプ

解説　

縦横方向に大きなアクション。

80lb クラスでダイレクトポジションが

オススメ。80lb 以上のタックル用

ヘッド長　67mm� ヘッド径　38mm

スカートサイズ　　＃ 12

シェルタイプ

ミラータイプ

品番 FLS-08
品番 FLT-08

品番 FLS-09
品番 FLT-09

品番 FLS-10
品番 FLT-10

品番 FLS-11
品番 FLT-11

品番 FLS-13
品番 FLT-13

品番 FLS-18
品番 FLT-18

品番 FLS-16
品番 FLT-16

品番 FLS-15
品番 FLT-15

KOL-SR　
ソフトラトル

解説　

形状は、全体に長く真ん中あたりがくびれていて、

まるでドアの取っ手みたいな形状をしているので、

ドアノブという名前がついた。�くびれの部分が、か

なり大きくバブルをひき、ルアーを大きく見せる事

が出来る。　50/80 タックル用

FLS-19　
ハードノブ

ヘッド長　83mm� ヘッド径　37mm

スカートサイズ　　＃ 10.5�

カラー：ブルー　グリーン　ピンク

品番 FLS-19

KOL-J　
ソフトジェット

ヘッド長　45mm� ヘッド径　35mm

スカートサイズ　　＃ 10.5

カラー：ミラー

品番 KOL-J解説　

ヘッド全面から後方にかけて４つの穴があいていて

流した時にヘッド後方よりバブルを出してルアー全

体のボリュームを大きく見せます。ソフトタイプで

すが、通常のソフトより硬めです。�また手作り品の

為型の段差が多少あり脱泡も完全には出来ません。

50/80 タックル用

解説　

ソフトジェットタイプと同型のラトルタイプです。

ラトルサウンドが、マーリンを引き寄せます。ソフ

トタイプですが、通常のソフトより硬めです。また

手作り品の為型の段差が多少あり脱泡も完全には出

来ません。50/80 タックル用

ヘッド長　45mm� ヘッド径　35mm

スカートサイズ　　＃ 10.5

カラー：ミラー

品番 KOL-SR

Salt Water House    Yamashita

3B#0区
FLS-08 ¥15,800

FLT-08 ¥16,300

3B#0区
FLS-09 ¥13,200

FLT-09 ¥13,800

3B#0区
FLS-10 ¥13,200

FLT-10 ¥13,700

3B#0区
FLS-11 ¥14,200

FLT-11 ¥14,700

3B#0区
FLS-13 ¥17,600

FLT-13 ¥18,200

3B#0区
FLS-15 ¥13,200

FLT-15 ¥13,800

3B#0区
FLS-16 ¥14,000

FLT-16 ¥14,500

3B#0区
FLS-18 ¥17,500

FLT-18 ¥18,000

3B#0区

 ¥15,800
3B#0区

 ¥20,000
3B#0区

 ¥17,000



57仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

FLS-03C　
マーリンキラーチャガー

FLS-18R　マーリンスナイパー
ラトル シェル

FLT-18R　マーリンスナイパー
ラトル ミラー

Yamashita

Salt�Water�House　
オリジナルカラースカート

サイズ / カラー対応表

＃ 6.5    カラー①～⑤

＃ 8.0    カラー①～⑦

＃ 10.5  カラー①～⑦

＃ 12.0  カラー①～⑤

タコスカート

 サイズ 全長 （mm） 1 袋入数    品番

＃ 6.5 195 1 YAMT065S( )

＃ 8.0 240 1 YAMT08( )

＃ 10.5 315 1 YAMT105( )

＃ 12.0 355 1 YAMT12( )

         　　　　　　　　    �(�) 内はカラー
⑤

⑦

②

③

①

④

⑥

解説　

実績のあるビッグコナキラーを、ミラーラトルにし

てみました。

激しいアクションにラトルサウンドが、加わりマー

リンを引き寄せます。

FLT-13R　
ビッグコナキラーラトル ミラー

ヘッド長　73mm� ヘッド径　41mm

スカートサイズ　　＃ 12�

カラー：ブルー　グリーン　ピンク

品番 FLT-13R

FLS-13R　
ビッグコナキラーラトル シェル

ヘッド長　73mm� ヘッド径　41mm

スカートサイズ　　＃ 12�

カラー：ブルー　グリーン　ピンク　ナチュラル

品番 FLS-13R解説　

元より実績のあるシェルタイプにラトルを入れるこ

とによりシェルの輝きとラトルサウンドによってマ

ーリンを誘き寄せます。

解説　

大人しいアクションだが、シェルの輝きとラトル

サウンドで、マーリンを誘き寄せます。

ヘッド長　67mm� ヘッド径　38mm

スカートサイズ　　＃ 12

カラー：ブルー　グリーン　ピンク　ナチュラル

品番 FLS-18R解説　

FL-13 よりは、大人しめのアクションで

すが、ラトルを入れたことにより、海中

でのアピール度が、増しています。

ヘッド長　67mm� ヘッド径　38mm

スカートサイズ　　＃ 12

カラー：ブルー　グリーン　ピンク

品番 FLT-18R

解説　

かなり実績のあるマーリンキラーのセンターを窪ま

せチャガータイプとしてボコン　ボコンと飛び出る

ようなアクションを付けました。

ヘッド長　55mm� ヘッド径　43mm

スカートサイズ　　＃ 12

カラー：ブルー　グリーン　ピンク　ナチュラル

品番 FLS-03C
3B#0区

 ¥21,500
3B#0区

 ¥21,000
3B#0区

 ¥16,600

3B#0区

 ¥25,500
3B#0区

 ¥21,000

3B#0区

 ¥520

 ¥770
 ¥1,380
 ¥1,820
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Phoenix    Mold Craft     Coggin Jet
Phoenix
フェニックス 4 面シェルスペシャル　ルアー

