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１９６０年代・ＪＷヤング・コンデッ
クス３“税込￥２３，１００（税別
￥２２，０００）コンデックスはヤン
グ・フライ・リール中、最もシンプル
な仕様のモデルです。それだけに古い
イギリス製らしさが最も強く出ている
とも言えます。３インチ・モデルは人
気が高く ,中でもこのグリーンは滅多
に目にすることがなくなりました。更
に内部・外部の状態が非常に綺麗です。
外径約８０ｍｍ、＃３～４ライン用。
当店お問い合わせ番号ＳＢ３６１。

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。

１９７０年代・オービス・マデイソン・＃９税込￥２４，１５０
（税別￥２３，０００）フ
ルーガーの１４９５-1/2（ワ
イド・スプール・タイプ）
をオービス向けに作った特
殊モデルです。オリジナル・
ケース付きで非常に良い状
態ですので、これからも長
くご使用になれるでしょう。
ドラッグがオービスの特注
で裏面に付いた特殊なデザ
インになっています。尚、

DT8S と思われるラインが付いています。ラインの状態も大変綺麗
で傷などの不具合は殆ど見られません。問い合せ番号ＳＢ３４４。

１９６０年代・ハーデイ・ジュエル・
３－５/８”税込￥２３，１００（税
別￥２２，０００）ジエルはハーデイ
のグレードを維持しながら作られたエ
コノミー・モデルのライト・ウエイト・
フライ・リール・シリーズ。使い込む
程ハーデイ・リールらしさが感じられ
ると思います。ハンドルのガタつき、
スプールの擦れ、ドラッグの不良等は
認められません。これからも長くご愛
用いただけると思います。スプールの

外径 75 ミリｘ幅 25 ミリ。＃５～＃６ラインに適したサイズです。
お問い合わせ番号ＳＢ３２５。

１９００年代初頭・Braddle 2-1/2 税込

￥３４，６５０（税別￥３３，０００）ブ
ラス製の＃２～＃３ライン用の小型リール
です。リール重量約１９０グラム。フット
の長さが約６７ミリあるので、現代の繊細
なリール・シートには固定できない場合が
あります。リールの状態はかなり綺麗で大
きな傷や歪み、ハンドルの不都合等は見ら
れません。お問い合わせ番号ＳＢ３１８。

１９８０年代・サイエンテイフィック・システム８・３-1/2”“税

込￥２９，４００（税別￥２８，０００）
ハーデイのマーキス ･リールをサイエ
ンテイフィック用に作ったモデル。コー
トランド４４４の＃８Ｆと思れる使用
可能なラインが付いています。マーキ
スは軽さとシャープなデザインが特徴
で、当時ライト ･ウエイト ･シリーズ
と人気を二分していたハーデイの代表
的なフライ ･リールです。大きな傷や
ゆがみが見られず状態はかなり良好で

す。お問い合わせ番号ＳＢ３４３。

１９６０年代・ＪＷ．ヤング・フリー
デックス・４”サーモン・リール税込

￥２８，３５０（税別￥２７，０００）ハ
ンドルを僅かに逆転させる事でフリーとな
りラインが出ていくアンチ・リバース機能
付き、ハンドルを巻くと元の状態に戻って
大きな魚とのやり取りがスムースに行え
る当店の人気モデルです。リール重量約
２４０グラム、ラインは＃８（又は＃９）
程度が適しています。状態はかなり良好、

カラーも人気のグレーです。お問い合わせ番号ＳＢ３３８。

１９７０年代フィリプソン・グラス・ロッド・７‘６“＃５
税込￥５８，８００（税別￥５６，０００）グラス・ロッドの中
でもそのアクションや風格から最も人気の高いフィリプソンです

が近年オーク
ションに出るこ
とも少なくな
りました。こ
のロッドは最
も人気の高い
ショート・ロッ

ド、更に状態がほぼ未使用と言えるほど大変良好です。ロッド重
量１１０グラム、トルクの高さと繊細なアクションのグラス・ロッ
ドです。ダブル・ループ・タイプのガイドも曲り等は見られません。
オリジナル布ケースとアルミ・ロッド・ケースが完品で付いてい
ます。２ピース、１テイップ。お問い合わせ番号ＳＡ４１８。

１９３０年代・フルーガー・プログレス＃１７７４・ス
ケルトン・リール税込￥１６，８００（税別
￥１６，０００）一般的に古い時代のスケルトン・

リールは軽量化したデザインと経年によ
り、クリックの摩耗が進んでいるものが
少なくありません。このリールは一定の
信頼があるフルーガー製と言うことも勿
論ありますが、使用頻度が高くない事か
らドラッグのクリックは十分強力です。
状態はかなり良好といえます。１４０グ
ラムと軽量な事やデリケートな印象のデ
ザインなどから、ライト・バンブー・ロッ
ドとの組み合わせに最適、＃２～＃３ラ

イン用です。お問合せ番号ＳＢ３４５。

１９６０年代・サウスベンド・８‘６“＃５～６税込

￥３５，７００（税別
￥３４，７００）ロッド
重量約１５０グラム。ア
クションは現代のロッド
に近く非常にデリケート
なバンブー・ロッド、表
示はＨＤＨ（現在の＃６
相当）ですが＃３～４ラ
イン用に適しているよう
に感じます。オリジナル

