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１９３０年代オルコック・ガンナー ･９‘６“＃４～５

税込￥３３，６００（税別￥３２，０００）ハーデイのスパイク
付きロック・ファースト・フェルールやブリッジ・リング・ガイ
ドなどからハーデイのＯＥＭと推察される大変デリケートなアク
ションのロッド。状態はかなり綺麗です。瑕疵はテイップが約５
インチ程ショートしていると思われます。ロング・ロッドですの
でショートしても、デリケートなアクションは大きな影響を受け
ておりません。オリジナル布ケース付。テイップとストリッピン
グはメノウ・ガイド、他はハーデイのブリッジ ･ リング ･ ガイド。
ロッド重量約２５０グラム。問い合わせ番号ＳＡ３４９。

アンテイーク・タックル　掲載のアンテイークは検品の上、必要な場合は修理・調整等を行なっておりこ
のままで使用できる状態になっています。ただし、使用に支障がない程度の何らかの瑕疵がある場合が殆
どです。アンテイークにはご購入条件等が一般の用品と異なりますので、瑕疵の状況を含めてご心配の場
合はお手数ながらご購入前にお問い合わせ下さい。

１９６０～７０年代マイター ･ハーデイ ･ザ・アルダー
９‘＃（４）～５税込￥３８，８５０（税別￥３７，０００）

マイター・シリーズはハーデイの入門用モデル、バンブー素
材等は他のハーデイと同じものが使われており、パーツ等の

仕様が簡略化されていますがやはり雰囲気はハーデイです。この
ロッドの状態はかなり良好、ロッドに大きな傷や曲がり・フェルー
ルのがたつき等は見られません。日本のフライ ･フィッシャマン
に人気の高い３ピース、アクションは現代風のデリケートなもの
です。ロッド重量約１９０グラム、オリジナル布ケース付。３ピー
ス、１テイップ。問い合せ番号ＳＡ３５４。

１９８０年代ハーデイ・グラファイト・ドルックス
１０‘６“＃７～８税込￥５６，７００（税別￥５４，０００）

ハーデイのグラファイト・ロッド中、ドルックスは傑作と
言われ大変人気の高いモデルです。高級感のある仕上げは
勿論ですがアクションの素晴らしさが高く評価されています。ロッ
ドに求められる軽さ・遠投力と言う機能性と、デリケートな味わ
いを高い次元で堪能する事が出来ます。ロッド重量約１４０グラ
ム、２ピース。フェルール・キャップ付き。下端部のラバー・エ
ンドをとって当店オリジナルのエクステンションを取付けるとラ
イト・スペイやスイッチ・ロッドとして使用できます。２ピース、
オリジナル布ケース付き。使用はほんの数回だったようで大変綺
麗な状態のロッドです。当店お問い合わせ番号ＳＡ３６４。

１９３０年代・Ｃ＆Ｗ　Ｂｉｒｄ９‘＃５～６
税込￥３３，６００（税別￥３２，０００）凝った作りのフェルー

ルの仕様・独特のグリップなどからフォスターのＯＥＭではない
かと推測しています。ロッド重量２２０グラム、２ピース・１テ
イップ。アクションはイギリスのロッドとしてはかなりデリケー
トで日本のフライ ･フィッシャマンの好みにあうものです。スト
リッピングとトップはメノウ ･ガイド、他はオープン ･ブリッジ
･タイプ。オリジナル布ケース付。問い合わせ番号ＳＡ３４６。

１９６０～７０年代ＤＡＭ・９‘＃（４）～５
税込￥３３，６００（税別￥３２，０００）

大変状態の良いライト ･ ロッドです。ロッドに大きな傷や曲
がり、フェルールのガタツキ等は見当たりませんのでこれか
らも長くご使用になれます。ロッド重量約1８０グラム、２ピー
ス、１テイップ。オリジナル布ケース付。ギルフィンで製造
されたＯＥＭモデルと推測しています。ストリッピングとトッ
プ・ガイドは人気の高いオレンジのメノウ・ガイド、大変綺
麗な状態のロッドです。お問い合わせ番号ＳＡ３５５。

１９３０年代・エドガー ･シーリー９‘６“＃５～６・３ピー
ス ･２テイップ税込￥３２，５５０（税別￥３１，０００）

現代のロッドにも通じるデリケートなアクションです。かなり丁
寧に手入れをしながら使用していたようで状態はかなり良好です。
ただエクストラ・テイップは新規に製造されたか、又は巻直しが
行われているようでスレッドのカラーが若干異なります。オリジ
ナル布ケース付、フェルール ･キャップ付。ロッド重量約２００
グラム、３ピース、２テイップ。問い合わせ番号ＳＡ３３３。

１９７０年代ブルース＆ウオーカー・グラファイト・リ
ザーバー・ロッド１０’＃８～９税込￥１９，９５０（税別

￥１９，０００）ハーデイのグラス ･ロッド ･シリーズの中でも
止水域でのヘビー ･グラス ･ロッドのデザイナーとしてしられて
いるブルース・ウオーカー。このロッドもその特徴である軽さと
高いキャステイング能力を併せ持った機能的なロング ･ロッドで
す。本流や湖での釣りに適したグラファイト ･フライ ･ロッド。
ロッド重量は約１００グラム、ロッドには大きな傷などが見られ
ないのでこれからも長くご使用になれます。２ピース、１テイッ
プ。オリジナル布ケース付。当店お問い合わせ番号 SA ３２７。

１９６０年ハーデイ・ハルフォード・ノックアバウト９’６”
＃５～７税込￥４８，３００（税別￥４６，０００）

１９６０年代はバンブー ･ロッドが最も多量に製造された時
代、ハーデイには良質な素材と腕の良い職人が共に揃ってい

ました。作られたロッドには良質なものが多く、最後の黄金時代
と言っても良いでしょう。ドライ・フライ・フィッシィングの起
源とされる、Ｆ．Ｍ．ハルフォードの名が付いたドライ・フライ・
ロッドの逸品と言われるハーデイの代表的モデルの一つ。このロッ
ドはガイドを取り外してブランク塗装まで行なったフル ･レスト
アーが施されています。重量約２００グラム。パーツ類がオリジ
ナルのモデルと一部異なっていますので、状態が大変良好にも係
らずお買い求めやすい価格になっています。ハーデイのオリジナ
ル ･ケースとスピアー付き。当店お問い合わせ番号 SA ２７６。
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ホワイテイング・ヒーバート・プロ・グレード・
ドライ・フライ・ネック入荷しました