    品名                                                  品番

① 6.5 ロングＳＰ PHO-065LOSP
 ヘッド長 ： 45mm　ヘッド径 ： 22mm

② 6.5 ファットＳＰ PHO-065FSP
 ヘッド長 ： 37mm　ヘッド径 ： 24mm

③ 6.5 スモールＳＰ PHO-065SSP
 ヘッド長 ： 36mm　ヘッド径 ： 22mm

④ 6,5 バレットＳＰ PHO-065BSP
 ヘッド長 ： 48mm　ヘッド径 ： 25mm

⑤イカ 8 PHO-S08
 ヘッド長 ： 48mm　ヘッド径 ： 26mm

⑥イカ 10 ミディアム PHO-S10M
 ヘッド長 ： 51mm　ヘッド径 ： 27mm

⑦イカ 11 ラージ PHO-S11LG
 ヘッド長 ： 59mm　ヘッド径 ： 31mm

⑧イカ 8 ＳＰ PHO-S08SP
 ヘッド長 ： 48mm　ヘッド径 ： 26mm

⑨イカ 10 ミディアムＳＰ PHO-S10SP
 ヘッド長 ： 51mm　ヘッド径 ： 27mm

⑩イカ 11 ラージＳＰ PHO-S11LGSP 

ヘッド長 ： 59mm　ヘッド径 ： 31mm

⑪ 8.0 スモールＳＰ PHO-08SSP
 ヘッド長 ： 45mm　ヘッド径 ： 28mm

⑫ 8.0 ファットラージＳＰ PHO-08FLGSP
 ヘッド長 ： 58mm　ヘッド径 ： 32mm

⑬ 8.0 ラージＳＰ PHO-08LGSP
 ヘッド長 ： 59mm　ヘッド径 ： 31mm

⑭ 8.0 バレットＳＰ PHO-08BSP
 ヘッド長 ： 48mm　ヘッド径 ： 25mm

⑮ 8.0 ミディアムＳＰ PHO-08MSP
 ヘッド長 ： 51mm　ヘッド径 ： 34mm

⑯ 10.5 ショートＳＰ PHO-105SSP
 ヘッド長 ： 51mm　ヘッド径 ： 37mm

⑰ 10.5 ロングＳＰ PHO-105LOSP
 ヘッド長 ： 74mm　ヘッド径 ： 36mm

⑱ 10.5 ファットラージＳＰ PHO-105FLGSP
 ヘッド長 ： 74mm　ヘッド径 ： 39mm

⑲ 10.5 バレットＳＰ PHO-105BSP
 ヘッド長 ： 80mm　ヘッド径 ： 34mm

⑳ 12 ＳＰ PHO-12SP
 ヘッド長 ： 82mm　ヘッド径 ： 43mm

㉑ 14 ＳＰ PHO-140SP
 ヘッド長 ： 117mm　ヘッド径 ： 60mm

①

ＣＯＬＯＲ　ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ

サイズ：６. ５　８. ０　１０. ５

外側スカート　　背面部　グリーン　ブルー　　ブラック　水色

　　　　　　　　腹部　　ピンク　　レッド　　オレンジ　イエロー　透明

その他のカラー

　人徳　オールブラックイエローライン　ブルーグリーン　パープルイエローライン

サイズ：１２　１４

　水色ピンク　　ブルーピンク　　グリーンピンク　人徳

　黄緑イエロー　レッドイエロー　ピンクイエロー

カラーバリエーションなど不明な点がございましたら、TELまたはメールでお問い合わせください。

４面シェルモデルより安価なドールアイ付きのスタンダードモデルも取扱いできます。

価格や在庫状況など詳細はお気軽にお問い合わせください。

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

⑯ ⑰ ⑱ ⑲

㉑⑳

3A00区

 ¥19,000

 ¥19,000

 ¥19,000

 ¥19,000

 ¥15,000

 ¥19,000

 ¥19,000

 ¥19,000

 ¥23,000

 ¥23,000

 ¥23,000

 ¥23,000

 ¥23,000

 ¥23,000

 ¥23,000

 ¥24,000

 ¥25,000

 ¥25,000

 ¥30,286

 ¥42,000

 ¥25,000



59仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

世界各地のチャーターボートキャプテンが注目をしはじめた MOLD 

CRAFT 社のソフトヘッド ・ ルアーは、 ヘッドもスカートもソフトプラスチッ

クでできているので、 魚に違和感を与えず、 何度もアタックを繰り返

すのでフックアップの確率が高くなります。 また、 フックを付けずにリー

ダーへセットすれば、 ティーザーとしても使えます。

①

⑬ ⑭ ⑮

② ③ ④ ⑤ ⑥

#13 #22 #36 #39 #41

モールドクラフトルアー

Mold  Craft

① SR フッカー 
全長 270mm

品番 MLD-3450H+( カラー）

② STD フッカー
全長 200mm

③ SR シークレットウエポン
全長 270mm

④ STD シークレットウエポン
全長 200mm

⑤ SR スーパーチャガー
全長 300mm

⑥ STD スーパーチャガー
全長 210mm

⑦ SR ワイドレンジ
全長 320mm

⑧ STD ワイドレンジ
全長 240mm

⑨ STD ボビーブラウン
全長 240mm

⑩ SR スイマー
全長 320mm

⑪リールタイト
全長 300mm

⑫ソフトノブ
全長 300mm

⑮バードティーザー S
全長 150mm

⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫

カラーチャート

⑬バードティーザー L
全長 330mm

⑭バードティーザー M
全長 250mm

品番 MLD-4450H+( カラー）

品番 MLD-3460SW+( カラー）

品番 MLD-4460SW+( カラー）

品番 MLD-8300SC+( カラー）

品番 MLD-7300SC+( カラー）

品番 MLD-3550BN+( カラー）

品番 MLD-4450BN+( カラー）

品番 MLD-2500BB+( カラー）

品番 MLD-3650SS+( カラー）

品番 MLD-1500RT+(カラー）

品番 MLD-2200SK+( カラー）

品番 MLD-6300B+( カラー）

品番 MLD-6100B+( カラー）

品番 MLD-6200B+( カラー）

⑩

① ② ③ ④

コギンズ　ジェット　ルアーは、通常のルアーより重たく作られています。

コギンズルアーは、 水中でその威力を発揮しますので表面に出てくる

頻度は、 通常のルアーと比べると少ないか、 またはほとんど出てきま

せん。

水面のルアーを追わない活性の低いカジキに有効です。

Coggin Jet

コギンズ　ジェット

品番 COG-X209X160

品番 COG-X317X217

品番 COG-TPS3X217

品番 COG-X192X160

全長 320mm

全長 320mm

全長 290mm

全長 290mm

①ビッグ　スラント　ブルーパール　白蝶貝

②ビック　スラント　ブルードット　白蝶貝

③ビッグ　スラント　インバード　ルモ　黄蝶貝

④ビック　スラント　インバード　グリーンゴールド　黄蝶貝

3B#0区

 ¥6,500

 ¥3,500

 ¥6,500

 ¥3,500

 ¥6,500

 ¥3,500

 ¥6,500

 ¥3,500

 ¥3,500

 ¥6,500

 ¥6,500

 ¥6,500

 ¥6,900

 ¥3,800

 ¥1,600

1A00区  ¥13,500

1A00区  ¥13,500

1A00区  ¥13,500

1A00区  ¥13,500
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Salt Water House    Kolk

ライトタックル
トローリングルアーセット　　

 
タックル　　12lb ～ 30lb テストラインクラス

対象魚　　　カツオ、メジ、シイラ、イナダなど

セット内容　バードティーザー× 2（リーダー＆スイベル付き）

　　　　　　小型バレットタイプヘッド× 4（リーダー＆シングルフック付き）

　　　　　　小型フラットタイプヘッド× 4（リーダー＆シングルフック付き）

　　　　　　ルアーシングルケース S

注意　写真のセットルアーの内容は変更する場合があります。

Salt Water House

品番 SWH-LSL

ミディアムタックル
トローリングルアーセット

 
タックル　　30lb ～ 50lb テストラインクラス

対象魚　　　マカジキ、バショウカジキ、キハダマグロ、

　　　　　　クロマグロ、オキザワラなど

セット内容　中型モールドクラフトルアー× 1（リーダー＆ダブルフック付き）

　　　　　　中型 S.W.H オリジナルルアー× 4（リーダー＆ダブルフック付き）

　　　　　　替えリーダー×３（120 号）

　　　　　　ルアーバック M

注意　写真のセットルアーの内容は変更する場合があります。

品番 SWH-LSMS

ヘビータックル
トローリングルアーセット

 
タックル　　50lb ～ 130lb テストラインクラス

対象魚　　　クロカジキ、シロカジキ、キハダマグロ、

　　　　　　クロマグロなど

セット内容　大型モールドクラフトルアー× 1（リーダー＆ダブルフック付き）

　　　　　　大型 S.W.H オリジナルルアー× 4（リーダー＆ダブルフック付き）

　　　　　　替えリーダー×３（150 号）

　　　　　　ルアーバック M

注意　写真のセットルアーの内容は変更する場合があります。

品番 SWH-LSHS

 
ルアーバック M　

リーダーチューブ 1m（80 ー 150 号）

ダブルアイボールベアリングスイベルサイズ 8　4 個

スリーブ（ヤマシタ）5N　4N　

リーダー 120 号　150 号

ハンドプレッサー

ダブルフック 7732　9/0　10/0　各 2 本

フックシャープナー CP-212

リーダーグローブ LL�or�L、ドラグテスター

ストラップレンチ、ペンチ（スイスツール）、ラバーバンド L　M

注意　写真のセット内容は変更する場合があります。

タックルバッグセット
50lb ～ 80lb タックルに必要なリギングツール

及び小物がすべて揃っています。

品番 SWH-TBOX

3B#0区  ¥26,000

3B#0区  ¥74,500

3B#0区  ¥90,500

3B#0区  ¥76,000



61仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

Salt Water House

ヒコーキ�ケンケンセット

品番 KOL-H

Kolk

飛行機全長約 30cm　ケンケン針使用

飛行機の羽部分をミラーにし集魚効果を高めてい

ます。

トローリングスピード 5 ノットから 8 ノット

対象魚：カツオ、メジ（ヨコワ）、ビン長、等

注）

手引き仕掛けの為、ロッドやアウトリガーで使用

するとロッドやアウトリガーが破損する恐れがあ

ります。

潜水板ケンケンセット

品番 KOL-D

潜航板全長約 29cm　ケンケン針使用

IGFA ルール適応外となります。

トローリングスピード 5 ノットから 8 ノット

対象魚：カツオ、メジ（ヨコワ）、ビン長、等

注）

手引き仕掛けの為、ロッドやアウトリガーで使用

するとロッドやアウトリガーが破損する恐れがあ

ります。

ルアーバック M　111.5cm × 39cm　

6 個の小型～中型ルアー及びリギングツールサイズ用

ルアーバッグ
品番 SAN-LBM

【仕様】

展開時サイズ ： 約 1300mm × 500mm
1 ポケットのサイズ ： 約 120mmx500mm ( マチ付き )　

６ポケットの中型～大型中型ルアー及びリギングツール用バッグ。

写真のルアーは１０．５寸のスカート付き、マチ付きの為１ポケットに

2 ～ 3 個のルアー収納可能です。

ルアーバッグ LL
SAN-RBLL品番

ルアーボックス
UV カット処理された本体はクリヤーで中が見やすく、またルアーのスカート

の変色を防ぎます

40 個以上のトローリングルアーがリーダー付きの状態で収納可能です。

ルアーをトレーに入れたまま水洗いが可能です。

品番 LBX-1202

3B#Q区  ¥5,100

3B#Q区  ¥4,700

2A00区

 ¥18,000

3A#0区  ¥16,000 3A#0区  ¥16,000
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Merrit   Brade    Salt Water House    Marin&TunaClub    Aftco    Out-Rover

ビッグカフナティーザー
ヘッドのミラーの輝きとナイロンスカートの動きがマーリンにアピー

ルを行い、特にラフコンディション時に効果を発揮します。このテ

ィーザーのアクションスピードは 4 ～ 18 ノットで約 2 ～ 3 フィー

トの深さでティージングをします。

全長　510mm

ミラーメイトティーザー
今やマーリンフィッシングでは常識となったティーザーは、 通常

ディジーチェーンやソフトヘッドルアーを表層でトローリングする

といったものが主流だったが、 このミラーメイトティーザーは水面

下で不規則な動きとミラーの輝きで効果的にマーリンを誘い出し

ます。

全長　300mm

レッド 

ミラーメイトティーザーラトル�
絶大な効果のミラーメイトティーザーにラトルサウンドを加え、 更

に集魚力をアップさせました。

全長　300mm

ティーザーハンドライン

木製手粋

ブラックライン（50m）

ナイロンリーダー（5m）

大型クレーンサルカン

スイベル

Salt Water House

Merrit

品番 PLY-MM-R

イエロー 　品番 PLY-MM-Y

ブルー 　品番 PLY-MM-BL

グリーン 品番 PLY-MMR-G

ピンク 

オレンジ 品番 PLY-MMR-O

レッド 品番 PLY-BK-RW

イエロー 品番 PLY-BK-YG

ブルー 品番 PLY-BK-BL

品番 SWH-H

ライトニングボルトティーザー
�

Braid

品番 BRD-52200

品番 PLY-MMR-P

［セット例］

アウトローバー
アウトリガーが無い小型船等でも、アウトローバーを使用することによりル

アーを広げて曵く事が可能となります。

アウトリガーとは違いリリースピンを使用しない為フィシングラインにある

程度の強度が必用です。

波、風、潮の条件や船速によって異なりますが、約 30 度外側に向かって泳

ぐように設計されています。

全長 :30cm���幅 :19cm���重量 :330g�(1 個 )

� ピンク品番 SIDR-P

� イエロー品番 SIDR-Y

左右セット

Out-Rover

3B#0区

 ¥13,000

 ¥13,000

 ¥13,000

3B#0区

3B#0区

 ¥16,000

 ¥16,000

 ¥16,000

3B#0区  ¥9,100

3B#0区  ¥27,000

2A00区  ¥9,800
2A00区  ¥9,800



63仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

　品名 品番

マーリン FF-03
セイルフィッシュ FF-02
シイラ FF-01
タグ＆リリース FF-05
ファイト FF-06

Marlin & Tuna Club

マーリン

シイラ

ファイト

セイルフィッシュ

タグ＆リリース

マーリンのビルを掴みリーディングしたり、すべ

りやすい物を掴むのに理想的なグローブで、水を

保持することなく高いグリップを維持します。

フィッシンググローブとしても使用可能

世界的に大物船長として知られる、Peter�Wright

の専門知識によって設計されたビックフィッシュ用

リーダーグローブです。EVA に包まれた Stretch-

Kevlar は手の感覚を妨害すること無く、あらゆる

種類のリーダーから手を保護し、高いグリップ力を

発揮します。

Aftco
リリースグローブ
��L
��XL

品番 AFT-BFR-10

ワイヤーマックス
��L
��XL

品番 AFT-BFWM-10

レザー�グローブ

●サイズ：フリー　　●材質：レザー

品番 SWH-G

品番 AFT-BFR-11品番 AFT-BFWM-11

Salt Water House

Aftco

【Aftco グローブのサイズの目安】

手が大きめの方には XL サイズを、�平均的なサイズないしは小さめの方には L サイズをお勧めします。

具体的には、掌囲 ( 親指を除く 4 本の指の付け根の周囲 ) が 20 ～ 21cm くらいであれば L サイズ、�

掌囲が 22cm 以上であれば XL サイズがおススメです。

従来のフラッグサイズよりも大きいため , マリーナなどに帰港した時や洋上での視認性も抜

群で釣果をよりアピールできます , 又ファィト及びタグ＆リリースフラッグは , 単語を印刷して

あるため , 掲げてあるボートは一目瞭然でわかります。 フラッグ自体の材質も水分含み難く

乾きやすい材質で作ってあります。

サイズ：360mm × 570mm　　　材質：ポリエステル

フィッシングフラッグ

戦歴の証明、一匹ごとに一枚　（3 匹組）

カジキ撃墜ステッカー

カジキステッカー

ブルー

シロ

クロ

銀

品番 SEAK-B

品番 SEAK-S

品番 SEAK-BB

品番 SEAK-W

タグ＆リリースの証明、カジキステッカーと合せて使用します。（10 枚）

タグ＆リリースステッカー

T&R 品番 SEAK-T

タグ＆リリースステッカー使用例

3B#Q区

 ¥2,200
 ¥2,200
 ¥2,200
 ¥2,200
 ¥2,200

2A00区

 ¥500

 ¥500

 ¥500

 ¥500
2A00区

 ¥500

3B#0区

 ¥14,000

 ¥14,000

3B#0区

 ¥7,000

 ¥7,000

3A#0区

 ¥3,430
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Salt Water House    Mustad    Donnmar