税込￥４，９３５（税別￥４，７００）

このドライ用クック ･ネックはあのホワイテイング農場がプ
ロ ･タイヤー用に出荷する特別モデルです。ホワイテイング
農場の一部のヒーバート部門が飼育したものですので、グレー
ドは他のハックルと同じです。スキンの形が変形していたり
少し汚れていたりすることが主な原因で市販品からタイング ･
メーカー用に分別された徳用グレードです。当店で品質は間
違いないと自信を持ってお奨めする大変お得なクック ･ドラ
イ ･ネックです。実物をご覧になればその品質の良さにきっ
と驚く事と思います。アメリカでも大変人気があるため、入

バーント・スペイ・ハックル税込￥７１５（税別￥６８０） 

ウエット用ハックル材とし
てお勧めのマテリアルです。
スペイ・ハックル・フライ
はウエット・フライ・フィッ
シングに於いて、その効
果の高さから大変ポピュ
ラーなパターンの一つで
す。このフェザーは大型フ
ライでも巻くことが出来る
長いファイバーと鮮やかな
カラーが特徴です。水中で
のリアルなバイブレーショ
ンを伴なった演出効果の極
めて旺盛なフライを巻くこ
とが出来ます。１パック約
２０枚入り。フェザーの全
長は約１０センチ程度、ファ
イバーの長さは３５～４０

ミリ程度です。カラー：①キング・フィッシャー・ブルー②ブラッ
ク③ホット・オレンジ④パープル⑤ヘロン・グレー⑥ホット・ピ
ンク⑦ホワイト⑧シャトリュース⑨レッド⑩イエロー

バイス・フライ・ラック税込￥５２５（税別￥５００）厚さ６
ミリ・外径約６５ミ
リのフォームの１６
箇所に長さ約１３ミ
リのスリットが入っ
ています。このスリッ
トにヘッド・セメント
を塗ったフライ・フッ

クを挟んで乾燥させる事が出来ます。フォー
ムの内径は８．８ミリで伸縮性があるので、バ
イス・シャンクの任意の位置に固定すること
が出来ます。又、エポキシを塗ったフライを
このスリットに固定して減速モーターのシャ

フトに取り付けて乾燥させる事も出来る大変重宝なフォーム
です。ライト・グレーとブラックの２個セット。

プロ・グレード
入荷しました
入荷量とカラーには限りがあります。売り切れの節はお許し
下さい。カラー：①クリーム②グリズリー③ミデイアム・ジ
ンジャー④ライト・ダン⑤ブラック⑥ミデアム・ダン⑦ライト・
ブラウン⑧ライト・ジンジャー⑨ミデイアム・ブラウン
＊実際のカラーは写真と若干異なる場合があります。

１９３０年代Ｊ .Ａ．ウオーカー１４‘＃８・サーモン・ロッ
ド税込￥４４，１００（税別￥４２，０００）ＪＡウオーカーは、

ハーデイの故郷

アーニックの釣

具販売業者とし

て知られています。このロッドは外観からも分かる様にフェルー

ルがハーデイのロック・ファースト、ガイドもブリッジ・リング、

１９３０年代のハーデイの特徴が強く感じられます。ロッド重量

６５０グラム、３ピース、２テイップ。ロッドはほぼフル・レス

トアーされていますので現時点での状態はかなり綺麗で、状態は

良好と言えます。お問い合わせ番号ＳＡ３６９。
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フライ・タイング・ウニボッバー税込￥７９８（税別￥７６０）
外径約７ミリ
のプラステ
イック・フロー
ター。下端部
の穴にフライ・
フックを通し
てタイング・
スレッドで固
定します。デ
リケートなス
プリング・ク
リークでのド

ライ・フライ・フィッ
シング用に考えださ
れたマテリアル。一
見するといかにも目
立ちそうですが、水

面上に浮いているフライの上に付いて
いるので、外観から受ける印象程、魚への影響はありません。
フライを浮かせて確りと見る事が求められるドライ・フライ
の釣りにお勧めです。シャトリュース、透明、ホワイト、ピ
ンクが１２個セットになっています。

ＵＶポーラー・シェニール
税込￥５０８（税別￥４８０）

長さが約２５ミリ程度の極めて光
沢の強いプラステイック・テイン
セルを組み込んだアトラクテイブ
な特殊シェニール。ボデイに巻い

たりスペイ・
ハックルに
使用したり
と、工夫次
第でウエッ
ト・フライ
に大きな効
果を与える
事が出来ま
す。当店で
大変人気の
高いマテリ

アルの一つです。大形のサクラマスやサーモン、
ブラック・バス、ソルト・ウオーター用フライな

どに大変効果的です。カラー：①オリーブ②オリーブ・コパー
③パール④レッド⑤ゴールド⑥シャトリュース⑦ラステイー・
コパー⑧ブラック⑨シルバー⑩ホット・オレンジ⑪ブラウン
⑫パープル（画像がありません）

フィッシュ・リーパー・テール６本入り税込

￥４９４（税別￥４７０）厚さ約０．５４ミリ、
全長３８ミリ、幅５ミリ。極めて薄いスエード・

レザーから
切り取った
マテリアル
です。細く
なった先端
の１０ミリ
程の取り付
け部をフラ
イ・フック
に巻き止め

ます。水に濡れるとスエードが柔らかく変質してリアルなリー
チ・フライになります。ご存知のようにリーチ・フライはシン
プルな外観からは想像が出来ないほど効果的なフライと言われ
ています。カラー：①ブラック②ラステイー・ブラウン③ホワ
イト④シャトリュース

フレキシー・キャップ税込￥３９９（税別￥３８０）最も太い
差込部の内径３．８
ミリ、テーパー状に
なっているので殆ど
の瞬間接着剤に使用
できるキャップ。瞬
間接着剤の蒸発と硬
化を防ぎます。１０
個入り。キャップの
全長は約４３ミリ。