ダブルフックリグ　
エンドフリータイプ（90°180°）

フックがフリーになっている状態だとカジキがタッチアップして来た時、フック

がずれてしまうためフッキング率が低下する傾向があります。そこでフックを固

定することにより、ずれを防ぎ、その現象を抑える役目を果たします。

ダブルフックのエンドフックを固定しない事によってルアーの動きがフックに妨

げられにくくなり、ルアーの動きが一段と良くなります。

Salt Water House

ダブルフックリグ　
ソリッドタイプ（90° 180°）

ツナフック 7692
（スチール）

サークルフック

Mustad

14/0  2pcs 入り 品番 MUS-39950BLN-14

12/0  2pcs 入り 品番 MUS-39950BLN-12

11/0  3pcs 入り 品番 MUS-39950BLN-11

10/0  3pcs 入り 品番 MUS-39950BLN-10

 サイズ         品番 

� 7/0� SWF-7692-07S�

� 8/0� SWF-7692-08S�

� 9/0� SWF-7692-09S�

�10/0� SWF-7692-10S�

ベイキング 7731
（スチール）

 サイズ        品番

� 7/0� SWF-7731-07S

� 8/0� SWF-7731-08S

� 9/0� SWF-7731-09S

�10/0� SWF-7731-10S

�11/0� SWF-7731-11S

�12/0� SWF-7731-12S

ツナフック 7691S
（ステンレス）

 サイズ        品番

� 7/0� SWF-7691S-07S

� 8/0� SWF-7691S-08S

� 9/0� SWF-7691S-09S

�10/0� SWF-7691S-10S

�11/0� SWF-7691S-11S

�12/0� SWF-7691S-12S

ベイキング 7732
（ステンレス）

 サイズ        品番 

� 7/0� SWF-7732-07S

� 8/0� SWF-7732-08S�

� 9/0� SWF-7732-09S

�10/0� SWF-7732-10S

�11/0� SWF-7732-11S

�12/0� SWF-7732-12S

ツナフック 7692
（スチール）

 サイズ        品番 

� 7/0� SWF-7692-07F

� 8/0� SWF-7692-08F�

� 9/0� SWF-7692-09F

�10/0� SWF-7692-10F

ベイキング 7731
（スチール）

 サイズ        品番 

� 7/0� SWF-7731-07F

� 8/0� SWF-7731-08F�

� 9/0� SWF-7731-09F

�10/0� SWF-7731-10F

�11/0� SWF-7731-11F

�12/0� SWF-7731-12F

ツナフック 7691S
（ステンレス）

 サイズ        品番 

� 7/0� SWF-7691S-07F

� 8/0� SWF-7691S-08F�

� 9/0� SWF-7691S-09F

�10/0� SWF-7691S-10F

�11/0� SWF-7691S-11F

�12/0� SWF-7691S-12F

ベイキング 7732
（ステンレス）

 サイズ        品番 

� 7/0� SWF-7732-07F

� 8/0� SWF-7732-08F�

� 9/0� SWF-7732-09F

�10/0� SWF-7732-10F

�11/0� SWF-7732-11F

�12/0� SWF-7732-12F

※ビルフィッシュファンデーション推奨

※ベイトを飲み込んでも内臓やエラに傷を付けにくい魚にやさしいフックです。

ライブベイトやスキップベイトでのトローリングにお勧めです。

12/0

11/0

10/0

9/0

110mm

マルトツナフック

Maruto

 11/0 品番 MRT-11

 10/0 品番 MRT-10

 9/0 品番 MRT-09

 8/0 品番 MRT-08

マルトのフックは、高価なクロマグロ釣る為に開発されたフックで、強度を出し

ているために若干マスタッドと比べると対錆性に劣りますが折れや曲がりなどに

強く、マグロ漁師野方や海外のアングラー達からも信頼を受けています。�

サイズは、マスタッドに近いサイズです。

3B#0区

   価格�

¥1,870

¥1,910

¥1,950

¥1,980

   価格�

¥2,290

¥2,360

¥2,540

¥2,660

¥2,780

¥2,970

   価格�

¥3,040

¥3,120

¥3,500

¥3,870

¥4,500

¥4,800

   価格�

¥2,600

¥3,000

¥3,200

¥3,600

¥4,000

¥4,600

3B#0区

3B#0区

3B#0区

3B#0区

3B#0区

3B#0区

3B#0区

3B#0区

 ¥2,000

 ¥1,500

 ¥1,500

 ¥1,500

2A#0区

 ¥780

 ¥560

 ¥460

 ¥430

   価格�

¥1,870

¥1,910

¥1,950

¥1,980

   価格�

¥2,290

¥2,360

¥2,540

¥2,660

¥2,780

¥2,970

   価格�

¥3,040

¥3,120

¥3,500

¥3,870

¥4,500

¥4,800

   価格�

¥2,600

¥3,000

¥3,200

¥3,600

¥4,000

¥4,600



65仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

8/0

12/0

6/0

7731 （スチール） 1pc

Mustad

12/0

11/0

10/0
9/0

ツナフックタイプ

フックシャープナー

フックシャープナー替刃
品番 DON-CP212RF

品番 DON-CP212

Donnmar

7692 （スチール） 1pc

7732 （ステンレス） 1pc

ベイキングタイプ

7691S （ステンレス） 1pc

ツナフックタイプ

ベイキングタイプ

12/0

11/0

10/0

12/0

11/0

10/0

 サイズ                品番 

� 5/0� MUS-7731-05

� 6/0� MUS-7731-06

� 7/0� MUS-7731-07

� 8/0� MUS-7731-08�

� 9/0� MUS-7731-09

�10/0� MUS-7731-10

�11/0� MUS-7731-11

�12/0� MUS-7731-12

 サイズ           品番 

� 6/0� MUS-7691S-06

� 7/0� MUS-7691S-07

� 8/0� MUS-7691S-08�

� 9/0� MUS-7691S-09

�10/0� MUS-7691S-10

�11/0� MUS-7691S-11

�12/0� MUS-7691S-12

 サイズ                品番 

� 7/0� MUS-7692-07

� 8/0� MUS-7692-08�

� 9/0� MUS-7692-09

�10/0� MUS-7692-10
 サイズ               品番 

� 6/0� MUS-7732-06

� 7/0� MUS-7732-07

� 8/0� MUS-7732-08�

� 9/0� MUS-7732-09

�10/0� MUS-7732-10

�11/0� MUS-7732-11

�12/0� MUS-7732-12

9/08/0

 価格�

¥510

¥520

¥545

¥580

¥670

¥730

¥790

¥870

3B#0区

 価格�

���¥860

���¥920

���¥960

¥1,400

¥1,700

¥1,800

¥1,900

3B#0区

 価格�

¥335

¥355

¥375

¥390

3B#0区

 価格�

���¥600

���¥700

���¥900

\1,000

¥1,400

¥1,500

¥1,700

3B#0区

3B#0区  ¥3,500

3B#0区  ¥2,200
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自分達で立てた戦略がビタリと的中すると実に爽快なものです。それとカジキの活性が高ければ申し分ないのですが、食い渋ることも往々
にしてあります。食い渋りの要因は非常に多いのですが、そんな時にはルアーからライブベイトへと戦略を変更するのも効果的な方法のひ
とつです。
ルアーから切り替えるには、ベイトを確保しなくては始まりません。まずはベイトの確保できる場所を見つけることが先決です。オフショ
アの場合、カツオ、キハダ、ムロアジやサバなどのベイトがいる場所では、カジキもまわりにいる可能性が高く、ベイトが取れたらそのま
まの場所で流すとよい結果が得られることが多いので、ベイトのいる場所でのチェンジがベストです。
ライブベイトはルアーと比べると、スロースピードで引かなくてはならないので、探れる範囲はごく限られたものになりますが、ベイトの
集まる場所ならそれを気にする必要はないでしょう。むしろ食い渋っているカジキに対し効果的に働く可能性のほうが高いのです。
それに食い渋った状況下でライブベイトが有利なのはフックアップを最も確実に行えるという点です。ルアーだとフックアッフ率はストラ
イク数の 30% ぐらいですが、ライブベイトだと 90% を超えます。
ライブベイトの場合、魚にダメージを与える懸念はあるものの、フックアップ時にかけるゴーのタイミングさえ間違えなければ、かなりの
確率でロの内側にフックアップさせることができます。�以前はしっかりと飲み込ませ内蔵にフックアップさせていたが今はそうはしません。
初めての方でもサークルフックの使用により、高確率でライブベイトでもタグ &�リリースはできるのです。

元気なベイトを捕獲したらそのサイズに合うリグで直ちに目通しを行ない、そっと流し始めます。
その為にはベイトの大きさによりフックのサイズや、フックのベンド部分に作るダクロンの輪の大きさが違うので、リグは少なくとも 3 種
類ぐらいは用意しておかなくてはなりません。ベイトを捕獲してから流し始めるまでの時間は慣れたクルーになると、わずか 10 秒以内で
完璧に行いますが、10 秒とはいかないまでも、その 2 倍位の時間がかっかってもいいので、ベイトにダメージを与えず元気なままで流す
ことの方が大切です。何度も目通しの練習を行ない、テクニックを身に付けます。
ベイトを元気に泳がすには捕獲するとき素早く丁重にキャッチしなければなりません、カツオなどはロや皮が少し切れただけでも大量に出
血してすぐに弱ってしまいます。そして目通しが上手くいったらただちにそっと流し始めます。

カツオ / キハダは、 写真のように逆

さに持ってやるとおとなしくなります、

長時間保持したり魚の体を脇の下

に着けると暴れてしまいます。

（血を吐きすぎたり下顎が損傷した

魚は適しません）

写真の場所から目通しようのリギン

グニードルピンを刺します。

   反対側へ目通し用のダクロンライン

を引き出します。

ダクロンラインを引き出したらリギン

グニードルピンを外し、 ダクロンライ

ンのループにフックの先端を潜らせ

ます。

フックを奇数回転させ、 ダクロンライ

ンループの遊びを取ります、 奇数回

転にしないとフックのポイントが上に

向かず、 ライブベイトに刺さってしま

って、 動きが悪くなり、 すぐに弱って

しまいます。 又、 カジキがヒットして

もフックアップの確立が悪くなってし

まいます。

縮まったループへフックの先端を頭

（口） 側から胴体 （背鰭） に向か

って、 潜らせます、 フックの先端が

ライブベイトの頭から上側に向いて

いる事を確認します。

このような状態にフックがセットされ

れば OK です、 静かに水面に投入

して、 ライブベイトフィッシングの開

始です。

ライブベイトの流し方

ライブベイトの場合、ラインを指で掴んでいると指先にベイトの動きが「コツン、コツン」とダイレクトに伝わって来ます、このベイトに
カジキが近づいてくると、ベイトは驚き喰われまいと逃げようとして大きく動き始め、この動きは指先にあきらかに違う動きとして伝わって、

「コツン、コツン」だったのが「ブルルン、ブルルン」としたかなり強い引きになります。
この時点でストライクと間違って放してしまうとカジキは逃げていってしまいます。
ドーンと重く衝撃を受けた時が喰いついた時で、この時点でラインを放し同時にストライクのコール、キャプテンは最低速度にします。ド
ロップバックのラインが出きったら、さらに 20 ～ 40m ぐらいラインを送り込み、一旦様子を伺いこの時点で続けてラインが�「ジジジジ
ィー」と出ていくなら、ドラグをストライクポジションに入れ同時に ｢ ゴー ｣ を掛けフックアップさせます。



67仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

スキップベイト

15m ～ 20m　前後

（セットバック）

10m ～ 15m　前後

（ドロップバック）

ライブベイト

50 ～ 70m

（セットバック）

スキップベイトの流し方

ベイトの大きさによりフックのサイズや、フックのベンド部分に作るダクロンの輪の大きさが違うので、リグは少なくとも 3 種類ぐらいは

用意しておかなくてはならないのは、ライブベイトと同じです。

ニードルピンを使用しダクロンライン

をフックに掛け遊びを取る所までは

ライブベイトと同じですが、 デッドベイ

トの場合はお腹側で遊びを取りま

す。

フックを刺した状態です、 口が開い

た状態だと、 水圧によって腹が破

れたり、ベイトが回転してしまいます。

遊びをとったら、 ダクロンラインの後

側にフックを刺し、 下顎から上顎へ

フックを通します、

フックが上手くセット出来たら、 そっ

と投入し流し始めます。

流す時テールの骨を折ると効果的

です。

130LB　ダクロンライン（150Yds）

品番 SWD-130

リギングニードルピン（6pcs 入り）

品番 MT-NDS

スキップベイトをライブベイトと一緒に流す場

合は、アウトリガーを使用し下記の図のような

ポジションにセットし流します。

ドラグはラインが出ていかない最低強度にセッ

トしラインの送り込みに備えます。

ライブベイトとスキップベイトの流し方

3B#0区  ¥3,100

3B#Q区  ¥2,400
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Marlin & Tuna Club     T.B.F

タグスティック（テレスコーピングタイプ )�

カラー：�シルバー

仕　様

テレスコーピングタイプ

最大長（トップ含む）2,830mm

最小長（トップ含む）1,070mm

トップ長（針）130mm

品番 MT-TS

カスタムタグスティック

　MTRX�トローリングロッド (P41) と同じカラーデザインのニュータイプタグス

ティックです。

このタグスティックは、セパレート式で、且つ先端のタグピンはハンドル部に収

納可能となっており、収納・保管に配慮した設計となっています。

　カスタムロッド (P40) の製作時に、ロッドカラーに合わせてオリジナルのタグ

スティックも作製可能です。ロッドとお揃いのタグスティックでタグ＆リリース

を行えば、より充実したスポーツフィッシングライフをお楽しみいただけるでし

ょう。製作に掛かるコストなどについては、お気軽にお問い合わせください。

仕　様

全長：2200mm

分割時：スティック部 1530mm　　ハンドル部　670mm

グリップ：EVA& ブラックロープ巻

品番 MT-TC

Marlin & Tuna Culb

ビルフィッシュファンデーションタグ

1PACK （10pcs）

品番 TBF-TAG

T.B.F.

ビルフィッシュファンデーション用
スペアーピン
品番 MT-TSSP

今までのタグ棒に比べトップ（針）の長さを長く設定する事によって、確実にタ

グをカジキに打ち、抜け落ちを防ぎます。また、長さを短くする事が出来るので

遠征先の持ち込みや船への収納がし易く大変便利です。

タグピンは NEW タグスティックと同じものを使用しています。長さを短くする

事が出来るので遠征先の持ち込みや船への収納がし易く大変便利です。

2B#0区  ¥38,000

3B#0区  ¥770

2A00区  ¥6,200
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カジキの保護活動は一種のチームスポーツとも言えま

す。

TBF では、 タグ＆リリースの普及活動以外にも、 『営

利目的のカジキ乱獲を減らす』、 『制限のないカジキ

の大量処分を止める』、 『カルフォルニア州の延縄漁

禁止法を維持する』、 『アメリカの漁業組合などにカジ

キの保護活動を受け入れさせる』 など多くの活動を

行っています。 そしてわれわれの活動に共感し参加し

てくれるアングラーを募っています。

魚を愛し、 カジキについて関心があり、 この刺激的な

スポーツフィッシングを次世代へ継承していきたいと願

う証しとして、 ぜひ TBF チームにご参加ください。

詳細について知りたい方や TBF のメンバーになりたい方は、

サイト ： www.Billfish.org ( 英語 ) をご覧いください。

$25 から入会できます。
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Marlin & Tuna Club     Salt Watr House    Sampo

このギャフヘッドの特殊な形状により、これまでのギャフと比べ魚を刺しやすくなったため、狙った個所を的確に突くことが可能となりました。また魚の最も固い部分へ

も突きやすくなったので、魚体を船に引き寄せる際や引き揚げる際の安全性も格段に向上致しました。

Marlin & Tuna Club

スクウェアフライングギャフセット
ロープ付き
 

スクウェアフライングギャフセット
 

8”スクウェアギャフフック
 

フライングギャフハンドル
 

ギャフロープ
 
 

品番 MT-NFG8SETR

＜注意＞

ギャフハンドルとロープは、右ページの M&T フライングギャフと共通です。

品番 MT-NFG8

品番 MT-FH

品番 MT-FR

品番 MT-NFG8SET

スクウェアレギュラーギャフ

        品名 ( サイズ）         品番

4" フック 40cm ハンドル� MTG-RG4040

4" フック 60cm ハンドル� MTG-RG4040

4" フック 80cm ハンドル� MTG-RG4040

4" フック 100cm ハンドル� MTG-RG4040

4" フック 120cm ハンドル� MTG-RG4040

4" フック 140cm ハンドル� MTG-RG4040

4" フック 160cm ハンドル� MTG-RG4040

4" フック 180cm ハンドル� MTG-RG4040

材質：フック／ステンレス、ハンドル／アルミ合金

材質：フック／ステンレス、ハンドル／アルミ合金

ビリークラブ　

サイズ：全長／ 445mm、元径／ 26mm

品番 MT-BC

Marlin & Tuna Club

ランディングの際には大変危険を伴うので、このバットで

魚の急所をたたいて〆てからランディングしてください。

3B#0区  ¥65,300

3B#0区  ¥57,200

3B#0区  ¥36,200

3B#0区  ¥21,000

3B#0区  ¥8,100

¥14,300

¥14,800

¥15,300

¥15,800

¥16,700

¥17,200

¥17,620

¥18,100

3B#0区

3B#0区  ¥4,500



71仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

フライングギャフ　

材質：フック／ステンレス、ハンドル／アルミ合金

フライングギャフハンドル
8"、10" フック用�

フライングギャフフック
8" フック 

10" フック （レインホース） 

フライングギャフロープ
8"、10" フック用

フライングギャフセット

品番 MT-FH

Marlin & Tuna Club

オリジナルギャフ　

Salt Water House

サイズ� 長さ� 品番

3" フック� L60cm� SWG-3060

4" フック� L60cm� SWG-4060

3" フック� � SWG-03

4" フック� � SWG-04

レインホース （補強付）

品番 MT-FG8

品番 MT-FG10

品番 MT-FR
品番 MT-FG8STR

品番 MT-FG10STR

グリップ部分には EVA を使用しハンドルはアルマイト加工がしてあります。

（ロープ & ハンドル付き）

8" セット FG-8STR

10" セット FG-10STR

Sampo
ランディングネット
COST17 
サイズ：ハンドル／ 920mm� ネット／ 550mm×680mm

材質：ハンドル／アルミ合金� ネット／ビニロン

品番 SAM-COST17

COST21 
サイズ：ハンドル／ 12000mm� ネット／ 760mm×970mm

材質：ハンドル／アルミ合金� ネット／ビニロン

品番 SAM-COST21

3B#0区

 ¥21,000

3B#0区

 ¥29,000

 ¥36,200

3B#0区

 ¥8,100
3B#0区

 ¥58,100

 ¥65,300

¥5,700

¥6,700

¥2,800

¥3,800

3B#0区

3A#0区  ¥12,400

3A#0区  ¥14,000
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Salt Water House    Gray Taxidermy    Spi home

マーリン （壁掛けタイプ）
70"  （170cm） 

80"  （200cm） 

90"  （220cm） 

120" （300cm） 

ビル（裏）

剥製

Salt Water House

ビル （台座付き）

品番 SWT-B

※持ち込みによる作製になります。冷凍便にて発送し

ていただきますが、必ず発送前に御連絡をお願いしま

す。納期は約 4 ヶ月。

Gray Taxidermy

ブルーマーリン

セイルフィッシュ

�ストライプマーリン

●魚種

ビルフィッシュ （ブルーマーリン、 ブラックマーリン、 ストライプマーリン、 セイルフィッ

シュ、 スペアフィッシュ、 ソードフィッシュ、 ホワイトマーリン）

品番 GRY-M70

品番 GRY-M80

品番 GRY-M90

品番 GRY-M120

フィッシュマウント

※上記以外の魚種、またはサイズなどについてはご相談ください。

なお、特別注文の納期については、製作および米国フロリダ州からの輸送期間を含め

て 6 カ月以上かかる場合がありますのでご了承ください。

ビル（表）

2B#0区  ASK

 ASK
 ASK

 ASK
 ASK



73仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

熟練の職人達により、一つ一つ丁寧に手作業で作られる SPI-home のブ

ロンズ像は繊細な深みを持った美しい仕上げとなっています。

ファーストマーリンなどの記念として、またプレゼントやインテリアと

しておすすめの商品です。

この他にも様々なマーリン像を取り扱っております。

詳しくは、Web カタログをご覧ください。

Grand�Slam�Marlin�&�
Sailfish

Spi home

H：61.0cm　W:35.6cm�D:20.3cm

品番 SPI-30818

Hunting�Marlin

H：26.7cm　W:14.0cm�D:10.2cm

品番 SPI-30816

Two�Bills�Marlin�&�
Sailfish

H：38.1cm　W:30.5cm�D:15.2cm

品番 SPI-30815

Sweet�Success�Marlin

H：56cm　W:26.5cm�D:20.3cm

品番 SPI-30814

Excited�Blue

H：30.5cm　W:15,2cm�D:12.7cm

品番 SPI-80091

Chance�Encounter

H：65.0cm　W:36.8cm�D:27.9cm

品番 SPI-31995

2A#0区

 ¥65,000  ¥80,000  ¥150,000

 ¥40,000  ¥18,000  ¥15,000
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Steiner