ホワイト・グロー・ヤーン税込￥３０５
（税別￥２９０）　暗い水中で光を発す
る細めのヤーン。ボデイに巻くと効果
的です。小・中型フックまではボデイ
に直接巻き、大型フックの場合はリビ
ング状に巻いてご使用ください。長さ
は約７ヤード。写真のグリーンの部分
は画像を加工してあります。

シン・ウルトラ・スエード・スキン税込￥４８３（税別￥４６０）
厚さ約０．５４ミリの極め
て薄い天然スエード・ス
キン。細くカットしてボ
デイに巻きつけたり、テー
ル状にフックの後ろに取
り付けたりして使用しま
す。水中に入ると柔らか
く変質してリアルなリー
チ・フライのイミテーショ
ンになります。天然のス
エードが水で柔らかく膨
れリアルなバイブレー
ションを生み出します。
魚には違和感の少ない本
物のような噛み心地だと
思います。サイズ：７５
ｘ２２５ミリ。カラー：
①ゴールデン・ストーン
②タン③グレー④ブラッ
ク⑤ホワイト⑥ダーク・
オリーブ⑦オリーブ

パラシュート・ポスト税込￥４７３（税別￥４５０）

直径約３ミリ、長さ３５ミリ
のラバー製。強い浮力と耐久
性からパラシュート・フライ
のウイングに大変適していま
す。カラーはホワイト、この
まま使用しても視認性に優れ
ていますがご希望のカラーに
油性フェルト・ペンで彩色す
ることも出来ます。適当な長

さにカットしてアント・ボデイなどにも使用できます。フック・
サイズは＃１４～＃８程度に適合しています。１０本入り。

ヘン・バック・スキン税込￥７１４（税別￥６８０）
ハックル材と
してはネック
とサドルが最
もポピュラー

ですが、ウエット・フライ
の流行にあわせて更にテー
ルよりのヘン・バックと言
われる部位も近年人気が高
まっています。一般的に
テールよりのフェザーは、
マラブー等にも使用されて
いるように、極めてファイ
バーが柔らかく水中での微
妙な動きが出やすいという
特徴があります。スタン
ダードなウエット・ハック

ルには勿論スペイ・ハックル等にも使用できる有効なマテリ
アルです。カラー：①オリーブ②ブラック
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１９７０年代・ハーデイ・グラファイト・１０‘６“＃７～

８ 税込￥３６，７５０（税別￥３５，０００）ハーデイ・グラファ
イト中最も古いブラック・カラーのロッド。ロッド重量約１３０
グラム。バット・エンドを取り外して当店オリジナルのエクステ
ンションをねじ込むとシングル・スペイやスイッチ・ロッドとし
て最適です。非常に軽快でシャープなアクション。２ピース、ハー
デイ・オリジナル布ケース付き。使用頻度も少なく、大きな傷な
ど見られない良好な状態です。お問い合わせ番号ＳＡ３６２。

ペデイスタル・ベース税込￥３，５７０（税別￥３，４００）
デスクにネジ止めす
るクランプ式のタイ
ング・バイスを、ペ
デイスタル・タイプ
にするアタッチメン
トです。バイス・シャ
ンク部の外径が約
１０．３ミリ程度まで
のバイスなら差し込
んで固定することが
出来ます。ペデイス

タルの底にはソフト・ラバーが付いているのでデスクの上な
どに置いても滑りにくくなっています。ペデイスタルの重量
は約９５０グラム、サイズは約１３ｘ９センチ。細いシャン
クを取り付ける場合にしっかり固定する等に使用するアタッ
チメントが付いています。

ニッケル・ボールズ・アイ税込￥６６２（税別￥６３０）
重量感の
あるニッ
ケ ル ・
メ ッ キ
製ボール
ズ・アイ。
錆に強く
丈 夫 で
す。ボー
ルの外径

は約３．７ミリ、ボールの差し渡しは約９．５
ミリ。１２個入り。アイ中心部のカラーに①
シャトリュース②レッドの２種類がありま
す。＊ご注文時にはカラーをご指示下さい。

Ｅ－Ｚ・パール・カラー・ボデイ

必要な長さをカットして
扁平な小魚ボデイをリア
ルにイミテート出来る
マテリアルです。通常は
カットしたＥＺボデイの
両端をスレッドで巻き止
め、上からエポキシ樹脂
等で固めて小魚に似せた

ボデイを作ります。
リアルな光沢の型
崩れしないしっか
りしたボデイが作
れます。水中でのア
クションも大変ス
ムースです。サイ
ズ（幅）は①ミニ
（約２．８ミリ）②ス
モール（４．７）③
ミデイアム（６．７）
④ラージ（１０．３）

⑤Ｘラージ（１６．５）ミニからラージまで税込￥８３０（税

別￥７９０）・Ｘラージ税込￥９４５（税別￥９００）

アルミニューム・シー・アイ 税込￥６２０（税別￥５９０）
重量が軽く丈夫
な金属製のアイ、
メタルの平らな
部分にプラステ
イック製のアイ
を張ったり着色
してエポキシで
コーテイングし
たりして使用し
ます。アイ部分
の外径は約６．５

ミリ、アイの差し渡しは７．６ミリ。プラステイック・アイを
貼り付けるアルミ・アイ部分の内径は５．７ミリ。２０個セッ
ト。カラー：①シルバー②ブラック

エミュ・フェザー・１グラム 税込￥３１５（税別￥３００）
エミュは小型のダチョウ
の類。そのフェザーは
クック・サドルのよう
に、１０ミリ程度のファ
イバーが綺麗に起毛して
います。フックに巻きつ
けると、パーマ状のボデ
イを作ることが出来ま
す。ウエット・フライの
ボデイに巻くと細いファ

イバーが微妙なバイブレーションを起こし
て、水中ではかなりリアルなアクションの
効果的なフライが作れます。全体がもやっ
とした外観のオーストリッチ・ハールより
ファイバーがしっかりと認識できるすっき
りした仕上がりのフライになります。ハッ