Steiner
シュタイナーは、 1947 年にドイツで産声を上げました。 第二次世

界大戦でのドイツ敗戦後の混乱の中、 大手光学機器メーカーの技

術部門に勤務していたカール ・ シュタイナーは、 旧西ドイツ南部の

バイロイトで理想の双眼鏡の製造を始めました。 現在の経営は実の

息子である２代目カール ・ シュタイナーに引き継がれ、 双眼鏡専

門メーカーとして、 最高の製品を造りだす企業であるという伝統を

守っています。

常にマーケットリーダーとして新素材の採用や独自に開発した技術

を持ち込むことで、 シュタイナーの双眼鏡は進化し続けています。 シ

ュタイナーの目標は、 頑丈で防水性に優れた双眼鏡を生産し続け

るということです。

今日、 シュタイナーの双眼鏡は、 各国の軍関係での正式採用を始

め、 マリンマーケット、 ハンティングマーケット、 アウトドアマーケットな

ど耐久性を重要とするユーザーから圧倒的な支持を得ています。

コマンダー・シリーズは、双眼鏡とコンパスとを融合した世界初のマリン用双眼鏡として

世界を驚嘆させて以来、プロ・セーラーから高い支持を得続けているシュタイナー社の顔

とも言うべきモデルとなっています。今回の新製品「コマンダー xp7×50」は、基本性

能である安定性の高い大型コンパスやスポーツ・オートフォーカスなどの機能性と品質を

そのままに、耐水圧性を従来の水深５ｍから１０ｍにアップグレードしたほか、オイル、

酸や塩水などに強いＮＢＲ（合成ゴム）製の全面コーティングや、激しい風雨の中でもレ

ンズ表面を常にクリアにキープする Nano-Protection（ナノプロテクション）の採用な

ど最新のテクノロジーを駆使した、マリン用双眼鏡の最新モデルです。

1000m における視野：130m　●薄暮係数：18.7　●明るさ：51 ●重量：1145g　

●高さ：157mm　

●倍率 7 倍　●対物レンズ有効径 50mm　●耐水圧力 10m　● 30 年保証

品番 STE-7550

コマンダー XP　7 × 50 コンパス付

ハードな環境下で手や肩に掛かる負担を軽減し、携行性を高めたライトウエイ

トモデル。　最上位モデルの DNA を継ぐ、コンパス付き小型マリン用双眼鏡。

● 1000m における視野：130m　●薄暮係数：18　●明るさ：14.5

●重量：558g　●高さ：106mm　●倍率 7 倍　

●耐水圧力 10m　● 30 年保証

品番 STE-75550920

コマンダー XP　7 × 30　コンパス付

コマンダー XP のコンパス無しモデル、 仕様はコンパスが無い以外コンパス付きモデルと同

じとなります。

1000m における視野：130m　●薄暮係数：18.7　●明るさ：51

●重量：1075g　●高さ：157mm　●倍率 7 倍　

●対物レンズ有効径 50mm　●耐水圧力 10m　● 30 年保証

品番 STE-7450

コマンダー XP　7 × 50

XP シリーズはマホガニー材のスペシャル

BOX 付属。

ソフトタイプ：シュタイナーだけ、ウエットスーツのラバーと同素材。

表面防水コットン仕様。

2000 ｇまでのピノキュラーの水没を防ぎます。

50 × 570mm

品番 STE-FC

フローテーションストラップ

クリックロック有り

品番 STE-Fクリックロック無し

（XP 用）

（ナビゲーター用）

3A#0区  ¥340,000

3A#0区  ¥300,000 3A#0区  ¥160,000

3A#0区  ¥8,000

3A#0区  ¥7,500



75仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

サファリ
ウルトラシャープ
8 × 22

サファリ
ウルトラシャープ
8 × 30

ナビゲーターはリーズナブルな価格でマリン用プロフェッショナル双眼鏡を望む

多くの声に応えたモデル。

● 1000m における視野：118m　●薄暮係数：18.7　明るさ：51

●重量：1055g　●高さ：140mm　●倍率 7 倍　

●対物レンズ有効径 50mm　●耐水圧性能：2m　● 10 年保証

品番 STE-7135

ナビゲーター　7 × 50 コンパス付

ナビゲーターーのコンパス無しモデル、仕様はコンパスが無い以外コンパス付

きモデルと同じとなります。

● 1000m における視野：118m　●薄暮係数：18.7　明るさ：51

●重量：1125g　●高さ：140mm　●倍率 7 倍　

●対物レンズ有効径 50mm　●耐水圧性能：2m　● 10 年保証

品番 STE-7635

ナビゲーター　7 × 50

水深 2m までの耐水圧性能を備え、さらにナビゲーションに便利な内部照明付きコ

ンパスを搭載しました。

● 1000m における視野：120m　●薄暮係数：14.5　明るさ：18.4

●重量：570g　●高さ：106mm　●倍率 7 倍　●対物レンズ有効径 30mm

●耐水圧性能：2m　● 10 年保証

品番 STE-7125

ナビゲーター　7 × 30 コンパス付

ハードな環境下で手や肩に掛かる負担を軽減し、 携行性を高めたライトウエイトモデル。 　

最上位モデルの DNA を継ぐ、 小型マリン用双眼鏡。

● 1000m における視野：130m　●薄暮係数：18　●明るさ：14.5

●重量：518g　●高さ：106mm　●倍率 7 倍　

●耐水圧力 10m　● 30 年保証

品番 STE-74550900

コマンダー XP　7 × 30

ナビゲーターのコンパス無しモデル、仕様はコンパスが無

い以外コンパス付きモデルと同じとなります。

●薄暮係数：14.5　明るさ：18.4
● 1000m における視野：120m
●重量：520g　●高さ：106mm　
●倍率 7 倍　
●対物レンズ有効径 30mm
●耐水圧性能：2m　● 10 年保証

品番 STE-7625

ナビゲーター　7 × 30

品番 STE-4405 品番 STE-4457

●対物レンズ有効径 30mm��●倍率 8 倍　
●高さ：120mm��●重量：611g��
●射出ひとみ径 3.75
●明るさ 14.06 ●薄暮係数：15.4
● 1000m における視野：120m ●生活防水
●最短焦点距離：2m ●クリックロックシステム

●対物レンズ有効径 22mm��●倍率 8 倍　
●高さ：103mm��●重量：228g��
●射出ひとみ径 2.75
●明るさ 7.56 ●薄暮係数：13.2
● 1000m における視野：103m ●生活防水
●最短焦点距離：2m

3A#0区  ¥130,000 3A#0区  ¥100,000

3A#0区  ¥80,0003A#0区 ¥80,000

3A#0区 ¥60,000

3A#0区 ¥45,000 3A#0区 ¥25,000

NEW モデルへチェンジNEW モデルへチェンジ

NEW モデルへチェンジ

NEW モデルへチェンジ



76

スパルタンライト

ハンドル長さ　91mm

高輝度白色 LED（発光ダイオード）を装備

Victorinox    Plastimo

スイスアーミーナイフ　
  VICTORINOX は 1884 年、 スイスのイバッハで創業され、その名は、 創業者のカール ・ エルズナーの母 「ビクトリア」 とステンレスの国際

名称 「イノックス」 にちなんで付けられた。 7 年後 にはスイス軍から正式採用。 つづいて、 現在の基礎となった技術が登録され、 徹底

した職人芸による品質と機能性にあらゆる方面から称賛を浴びた。 現在ではスペースシャトル乗組員の携帯品として NASA にも正式採用

されている。

Victorinox

長寿命＆タフな LED 採用

通常の電球の 1/8、 蛍光灯の半分の電力で同等の明るさを供給する省エネルギー光源のため電池寿命が長く、 Victorinox での製品試

験では約 24 時間以上の連続使用が可能。

アウトドアでのハードな環境 ・ 使用下でも、 衝撃などによる電球切れがほとんどなく半永久的にご使用が可能。

このライト機能は、 夜釣りで胸ポケットに入れて手元を照らし仕掛けを準備するときなど、「今ちょっと明かりがあれば…」 というシーンで活

躍します。

品番 VIC-17804T

アングラー

ハンドル長さ：91mm　

品番 VIC-1365372GB

フィッシャーマン

ハンドル長さ：91mm　

うろこ落としやはり外し、スケールなどがつ

いたタイプです。海や川の釣りには必ず 1 本

お忘れなく。ハンドル部分の魚のマークが目

印です。

ワークチャンプⅡ

ハンドル長さ：111mm　

メインブレードのロックはハンドルの部分に

ついているボタンで解除ができます。

品番 VIC-09064

スキッパー

ハンドル長さ：111mm　

シャックルキーがちょうネジを開け閉めし、

マーリンスパイクが固い結び目をほどきやす

くします。また、ブレードはぬれたロープも

切りやすい波刃になっています。

品番 VIC-090932W

品番 VIC-1473372GB

ハントマン ・ シルバーテック

16 機能

ハンドル長さ：91mm

品番 VIC-13713T7

ソルジャーナイフ

ハンドル長さ：111mm　

ボートや登山など本格的なアウトドアスポー

ツアスリート向けのプロフェッショナルツー

ルです。

品番 VIC-08461MWCH

スパルタン ・ シルバーテック

10 機能

ハンドル長さ：91mm

品番 VIC-13603T7

シグネーチャーライト

ハンドル長さ：58mm　

LED ライト搭載

品番 VIC-06226T7

クラシック AL

ハンドル長さ：58mm　

品番 VIC-0622126

スイスツール　スピリット 
 
ハンドル長さ：105mm

プライヤー型マルチツールとしてはコンパクトな 105mm。

握りやすく長時間の使用でも疲れにくいデザイン、各国の軍や消

防への納入実績も多いプロ仕様の高精度なツールです。

品番 VIC-30227N

3A#0区

¥8,000
3A#0区 3A#0区 3A#0区

3A#0区 3A#0区 3A#0区 3A#0区

¥5,700

¥3,700 ¥6,000

¥5,300 ¥5,700 ¥4,000 ¥2,800

3A#0区

¥11,000
3A#0区

¥5,500

3A#0区

¥12,000



77仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

ロープカットに最適。日本製。ブレード付き。 ステンレス製。

ロープカッティングガン
品番 KOJ-325407

スペアーブレード

品番 KOJ-325408

ロープカットナイフ
品番 KOJ-325424

ブラックラインロープは大変柔らかく強度もあり係船ロープなどに最適です。材質

はテトロンタスラン /66 ナイロンで表面は多少毛羽だっており、手触りも最高で滑

りにくく係留用として最適です。色あせもなく、汚れも目立ちませんので非常にお

洒落なロープでもあります。

ブラックラインロープ

Plastimo

直径 14mm　　　　　　　　　　　　破断強度��5,000kg

直径 16mm　　　　　　　　　　　　破断強度��6,000kg�

品番 PLA-160514C

品番 PLA-160516C

直径 18mm　　　　　　　　　　　　破断強度��7,000kg�

直径 20mm　　　　　　　　　　　　破断強度��8,000kg

品番 PLA-160518C

品番 PLA-160520C

直径 22mm　　　　　　　　　　　　破断強度��9,000kg�

直径 24mm　　　　　　　　　　　　破断強度 10,000kg�

品番 PLA-160522C

品番 PLA-160524C

200m 巻　切り売り可　1m 単位　材質：ポリエステル

グレーラインロープ
直径 14mm　　　　　　　　　　　　破断強度��5,000kg�

直径 16mm　　　　　　　　　　　　破断強度��6,000kg�

品番 PLA-160714A

品番 PLA-160716A

直径 18mm　　　　　　　　　　　　破断強度��7,000kg�

直径 20mm　　　　　　　　　　　　破断強度��8,000kg�

品番 PLA-160718A

品番 PLA-160720A

直径 22mm　　　　　　　　　　　　破断強度��9,000kg�

直径 24mm　　　　　　　　　　　　破断強度 10,000kg�

品番 PLA-160722A

品番 PLA-160724A

※１m 単位で切売り可　直径 8mm　破断強度 1300kg　材質：ポリエステル

W ブレードロープ（24 打ち）

黄 / 黒� 品番 PLA-161008C

青 / 黒� 品番 PLA-161108C

赤 / 黒� 品番 PLA-161208C

※１m 単位で切売り可　直径 10mm　破断強度 2500kg　材質：ポリエステル

黄 / 黒� 品番 PLA-161010C

青 / 黒� 品番

赤 / 黒� 品番 PLA-161210C

※１m 単位で切売り可　直径 12mm　破断強度 3200kg　材質：ポリエステル

黄 / 黒� 品番 PLA-161012C

青 / 黒� 品番 PLA-161112C

赤 / 黒� 品番 PLA-161212C

PLA-161110C

200m 巻　切り売り可　1m 単位　材質：ポリエステルタスラン

� ¥690

� ¥820

� ¥1,050

� ¥1,210

� ¥1,400

� ¥1,680

2A00区

� ¥800

� ¥930

� ¥1,150

� ¥1,350

� ¥1,650

� ¥1,950

2A00区

¥210

¥210

¥210

2A00区

¥310

¥310

¥310

¥380

¥380

¥380

2A00区  ¥14,000

2A00区  ¥4,800

2A00区  ¥1,500
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Plastimo

愛艇に傷をつけない !!