クル状にして使用する場合は＃１２が中心になります。

１９２０年代Ｇａｍａｇｅ・１０‘６“＃４～５ 税込

￥４９，３５０（税別￥４７，０００）ロック・ファースト・フェ
ルーやステイール・センター仕様などからハーデイ製のＯＥＭロッ
ドと推察しています。アクションは非常に柔らかです。ガイドは
全て当時のハーデイで多用されていたブリッジ・リング、エクス
トラ・テイップ付でかなり良好な状態です。ロッド重量約５００
グラム、ロッド自体の目方は重くは感じません。エンドを取り外
すと当店オリジナルのエクステンションを取り付けることが出来
ます。３ピース。当店お問い合わせ番号ＳＡ３６４。

１９７０年代・ハーデイ・リチャード・ウオーカー・リザーバー・

スーパー・ライト９‘３“＃７～８税込￥３３，６００（税別
￥３２，０００）ハーデイ・グラス・ロッドの中でもリチャード・
ウオーカー・シリーズはそのシャープで軽いアクションが最大の
特徴です。湖や本流での遠投を楽しむ方にお勧めのハーデイ・グ
ラス・ロッド。ロッド重量１１０グラム。このロッドを振った方
の多くが３０年以上前のデザインとは信じられないと言われます。
それほどシャープで持ち重りのしないモダンなアクションが特徴
です。状態は良好です。ハーデイ・オリジナル布ケース付、ライト・
スペイ用エクステンション付き。問合せ番号ＳＡ３６１。

１９３０年代・オルコック・９‘＃３ 税込￥３５，７００（税
別￥３４，０００）英国のアンテイーク・ロッドとしては極め

て珍
しい
デリ
ケー

トなアクションのロッドです。大きな傷やスレッドの欠落、塗装
部のひび割れなどが見られない大変綺麗な状態のロッドです。使
用頻度はごくわずかなようです。トップとストリッピング・ガイ
ドはメノウ･ガイド。重量約１９０グラム。２ピース、１テイップ、
オリジナル布ケース付き。お問い合わせ番号ＳＡ３６７。
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トリム・リング
シート下端部に入れてロッドの完成度を高め
る金属パーツです。一般的にはトリム・リン
グの凸部をシート下端部の中に入れると完成
度が高くなるのですが、凸の内部に、シート
下端部を入れたり同じ外径の場合は上に乗せ

たりして使用することも可能です。凸部が高い形状の①ＴＲＨと
低い②ＴＲＬの２種類があります。サンプル写真は識別しやすい
様に、トリム・リングと異なるシート・カラーとのセットにして
あります。

●ＴＲＨ：殆どのフライ・
リール・シートの下端部に
入れられるタイプで、凸部
サイズが＃８と＃１２の２
種類。

価格は全て税込￥５２５（税別￥５００）
①ＴＲＨ＃１２：凸部外径１６．５ミリ・内径１５．５ミリ
カラー：①ガン・メタル②ブラック
②ＴＲＨ＃８：凸部外径１３ミリ・内径１０．８ミリ
カラー：①シルバー②ブラック

●ＴＲＬ：ソルトやダブル・
ハンド用等の大型シート用。
凸部外径２２．８ミリ・内径
２１．６ミリ。下の写真は外径
２３．６ミリのシートをトリム

リングの上に乗せたものです。カラー：①シルバー②
チタン・カラー③ゴールド④ブラック。
各カラー共税込￥４２０（税別￥４００）

ドロップ・ショット・フック・キーパー
フックの着脱が素早く行えるデザイン、
更にフライ・フックがロッド・ブランク
から浮いて保持されるのでブランクに傷
が付きにくく、フライのハックルを変形
させる事も少なくなります。ブランクへ

の取り付けも片側をラッピングするだけですので作業が非常に簡
単です。サイズは全長が１６ミリ、外側幅４ミリ。カラー：①シ
ルバー税込￥１０５（税別￥１００）②ブラック税込￥１６８（税
別￥１６０）③チタン・コート税込￥３３６（税別￥３２０）

エクストラ・グレード ･未脱色コルク・リング・１５個セッ
ト税込￥２，８３５（税別￥２，

７００）価格と品質を考慮すると、

現在お勧めできるコルク素材が殆ど見
つける事が出来ない為、当店のグリッ
プに使用しているリングを販売する事
に致しました。これは輸入されたコル
ク素材の中から選別したグレードで、
全量の約２０～３０％程度しか含まれ
ていません。品質を正確
に判断いただくように未
脱色にしてあります。サ
イズ：３０（外径）ミ
リｘ１２（高さ）ミリ・

内径６ミリ。１５個のリングを接着した場合の全長は約
１８５ミリになります。１個税込￥３０４（ ￥２９０）。
接着作業にはコルク・リング同士をぴったりと接着する事
が出来るフレックスコート ･コルク・リング ･クランプ 
税込￥３，８８５（税別￥３，７００）をお勧めします。

ホログラム・３Ｄ・デカール
ロッドの完成度が更に高まります・・・・３Ｄ・ホ
ログラムのように角度によって光沢を放ちます。全
モデル共税込￥４７３（税別￥４５０）安っぽいとか

派手だとかという最初の印象とは違っ
た、完成度の高いご自分のカスタム・
ロッドが出来上ると思います。愛着が
更に増すに違いありません。水で張っ
たりする面倒な作業が不要です。セロ
テープを張るようにブランクに張って
から剥がすとカラーのイラストが綺麗
にブランクに転写されます。後は上か
らエポキシを塗装するだけで完成度の
高いロッドが出来上がります。
デカールの種類とサイズ（㎜表示）
①ブラウン ･ トラウト（２９ｘ１２）
②レインボー ･ トラウト（３０ｘ
１８）③ステイール・ヘッドＳ（３５
ｘ１３）④スモール・マウス・バス（２９
ｘ１１）⑤ステイール・ヘッドＬ（５２
ｘ１７）⑥コーホ・サーモン（４４ｘ
１６）⑦ブルック・トラウト（２０ｘ

７）⑧ラージ・マウス・バスⅠ（３３ｘ１３）⑨ラージ・マウス・
バスⅡ（１５ｘ１８）⑩ブルー・マリーン（６０ｘ２０）⑪イエロー・
フィン・ツーナ（４７ｘ１８）⑫ターポン（４８ｘ１８）⑬スト
ライプド・バス（４５ｘ２０）⑭ドルフィン（５０ｘ２０）⑮ア
ルバコアー・ツーナ（４５ｘ１８）⑯セール・フィッシュ（３３
ｘ３０）⑰ブルー・フィン・ツーナー（５５ｘ２３）