共通事項

35ft 以上の大型のボート、ヨットに最適です。耐紫外線 PVC 製。

ビッグフェンダー

Plastimo

� 350mm 直径× 1100mm�品番 PLA-39622C

� 450mm 直径× 1400mm�品番 PLA-39623C

� 270mm 直径× 810mm�品番 PLA-39621C

共通事項

素材には耐紫外線 PVC を使用し、強い太陽光線下でも劣化しにくく、レガッタブ

イとしても使えます。ロープ付き。

コニカルフェンダー

Plastimo

� 直径 350mm ×全長 480mm（ホワイト）�品番 PLA-39601C

� 直径 350mm ×全長 480mm（オレンジ）�品番 PLA-39602C

� 直径 450mm ×全長 620mm（ホワイト）�品番 PLA-39604C

� 直径 450mm ×全長 620mm（オレンジ）�品番 PLA-39605C

� 直径 550mm ×全長 730mm（ホワイト）�品番 PLA-39607C

� 直径 550mm ×全長 730mm（オレンジ）�品番 PLA-39608C

� 直径 650mm ×全長 880mm（ホワイト）�品番 PLA-39610C

� 直径 650mm ×全長 880mm（オレンジ）�品番 PLA-39611C

� 直径 850mm ×全長 1050mm（ホワイト）品番 PLA-39613C

� 直径 850mm ×全長 1050mm（オレンジ）�品番 PLA-39614C

共通事項

ロープ付き。

愛艇を本当に気遣うオーナーなら、フェンダーにも一流品を選ぶのが当然です。

係留中の安心感が違います。大切な愛艇だからこそ、プラスチモの厳選されたフ

ェンダーをお使いください。

パフォーマンス 2 アイフェンダー

Plastimo

� 直径 100mm ×全長 400mm（ホワイト）�品番 PLA-57216A

� 直径 130mm ×全長 500mm（ホワイト）�品番 PLA-57217A

� 直径 150mm ×全長 600mm（ホワイト）�品番 PLA-57218A

� 直径 210mm ×全長 620mm（ホワイト）�品番 PLA-57219A

� 直径 200mm ×全長 800mm（ホワイト）�品番 PLA-57220A

� 直径 230mm ×全長 850mm（ホワイト）�品番 PLA-57221A

� 直径 100mm ×全長 400mm（ブルー）�品番 PLA-57222A

� 直径 130mm ×全長 500mm（ブルー）�品番 PLA-57223A

� 直径 150mm ×全長 600mm（ブルー）�品番 PLA-57224A

� 直径 210mm ×全長 620mm（ブルー）�品番 PLA-57225A

� 直径 200mm ×全長 800mm（ブルー）�品番 PLA-57226A

� 直径 230mm ×全長 850mm（ブルー）�品番 PLA-57227A

� 直径 150mm ×全長 600mm（ブラック）�品番 PLA-57230A

� 直径 210mm ×全長 620mm（ブラック）�品番 PLA-57231A

� 直径 200mm ×全長 800mm（ブラック）�品番 PLA-57232A

� 直径 230mm ×全長 850mm（ブラック）�品番 PLA-57233A

共通事項

ボートのトランサムステップを保護するためのフェンダーです。

ポリウレタンフォーム製なので柔らかく、パンクの心配がない。

取り付けは、フェンダーのロープホールにロープを通してスターンのパルピットや

クリートなどを利用して簡単に一人で取り付け取り外しができます。

材質：ポリウレタン。ロープホール径：14mm 直径。

サイズ：60 × 25 × 17cm。重量：3.2kg。

トランサムステップフェンダー

Plastimo

� PVM １　ストレート�品番 PLA-OC0107D

材質：ポリウレタン。ロープホール径：14mm 直径。

サイズ：43 × 24 × 25cm。重量：2.5kg。

� PVM2　コーナー�品番 PLA-OC0109D

� 適応ボート長さ� 直径 cm� 全長 cm� アイの径 cm
� 8 ～ 12ft� 10� 40� 1.3
� 15 ～ 20ft� 13� 50� 1.6
� 20 ～ 25ft� 15� 60� 2.0
� 22 ～ 28ft� 21� 62� 2.7
� 24 ～ 30ft� 20� 80� 2.7
� 28 ～ 35ft� 23� 85� 2.8

フェンダーのバルブは、コインな

どで簡単に、開け閉めできます。

エアーはバルブについている 0 リ

ングで漏れる事はありません。

¥18,500

¥30,000

¥12,500

2A00区

¥2,200

¥2,900

¥3,800

¥4,900

¥6,900

¥9,800

¥2,200

¥2,900

¥3,800

¥4,900

¥6,900

¥9,800

¥3,800

¥4,900

¥6,900

¥9,800

2A00区

¥4,900

¥4,900

¥7,500

¥7,500

¥10,000

¥10,000

¥22,000

¥22,000

¥30,000

¥30,000

2A00区

2A00区  ¥17,800

2A00区  ¥15,800



79仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

2 アイフェンダーソックス
　　　（ネイビーブルー）

� 直径 15cm ×長さ 56cm　��生地：1 重�品番 PLA-57247C

� 直径 23cm ×長さ 56cm　��生地：1 重�品番 PLA-57248C

� 直径 23cm ×長さ 76cm　��生地：1 重�品番 PLA-57249C

� 直径 23cm ×長さ 102cm　生地：2 重�品番 PLA-35681C

� 直径 30cm ×長さ 76cm　��生地：1 重�品番 PLA-57250C

� 直径 30cm ×長さ 107cm　生地：2 重�品番 PLA-35683C

� 直径 38cm ×長さ 102cm　生地：2 重�品番 PLA-54725C

2 アイフェンダーソックス
　　　　　　　（レッド）

� 直径 15cm ×長さ 56cm　��生地：1 重�品番 PLA-57237C

� 直径 23cm ×長さ 56cm　��生地：1 重�品番 PLA-57238C

� 直径 23cm ×長さ 76cm　��生地：1 重�品番 PLA-57239C

� 直径 23cm ×長さ 102cm　生地：2 重�品番 PLA-27113C

� 直径 30cm ×長さ 76cm　��生地：1 重�品番 PLA-57240C

� 直径 30cm ×長さ 107cm　生地：2 重�品番 PLA-57115C

2 アイフェンダーソックス
　　　　　　（ブラック）

� 直径 15cm ×長さ 56cm　��生地：1 重�品番 PLA-57242C

� 直径 23cm ×長さ 56cm　��生地：1 重�品番 PLA-57243C

� 直径 23cm ×長さ 76cm　��生地：1 重�品番 PLA-57244C

� 直径 23cm ×長さ 102cm　生地：2 重�品番 PLA-35662C

� 直径 30cm ×長さ 76cm　��生地：1 重�品番 PLA-57245C

� 直径 30cm ×長さ 107cm　生地：2 重�品番 PLA-35664C

� 直径 38cm ×長さ 102cm　生地：2 重�品番 PLA-54726C

コニカルフェンダーソックス
　　　　�（ネイビーブルー）

Plastimo

� 直径 29cm ×長さ 37cm　��生地：1 重�品番 PLA-57702D

� 直径 39cm ×長さ 49cm　��生地：1 重�品番 PLA-57703D

� 直径 47cm ×長さ 59cm　��生地：2 重�品番 PLA-42569D

� 直径 55cm ×長さ 71cm　��生地：2 重�品番 PLA-42570D

� 直径 70cm ×長さ 90cm　��生地：2 重�品番 PLA-42571D

� 直径 86cm ×長さ 118cm　生地：2 重�品番 PLA-42607D

コニカルフェンダーソックス
　　　　�　　　　（レッド）

� 直径 29cm ×長さ 37cm　��生地：1 重�品番 PLA-57700D

� 直径 39cm ×長さ 49cm　��生地：1 重�品番 PLA-57701D

� 直径 47cm ×長さ 59cm　��生地：2 重�品番 PLA-42564D

� 直径 55cm ×長さ 71cm　��生地：2 重�品番 PLA-42565D

� 直径 70cm ×長さ 90cm　��生地：2 重�品番 PLA-42566D

� 直径 86cm ×長さ 118cm　生地：2 重�品番 PLA-42606D

¥2,400

¥3,150

¥9,800

¥13,000

¥18,000

¥22,000

2A00区

¥2,400

¥3,150

¥9,800

¥13,000

¥18,000

¥22,000

2A00区

¥2,300

¥2,600

¥2,900

¥7,500

¥3,400

¥7,800

¥9,000

2A00区

2A00区

2A00区

¥2,300

¥2,600

¥2,900

¥7,500

¥3,400

¥7,800

¥2,300

¥2,600

¥2,900

¥7,500

¥3,400

¥7,800

¥9,000
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SSi    Iglo    Plastimo