グデブロ・プロ用ナイロン・スレッド・サイズＡ・９５０ヤー
ド巻税込￥１，４７０（税別￥１，
４００）
通常のスレッドは１００ヤード巻
きですので約９．５倍の量です。
ロッド・ラッピング用スレッドの

定番として長年愛用されてきたグデ
ブロ社が事業を停止したようです。
ビルダーの中には今後のスレッドの
手当てに困っている方も少なくあり

ません。これは当店の取引先が持っていたプロ用の物を買い付け
たものです。全ての色は揃っていませんが、もしご希望の色があ
りましたらこの際にお買い求めいただくことをお勧め申し上げま
す。いずれ全く入手できなくなると思われます。この巻きならフ
ライ・ロッドで５０～６０本程度巻くことが出来ます。カラー：
①＃６７７９ミデイアム・グリーン②＃００２ホワイト③＃３２６
スカーレット④＃３３５キャンデイ・アップル⑤＃５２７４チェ
スト・ナット⑥＃５８９６ダーク・グリーン。参考までに写真一
番右は１００ヤード巻きの＃２２１・オレンジです。

パウエル・アルミ・シート
これは既に製造を止めてから数年たってい

る（１９９８年頃と推測しています）本物

のパウエルのアルミ・シート、それも人気の高かっ

たガン・メタル・カラーです。現在では多量の類似

品が生まれている事からもこのシートのデザインが

いかに優れていたかが今証明されています。パウエ

ルはこのシートをバンブーからグラファイトまでの

あらゆるロッドに取り付けていました。彫刻入りモ

デルは全て手作業で行われており、上下に金入りの

繊細な模様が彫られた美しいシートです。

①ＳＣ１９５・ガン・スモーク：サイズ：内径

１５．１ミリ、長さ９０ミリ、上端部外径２５ミリ税込￥４，３０５（税

別￥４，１００）②ＳＣ１９７・ブラック・ウッド・彫刻入り : サイズ：

内径８ミリ、全長９１ミリ、上端部外径２５ミリ税込￥１４，７００（税

別１４，０００）③ＳＣ１９６・シルバー彫刻入り : サイズは①と同じ

税込￥１１，５５０（税別￥１１，０００）

Ｓ４５Ｃステイール製バンブー・ロッド用フォーム
錆と変形に強いＳ４５Ｃ鋼材から作られたフォーム
類、フォームはバンブー・ロッド製作の基礎を作
ります。最初の精度が低いと完成したロッドが破
損したり曲がったりする原因になります。
①ラフ・フォーム税込￥１８，８００
割ったバンブーを最初に成型するツール。こ
のフォームで荒削りを行うと後の作業が大変
楽に行えます。全長８２０ミリ、幅４０ミ
リ、高さ２０ミリ。両面に溝が切ってあ
ります。片面は、最初の荒削りを行う角

度８７度のイニシシャル・フォーム、反対側はラフ
作業の仕上げを行う６０度フォーム。溝の幅はナットで調節が可

能です。
②プレニング・フォーム税込

￥１１８，０００溝の幅を調節
するナットが溝に埋め込まれて
いるので竹を削る作業の時に邪
魔になりません。仕上げ削りの
段階では繊細な調整作業を繰り
返しますので、ナットが出てい

ると手があたってトラブルを招きがちです。テイップ部を作
る面とバットを作る面があります。テイップの先端部の溝の
深さは約０．５～０．６ミリ、直径１～１．２ミリの非常に細い
テイップが作れます。ナットを調節する事でこれ以上の太い
テイップも作れます。バット部の先端は最小１．５～１．６ミ
リ、つまり最小３０ミリの太さから作ることが出来ます。作
業がスムースに行えるように４面を研磨仕上げしてあります。
全長１５２５ｘ３８（幅）ｘ２５（厚）ミリ。
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パーフェクション・トランスルーセント・セラミック・トップ・
ガイド８mm税込￥１，１５５（税別
￥１，１００）
ＡＣＳは１９８０年代のガイドを再生
したパーフェクションのショック ･リ
ング付ガイドとしてビルダーの間では
人気の高いストリッピングです。この
ガイドはキャステイング ･ロッドにも
使用されております。これはフライ用

ではありませんがＡＣＳガイド用トップ・
ガイドです。クリヤー・ショックリング
の外径は８ｍｍ、セラミック ･リングの
内径は約４．１ミリ、差込部分のチューブ
内径には現時点では３サイズあります。
チューブ内径サイズ：①２ミリ②２．２ミ
リ③２．６ミリ。尚、フライ用ストリッピ
ングのＡＣＳには①８ミリ税込￥４７３

②１０ミリ税込￥５２５③１２ミリ税込￥５８８の３サイズ。
ショックリングのカラーに①クリヤー②レッドの２色があります。

ホイットレー・５インチ・１２コンパートメント税込
￥１１，５００（税別￥１１，０００）
非常に人気の高い５インチ、１２個の
コンパートメントが付いています。最
も入っている小間で約６０個、合計で
は１３０～１４０個程のウエットとド
ライが入っています。サイズ：１２．５
ｘ９ｘ２．５、問合せ番号ＳＣ１９２。

ストラブル・スペイ・シート税込￥５，０４０（税別￥４，
８００）さすがストラブル、ア
メリカの多くのロッド・メーカー
の純正品として使われているだ

けの確りした作りと機能を持って
います。内径１７．７mm、全長約
１０８mm、コルクに埋め込む部分

の上部外径２６．２mm。外観の美しさ
はさすがアメリカ製のストラブルです
が、材質と機能性についても大変グレー
ドの高い事は一目瞭然です。大変軽く
４６．３グラム、材質のアルミは柔軟性
に富んでいてリール・フットを傷つけ

ずにじんわりと締め付けます。ナットは外れにくいダブル・ナット、
リールの着脱が大変スムースに行える快適な使い心地です。トリ
ム・リング付き。バンブー等の凝った作りのロッドに適しています。
カラー：①ブラック②ブルー③グレー④グリーン