ク
ー
ラ
ー
ボ
ッ
ク
ス

本体外部は耐久性に富むホワイト色の ABS 樹脂で製作され、38mm のポリウレタ

ン断熱材によって抜群な断熱効果と強度を持った本格派。内容量 193 リットルと

311 リットル、イグロー・クーラーボックスにも無い超大型サイズです。

オプションパーツ リペアーパーツ

仕切り板を入れるこ

とができるよう内部

にモールドが二箇所

入っています。

38mm のポリウ

レタン断熱材。

予備として中央部にラッチが追加で

きるように作られています。

風雨にさらすこ

とができ耐久性

抜群な ABS 樹

脂製です。

ABS 樹脂製で滑らかな継ぎ目のない内面で仕上げ

られているため、汚れが付き難い内部です。

フタの上部は断熱材が圧入され強固に作ら

れているため、ベンチシートとして利用す

ることが可能です。

超大型で抜群な耐久性と保冷力。ポータブルクーラーボックスとして利用すること

はもちろんですが、水密性のある収納庫やベンチシートとしてもおおいに利用でき

るアイテムです。

SSi�クーラーボックス

実行内容量
（リットル）

193

311

重　量
（キログラム）

25

32

外　寸　法
縦×横×高 （mm）

1219 × 578 × 495

1588 × 635 × 534

10200 用� 品番

クッション� SSI-10200K

内部トレー� SSI-10200T

仕切り板� SSI-10200B

クラーストッパー� SSI-10200S

10320 用� 品番

クッション� SSI-10320K

内部トレー� SSI-10320T

仕切り板� SSI-10320B

クラーストッパー� SSI-10320S

クッション 内部トレー クラーストッパー仕切り板

①

②

③

� 品番

ラッチ� SSI-R

ヒンジー� SSI-H

ドレンプラグ� SSI-D

品番

SSI-10200

SSI-10320

①

②

③

2A00区

 ¥150,000
¥178,000

� ¥48,000

�¥10,000

�� �¥2,400

��� ¥8,000

1A00区

� ¥50,000

�¥12,000

�� �¥2,400

��� ¥8,800

1A00区

� ¥2,800

� ¥1,200

� ¥3,200

1A00区



81仕様および価格は予告なく変更することがあります。 　価格表示は本体価格表示となります。

マリン用品はメンテナンスフリーではありません。 海水に濡れたところは真水で洗い乾かし、可動部は定期的に給油等のメンテナンスを行って下さい。

完全に閉じている状態

シーアンカーの入り口のフチに縫い込ま

れたステンレスワイヤーが重りの役目を

し、またワイヤーで傘は海中に投入しな

くても左の写真の様に開きます。

ロープの長さは艇長の 1.5 倍程度

にしてください。波が荒い時は多

少長めに、海が穏やかな場合は多

少短めでもかまいません。

半開の状態 全開の状態

サイズ：60cm 直径× 120cm

適応ボート：最大 24ft までの和船。センターコンソール艇。

シーアンカーⅡ

PLASTIMO

M� 品番 PLA-18668C

サイズ：90cm 直径× 140cm

適応ボート：最大 28ft までのフィッシング艇。（FB 艇は不可）

共通事項

従来の日本の漁業用のものと比べ、投入、回収、収納が簡単です。従来のものでは、

慣れない投入に手間取り、船が風に流されてすぐにポイントを外れてしまったり、

パラシュートの張索が絡んで海中でパラシュートが開かないケースが多々ありまし

たが、このシーアンカーは張索もベルトが4本しかないため、絡むこともありません。

荒天用には設計されていません。

L� 品番 PLA-18669C

イグロークーラーボックス
� 72 クオート� IGL-72E� 68.4� 7.2� 416x748x410

� 94 クオート� IGL-94E� 89.1� 11.3�� 425x866x445

�128E クオート� IGL-128E� 121.3� 14.0�� 467x1067x446

�162E クオート� IGL-162E� 153.6� 17.6�� 477x1118x531

�品名� ��������品番������実行内容量������重量�����������外寸法��������������������
����������������������������������������（リットル）��キログラム������縦 X 横 X 高（mm)

¥19,400

¥31,400

¥61,200

¥77,000

1B00区

2A00区  ¥8,900

2A00区  ¥11,500
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Fns

ファイバーグラス製ドラムスプール

ドラムスプール径 180mm

ステンレス製バックプレート

ステンレス製ロッドバット全長 750mm

ジンバル付、ナイロンバットスリーブ

重量約 1.3kg

船に備え付けのロッドホルダーに差し込んで使用できます。
組縄やビシヤマテグス等の曳釣り用ラインを巻くことができるので、従
来のように素手で仕掛けを操作することなく、曳釣の醍醐味を味わうこ
とができます。

品番 FMS-925C

品番 FMS-725C

トロールドラムウインチ

Alvey

FMS-925C

FMS-725C

糸の種類別による糸巻量

・カツオコード：富士組縄 60 号：100m

・ビシヤマテグス 40 号 1.5 匁（20cm 間隔）：50m

・ビシヤマテグス 50 号 2.0 匁（20cm 間隔）：40m

ファイバーグラス製ドラムスプール

ドラムスプール径 220mm

ステンレス製バックプレート

ステンレス製ロッドバット全長 750mm

ジンバル付、ナイロンバットスリーブ

重量約 1.7kg

糸の種類別による糸巻量

・カツオコード：富士組縄 60 号：120m

・ビシヤマテグス 40 号 1.5 匁（20cm 間隔）：60m

・ビシヤマテグス 50 号 2.0 匁（20cm 間隔）：50m

品番 FMS-925CMW

品番 FMS-1225RM

品番 FMS-1225C5

品番 FMS-BR

925C 同仕様のマウントタイプです。

ON-OFF 機能付レバードラグ

ラチェット音機能

重量約 2.5kg

糸の種類別による糸巻量

・カツオコード：

� 富士組縄 60 号：120m

・ビシヤマテグス

� 40 号 1.5 匁（20cm 間隔）；60m

・ビシヤマテグス

� 50 号 2.0 匁（20cm 間隔）：50m

ファイバーグラス製ドラムスプール。

ドラムスプール径 300mm

ON-OFF 機能付スタードラグ

ラチェット音機能

重量約 4.1kg

糸の種類別による糸巻量

・カツオコード：

� 富士組縄 80 号：200m

・ビシヤマテグス

� 50 号 2.0 匁（20cm 間隔）：100m

ファイバーグラス製ドラムスプール。

ドラムスプール径 285mm

ダイヤルドラグ方式

ラチェット音機能

重量約 6.0kg

糸の種類別による糸巻量

・カツオコード：

� 富士組縄 80 号：300m

・ビシヤマテグス

� 50 号 2.0 匁（20cm 間隔）：150m

マウンティングブラケット

①トップマウント

　デッキマウント

②サイドマウント

① ②

ウインチに利用できるライン

ウインチ用ビシヤマセット（釣元を除く）

① ② ③

⑤ 7251 用ビシヤマセット

●カツオコード 40 号 15 ｍ　●ナイロン 40 号 5 ｍ　●ビシヤマテグス 40

号 1.5 匁 20 ｍ　●ナイロン 40 号 5 ｍ

⑥ 925C　925CMV 用ビシヤマセット

●カツオコード 60 号 15 ｍ　●ナイロン 50 号 5 ｍ　●ビシヤマテグス 50

号 1.5 匁 40 ｍ　●ナイロン 50 号 5 ｍ

トロールドラムウインチ　デッキマウント / サイドマウント
注）別売りのマウンティングブラケットが必要です。

④ ⑤

� ①カツオコード� ②富士組縄

� 40 号� 60 号

� 60 号� 80 号

� 80 号� 100 号

� ③ビシヤマテグス

� 40 号 1.5 匁�

� 40 号 2.0 匁�

� 50 号 1.5 匁�

� 50 号 20 匁

1B00区  ¥50,000

1B00区  ¥52,000

1B00区  ¥42,000

1B00区  ¥93,000

1B00区  ¥59,000

1B00区  ¥12,000

品番 FMS-YS725

品番 FMS-YS925

� ¥1,800

� ¥2,200

� ¥2,800

1B00区

� ¥15,500

�¥18,500

�¥15,700

�¥18,700

� ¥4,100

� ¥5,000

� ¥5,700

区  ¥3,900

区  ¥7,400



消費税の変更時には掲載価格に関係なく自動的に変更になります。

価格は予告なく変更する場合があります。 　価格表に掲載の金額は本体価格 （税抜） となります、
消費税は別途申し受けます。

通信販売のご案内

ソルトウォーターハウス

〒 251-0031　神奈川県藤沢市鵠沼藤ヶ谷２−２−９

TEL 0466-27-8119  FAX 0466-23-7326
ホームページ　http://www.salt-w-h.co.jp/

お支払方法
①振込先

�(1) みずほ銀行　大船支店　普通 1970881

　��口座名義　ユニコンエンジニアリング株式会社

�(2) 郵便局　記号 :10290��番号：89477101

　��名義　ユニコンエンジニアリング株式会社

②代金引換便（佐川急便扱い）

　�商品が配達された時、代金（商品代金＋代引手数

　料＋送料）を運送会社に現金でお支払い下さい。　

　�一部地域は、代引き出来ないところもありますの

で、

　お問い合わせください。代引き手数料は、右記の

　金額となっております。

送料について
ご注文本体の金額合計が 50,000 円以上の場合、当

社にて負担いたします。但し、ご注文金額が 50,000

円以上であっても、アウトリガー、ファイティングチ

ェアー等の長尺物、大型商品、及び離島につきまして

は別途送料を申し受けます。お電話叉は、FAX にて

お問い合わせ下さい。

発送について
在庫商品はご注文から１週間以内にお届けいたしま

す。尚、一部地域につきましては、１週間以上かか

る場合がございますので予めご了承下さい。

返品・お取り換えについて
商品がお手元に届き次第、商品の内容をご確認下さい。

お届けした商品に、破損や汚れなどがあった場合、

又ご注文いただいた商品と異なっていた場合には、

必ず商品到着後３日以内にご連絡下さい。

お客様のご都合による返品・交換に要する送料及び

返金の際の手数料はお客様のご負担となります。

商品の仕様、価格は予告なく変更することがありま

すので、予めご了承下さい。

返品・交換の出来ない商品
一度お使いになられた商品、お客様の責任により傷、汚れが生

じた商品、又到着後８日以上経過した商品、注文生産品、取り

寄せ商品、事前にご連絡無しに返送された商品につきましては、

一切返品を受付かねますので予めご了承ください。

お申し込み方法
●お電話でのご注文� …………… �0 4 6 6 - 2 7 - 8 1 1 9
●ファックスでのご注文� ………… �0 4 6 6 - 2 3 - 7 3 2 6
電話でのご注文もお受けいたしますが、聞き違い等がございますので、なるべく FAX 叉は、メールにてお願いいたします。

●メールでのご注文� ……………… �main@salt-w-h.co.jp

代引き金額範囲 手数料

1 円 ～ 10,000 円まで 630 円

10,001 円 ～ 30,000 円まで 840 円

30,001 円 ～ 100,000 円まで 1,260 円

100,001 円 ～ 300,000 円まで 1,680 円

300,001 円 ～ 500,000 円まで 2,730 円

500,001 円 ～ 1,000,000 円まで 3,780 円

1,000,001 円以上 4,830 円

代引手数料 ( 税抜き )