１９６０年代・Ｔｉｓｃａ　スピニン
グ・リール税込￥８，１９０（税別￥７，
８００）フランス製の大変ユニークなデザ
インの小型スピニング ･リール。以前から
オークションで探していましたが状態の良
いものが見つかりませんでした。これは実
際の釣にご使用になれるかなり良好な状態
のものです。リール重量約２２０グラム、
スプールの外径は約６センチ、渓流から本

流での釣まで使用できます。お問い合わせ番号ＳＰ３７。

ドクター・スリック・スプリング・シザース・４-3/4“にカー
ブ・ブレイドが入荷しました①
ストレート②カーブ共に税込
￥１，２５０（税別￥１，１９０）
ブレイド先端が非常に鋭い上に、
自動で開閉する軽いスプリング・
タイプのハサミ、当店ベスト・セ
ラー・シザースの一つです。医療
用グレードのサーデイカル・ステ
ンレス製の鋭利な刃はマテリアル
が逃げないようにノコギリ状の刃
になっています。自動的にシザー
スの刃が開閉する上、全体が手の
中にすっぽりと収まってしまうの

で、ハサミを手放さずに作業が続けられ、手馴れてくるとタイン
グ作業をスピーデイーに行うことが出来ます。当店で想像した以
上の好評の為、従来からのストレート刃に加えてカーブ・タイプ
を輸入しました。全長は約１２０ミリ、刃の部分は約２５ミリ。
＊①ストレートか②カーブかをご指示下さい。

ドクター・スリック ･ストレート・フォーセップ、プリズム・
カラーとエコ・モデル新入荷

ドクター・スリックのフォーセップは適
度なしなり具合でフックを確りと抑えて
くれる医療用に匹敵する品質が特徴で
す。今回デラックスなプリズム ･カラー
の５“・ストレート・モデルが入荷しま
した。大変特徴のある目立つ色ですから
紛失を防ぐ事が出来ます。
あわせて、通常のステンレス製のエコ ･
グレード・モデルも入荷しました。４”
と５“の２サイズがあります。エコ・モ
デルは、お買い得な価格でドクター ･ス
リックの高いグレードが楽しめるシリー
ズ、モデルは４”と５“のストレート・
タイプのみです。●Ｃ：ドクター･スリッ
ク ･プリズム ･カラー５“ストレート税
込￥１，８８０（税別￥１，７９０）●ド

クター ･スリック・エコ・ストレート・フォーセップ：Ａ：４“税
込￥７７７（税別￥７４７）、Ｂ：５“税込￥７９８（税別￥７６０）

ドクター・スリック・①エコ・グレード・アロー・ポイント・
３．５インチ・ストレート・シザース税込

￥７７７（税別￥７４０）大変グレード
の高いドクター・スリックのステンレス製
小型シザース、３．５“はフライ・タイング
用に最もポピュラーなサイズです。刃先が
大変鋭利なアロー・ポイント・シリーズ。
写真①は最も人気の高いアロー・ポイント
３．５“のエコ・グレードです。エコ・モ
デルは大変お買い得な価格でドクター・ス
リックの鋭い切れ味をお楽しみいただける

タイング・ツール類です。刃先
は他のシザースと同じく細いマ
テリアルが逃げない鋸刃になっ
ています。ご参考の為に通常の
３．５”アロー・ポイント・シ
ザースの②ストレート税込￥１，
５５４（税別￥１，４８０）と③
カーブ税込￥１，５５４（税別
￥１，４８０）を掲載しました。

ツイステッド・ループ・ストレート・シザース
タイング作業中、シザースを持っ
た指が開いた状態を保てます。使
い慣れると作業中いちいちシザー
スを離す必要がなくなるのでタイ
ング作業のスピードが速まりま
す。大変ユニークなデザインの高
級タイング・シザースです。モデ

ルは２タイプあります。共に細身で
医療用具に使用されるサーデイカル・
ステンレス製の鋭利な刃先ながら、
鋸刃なので細かなマテリアルも滑ら
ずに確実にカットすることが出来ま
す。①アロー ･シザース３-１/２イ

ンチ税込￥１，９９５（税別￥１，９００）　②オール ･パーパス４
インチ税込￥２，１００（税別￥２，０００）

１９６０年～７０代・シャープス・サーモン・ロッド

１２‘３“＃９税込￥５１，４５０（税別￥４９，０００）
使用頻度が少なく状態が非常に良好な３ピース、２テイップ付。
耐久性に優れたインプリグネーション・ロッドですのでこれか
らも長くご使用になれるでしょう。パワフルなロッドの自重は約
４７０グラム。フェルール ･キャップとオリジナル布ケース付き。
お問い合わせ番号ＳＡ３３９。
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ナイロン・リーダー・スプール・ハンド税込￥５９９（税別
￥５７０）ス
プールに巻か
れ た ナ イ ロ
ン・テイペッ
ト 類 は、 ス
プールから解
け出して互い

がからまったりして始末に困る場合があり
ます。このバンドは、ラバー先端部に滑り
の良い内径約４ミリのガイドを取り付けて
あります。ゴム・バンドをスプールに巻い
てテイペットがばらけないようにした後、
先端をこのガイドから通す事で、ナイロン

を必要量だけスムースに引き出す事が出来ます。４本入りセット。
サイズ：①約５．７～８センチ用・ゴム幅３ミリ②８～１１セン
チ用・ゴム幅６．６ミリ。
ＣＤＣフライ用液体浮力材・ドックス・ドライ・ダスト税込

￥６０９（税別￥５８０）
大変効果的なマテリアルと言われ
るＣＤＣで巻かれた各種フライは、
多くの方のフライ・ボックスに必
ずあると推察いたします。水面に
浮いたり、時にはすれすれを流れ
たりするＣＤＣフライ用の液体ド
ライ・フライ・ドレッシングです。
キャップにブラシが付いているの

で使用する直前にＣＤＣフライに塗りつけて下さい。僅かな粘着
力と極細微粒子が入っていると推察される白い液体は、ＣＤＣフ
ライの浮力をかなり長時間持続させることが出来ます。プラステ
イック・ボトルのサイズは約３０ｘ７２ミリ。

ソリューション付リニュー・ライン・ツール税込￥１，８９０

（税別￥１，
８００）
フライ・ロッド
に取り付けて長いフライ・ラインを簡単
に手入れする事が出来る便利なツールで
す。二つ折りになったプラステイック製
の内側の凹みにロッド、外側の凹みにラ
インをセットします。フライ・ラインを
挟みこんでからプラステイックのツール

をロッドにセットします。ラインを抑えるラバーにはあらかじめ
付属の浮力材兼用の手入れ材を散布しておきます。引き出してお
いたラインをこのスポンジの間を通してリールに巻き取るだけで
フライ・ラインにコーテイングが施す事が出来ます。特別長いス
ペイ・ラインなどのお手入れにお勧めの便利なツールです。

シェラ・ストリーム・コンボ・ツール税込￥２，３１０（税別￥２，

２００）このコンボ・
ツールは今では中々
お目にかかれないい

かにもアメリカ製らしい無
骨な作りが、どこか懐かし
い感じがします。アメリカ
製の特徴である機能はしっ

かりと作られて
います。殆どの
ツールがちんま
りと小奇麗に作

られている昨今、このようなデザインを好まれる方も少なくあり
ません。機能はリーダー・カッター、フックの穴を掃除するニー
ドル、針外しを兼ねたネール・ノット・ツール、フック・シャー
プナーが付いています。これだけでフライ・フィッシィングに必
要な基本的機能は間にあっていると思います。優れた機能性と 
アメリカ製らしい重厚なデザインを好まれる方にお勧めします。
全長は約７５ミリ。

カスタム・メイド・リームバブル・４－１/２”・
エクステンション・セット
ロング・シングル・ロッド
をセミ・ダブルやスイッチ・
ロッドに変更できるオリジ
ナル・エクステンションで
す。シート下端部に接着す
るメス部分とネジで取り外
すシャフト部のセットです。
シートの内径が１５．５ミリ
以上あればメス金具は接着
可能です。下記のサイズは
ｍｍ表示です。尚、写真の
リール・シートは別売りで
す。

商品番号 長さ 最大外径 税込価格
＃１ ＲＥＣＰ１ ３４

９．３
￥８４０

＃２ ＲＥＣＰ２ １０６ ￥１，２６０

＃３ ＲＥＣ３
１１５

２６ ￥２，９４０

＃４ ＲＥＣ４ ３２ ￥３，２５５

＃５ ＲＥＣ５
１２７

２６ ￥５，０４０

＃６ ＲＥＣ６ ３２ ￥５，３５５

未使用・１９９０年代英国製バーブア・オイルド・フィッシ
ング・ジャケット“スペイ”Ｓ
サイズ税込￥３３，６００（税別

￥３２，０００）

英国らしいコットン１００％の
オイルド・ジャケットは現在で
もかなり根強いファンがいらっ
しゃいます。チェックの裏地の柄
も懐かしい感じがします。これは
大変珍しい未使用のイギリス製、
更に我々にはありがたいＳサイ

ズです。イギリスの店舗の中におかれていたもので、バーブ
アの袋も付いています。更にスペアーの缶入りオイルと説明
書やタグ類も全て揃った貴重品です。スペイ・ジャケットは
フライ・フィッシャマンに人気のモデルで、ショート・モデ
ルになっています。丈約８０センチ、胸周り約１００センチ。
当店お問い合わせ番号ＳＣ１９８。

１９７０年代・ハーデイー・ファイバライト・スピニング
１０‘№２税込￥３５，７００（税別￥３４，０００）シリー
ズ中最もヘビーなモデル、湖でのトローリングやハーリングに
きわめて人気の高いロッドです。グラス独特のデリケートなア
クションは魚が食いついた時に違和感を与えないようです。日
本ではほとんどがトローリングに使用されていますが、キャス
テイングの場合の適合ウエイトは２-1/2 オンス（約６３グラ
ム）までです。ロッドの状態は大変きれいで大きな傷などは見
られません。ロッド重量約３３０グラム、ハーデイのオリジナ
ル布ケース付。当店お問い合わせ番号ＳＡ３１２。

ハーデイ・スピアー付きシート用エクステンション・セット
ハーデイのスピ
アー付きシートに
取り付ける当店オ
リジナルの４．５”
エクステンション。
スピアーを取り付
ける要領でメス金
具をシートに固定
することができま
す。写真５のコル
クなしでもご使用
になれます。

番号 商品番号 長さｍｍ 税込価格

１ ＨＳＥ１
１１５

￥３，９９０

２ ＨＳＥ２ ￥４，３０５

３ ＨＳＥ３
１２７

￥６，１００

４ ＨＳＥ４ ￥６，４０５

５ ＨＡＥＣ ３４ ￥９０３

外径は①③２６ミリ、②④３２ミリ

＊当店のハーデイ・
アンテイーク・ロッ
ドのスピアー付き
モデルには取り付
けられましたが、
全てのモデルへの
取り付けを保証す
るものではありま
せん。
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ドクター ･スリック ･ダイヤモンド ･フック ･ファイル
ドクター・スリック
が医療用具製造の技
術で最初に作ったも
のがダイヤモンド・
シャープナーです。
その強力な研磨力は
当時大変評判を呼び
ました。このフック・

ファイルにもその力があるよ
うです。力強く針先を削りだ
してくれます。強力な人造ダ
イヤの粉末が両面についた
フック・ホーン、本体がしっ
かりしているのでフライの

フック・ポイントに強い力を加えて研ぐことが出来ます。ハイ・
カーボン・ステイール等の硬質フックでも素早く研磨するこ
とが出来ます。鋭利なフック・ポイントはフッキングの大切
な条件です。このフック・ファイルは当店の人気ツールの一
つです。両面で目の粗さが異なり、粗研ぎと仕上研ぎが行な
えます。更に中心の凹部で針先を研磨することが出来ます。
サイズは、主に淡水用小型フライ・フック用の４“と大型魚・
海フライ・フック用６”の２タイプがあります。①４“（１２
ｘ１００ミリ）税込 ￥１，１５５（税別￥１，１００）②６”（２６
ｘ１５０ミリ）税込￥１，８９０（税別￥１，８００）

【 タックル･インフォメーションご購読料金について】

当店では新製品の入荷等に合わせて１年に１～２回程このタックル ･イン
フォメーションを発行しております。定期購読をご希望のお客様はお
手数ながら１０号分のご購読料￥１，７８０分の切手を同封の上お申
し込みください。尚、商品ご注文の折りにお申し込み戴けると、商品
代金に￥１，７８５を加算した納品書を同封申し上げますのでご一緒
にご清算ください。＊尚、途中での解約・当店の都合による発行の中
止等の場合は 1回あたりの発送済インフォメーション購読料を実費の
￥３６８（税込）で計算して残りの購読料をご清算申し上げます。

営業時間 １１：００AM～７：００PM
定休日 毎週月・火曜（月・火曜が休祭日の場合は営業致します）

〒３３５－０００４

埼玉県蕨市（わらび）中央４－１－３
℡ 048-431-6859 Fax 048-444-6734
Ｅメール　shop@sasanofly.com
http//wwww.sasanofly.com

年末は３１日まで営
業。１日～４日は休
業させていただきま
す。５日から営業致
します。

　　【価格表記について】

インフォメーションでは出来る限り税込・税別の両者を併記しております。間
違いが有る場合もありますので、ご注文時正確な金額をお知りになりたい場合
は、見積書をご請求ください。当店では現在、値段表を随時税込みに変更して
おりますが、数量が多いこと・全ての商品に説明をお付けしていることなどの
事情から税別表示の商品と税込み商品が混在しております。税別商品価格と税
が別々にプリントされております。合計金額は同じですが混乱をお招きいたし
ていることをお詫び申し上げます。尚、商品のプライス・カードに税込と表記
していない一部の商品は税別になっております。＊予告無く価格が変更される場
合があります。

アンテーク商品について：入れ替わりがかな
り早く、インフォメーションが出た頃にはお買
い上げいただき、無くなってしまっているもの
が多いため、最新情報は当店ホーム ･ページを

ご覧ください。www.sasanofly.com

ドクタースリック・エコ・リトリーバー
リトリーバーはフライ・フィッシャマン
の必需品です。リトリーバーに取り付け
てあれば、小さなツールを紛失から守る
ことが出来ます。リトリーバーは引き戻
す力の強さと耐久性が重要です。小型の
メタル製と大型のプラステイック製の２
タイプがあります。直径約２５ミリのメ
タル製はピンでベストに止めるように
なっています。ナイロン・コードは約
４０センチ、ベストに止めるピンもかな
り太めで確りと固定できます。直径約

４０ミリのプラステイック・モデルはナイロン・コードが約６０
センチ、小型のネットなども下げることが出来ます。ベストに取
り付ける D リング部分と小物ツールを取り付けるリング部分は共
にワンタッチで開閉します。共にグレードを落とさずにシールの
色などを省いたお買い得なエコ・モデルです。①メタル S サイズ
税込￥３７８（税別￥３６０）　②プラステイック L サイズ税込
￥３９９（税別￥３８０）＊ちなみにそれぞれの通常のモデルは
税込￥６５０（税別￥６２０）税込￥７７７（税別￥７４０）

ドイット ･リップル・フォーム・フライ ･ボックス
ド イ ッ
ト・ フ
ラ イ ･
ボ ッ ク
ス は プ

ラステイック・
ボックスの原
型のようなも
ので昔は多く
のブランドを
付けて販売さ

れていました。残念ながら現在では日本製や中国製に押されて殆
ど見かけなくなりました。これはドイットの廉価版モデルですが、
開閉部の金属ヒンジ ･ デザインなどは通常のドイットと同じ雰囲
気を持っています。ボックスの材質が少し硬いプラステイックで
すので蓋を開けるときは爪の部分をやや強い力で押してください。
ベストのポケットに入れていて何時の間にか蓋が開いてしまうこ
とを避けるためのデザインです。ドクター･スリックのロゴ･マー
ク入り。サイズは二種類あります。
① 4インチ・タイプ：１６０ｘ８５ｘ３０ミリ　税込￥１，１５０
（税別￥１，１００）②６インチ・タイプ：２１０ｘ１１０ｘ３５
ミリ税込￥１，３６５（税別￥１，３００）

ドクター ･ス
リック ･ネッ
ク・テイップ・
フライ ･ボッ
クス税込￥１，
０５０（税別
￥１，０００）
大変便利なラニ
ヤード、ドク

ター ･スリックのネック ･テイップは当店のベスト ･セラー商品
の一つです。ネック ･テイップに付いているミニ ･フライ ･ボッ
クスは小型ながら選りすぐりのフライだけを収納する為の高機能
ボックスとして人気があります。このボックスだけを単体で販売
することになりました。超小型ながらリップル・フォーム、フラッ
プ付きコンパートメント、マグネット付きコンパートメントの３
面が付いています。サイズ９０ｘ５５ｘ３５ミリ。

ストラブル・メノウ・
ガイド 細身のニッケ
ル・シルバー・フレー

ムとオレンジ・メノウとの

組み合わせが大変美しいデ

ザインのストリッピング・

ガイド。メノウ・ガイドは

一般的にどうしても太めに

なってしまいますが、これはフレームが細いので繊細なバンブー・ロッ

ドにもぴったりマッチします。ガイドのサイズは一般的に SIC やメノウ

等のリング素材の外径を表示しているのですが、このガイドはフレーム

の外径を表示しています。その為に外見が一回り小さ目に見えます。

２０１１年・年末年始の営業

３１日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日

営業 休み 営業

１９００年代初頭・J Macpherson 3-1/2”税込￥２９，４００（税
別￥２８，０００）
マックファーソンは１８９９年創業の
スコットランド・インバネスにあった
釣具メーカー。フロントのブラス ･ プ
レートがアンテイーク・リールらしい
雰囲気を高めています。重量約２７０
グラム、スプールの外径は約７０ミリ・
幅２６ミリ程度、＃５～６ラインに適
しています。１００年程の歴史がある
と推測されるリールとしては、大きな
凹みや傷が見られないかなり良い状態

です。当店お問い合わせ番号ＳＢ２９９。

サイズ シルバー ブラック 写真①８mm シルバー②８mm

ブラック③９mm シルバー。

ニッケル・フレームの繊細さ

がお分かりでしょう。

８ミリ 税込￥３，８８５

税別￥３，７００

税込￥４，０９５

税別￥３，９００
９ミリ

１０ミリ