の布ケースと紙筒製のロッド・ケース付。状態はかなり良好です。
３ピース、２テイップ。お問い合わせ番号ＳＡ４２１。　

１９６０年代Ｈ＆Ｌ・バンブー・フライ・ロッド８‘６“＃５
税込￥３０，４５０（税別
￥２９，０００）ラインは＃４
程度が合うようですが、＃３で
も＃６でも振れます。状態は
良好、アクションは日本の渓流
向きでデリケートでパラボリッ

ク。重量約１５０グラム、３ピース、２テイップ。オリジナル布ケー
スとアルミ・ケース付。（キャップが欠落、一部凹みがあります
が使用に支障はありません）。お問い合わせ番号ＳＡ４２２。　

インフォメーション９０号掲載商品の在庫と価格は発行時点のものです。又アンテイークについては売り切れ

のものがかなりあります。まことに恐縮ながら在庫・価格はメール等でご確認ください。
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フェザント・ラム税込￥１，１０３（税別￥１，０５０）
フェザント・ボデ
イのテール部分に
付いているフェ
ザーです。ウエッ
ト・フライに有効
なフェザーが多
く付いていて捨
てる部分があり
ません。ハック
ル、トッピング、

テール等に使用できます。ナチュラルは勿論ですがダイド・
カラーの色合いが大変リアルな事も多用される一因です。表
面から見るラム・パッチ・フェザー全体のサイズは約２０ｘ
１０センチ。カラー：①イエロー②レッド③ナチュラル④ク
ラレット⑤オリーブ⑥ブラック

リングネック・フェザント・スキン 
リング・ネック・フェザン
トは大変ポピュラーなマテ
リアルで多岐にわたって使
用されています。特にウエッ
ト・フライには殆どのフェ
ザーが使用できます。テー
ル部分に近いブルーがかっ
たフェザーはウエットの
チーク、スペイ・ハックル、
トッピングと最も人気の
高いフェザーです。ブレ
ストからヘッドにかけて
のブラウン系統のフェ
ザーはハックルとして巻
くと大変リアルな色合い

を持つ効果的なフライが巻けます。カラー：①ナチュラル②
レッド③オリーブ④ブラック⑤イエロー⑥ブラウン⑦オレン
ジ⑧パープル（写真がありません）
ナチュラル①税込￥２，５２０（税別￥２，４００）
ダイド②～⑦税込￥２，９４０（税別￥２，８００）

＊今年度はハックルの入荷量が極めて少なくご迷惑お掛けいたしております。引き続き輸入に力を入れてまいる所存です。
１１月下旬現在の在庫は①コーチマン・ブラウン② Med ブルー・ダン③ライト・ジンジャー④グリズリー⑤ Med ブラウンで
す。この他に写真は掲載されていませんが⑥ブラック⑦クリーム⑧ジンジャー⑨ライト・ブラウン⑩ライト・ダン⑪バジャー
の計１１色があります。＊⑥⑦⑧⑨⑩は１２月１６日アメリカを出荷される予定です。ご予約もお受けいたしております。

ホワイテイング農場で作られるヒーバート ･ブラン
ド・ハックルはナチュラル・カラーの多い事が特徴
です。このブロンズ ･グレード・ドライ用ネック・ハッ
クルは、サドルかと思うほどの長いストーク (＃１４
サイズ用では 12cm 程度、＃１６で 10cm 程度 )と細
いファイバーを持っています。小型ドライ ･フライ
を沢山巻くフライ ･タイヤーにお奨めのお買い得グ
レード。更にホワイテイング ･ヒーバート ･ハック
ルのストークは細く柔らかいために大変巻きやすく
フライの仕上がりがシャープになります。ストーク
が非常に長いので、＃１４程度（殆どの＃１６用ハッ
クルでも）が巻ける１本のハックルから 2本（時と
して３本）のフライを巻ける物が少なくありません。
それらを考慮すると大変お得な特別グレードのハッ
クルと言えます。

長いストークに短いファイバー、惚れ惚れするハイ・グレード・ハックル　ホワイテイング ･ブロン

ズ ･グレード ･クック ･ネックの入荷が始まりました。掲載写真のカラー以外も引き続き入荷が始ま

ります。入荷状況は当店ホーム・ページに随時掲載します。 税込￥５，９８５（税別￥５，７００）

”ウルトラ・スレッド”ワックスド・タイング・スレッド・
１００ヤード巻き税込￥２９４（税別￥２８０）　

サイズは６/
０に相当す
るアメリカ
製のドライ
用スレッド
です。特徴
は通常の撚
り糸ではな
く扁平に仕
上がる単線
である事で
す。スレッ
ドで巻いた
部分の凹凸
が少なくな

り、よりスムースな仕上がりになります。この為マテリアルを広
い面積で包み込みように巻きとめるのでしっかりと止まりマテリ
アルが広がる事を防ぎます。ライト・ワックス付きと言う仕様も
スレッドの滑りと、マテリアル固定力のバランスが取れた特徴に
なっています。主な目的としてはドライ用スレッドですが、強度
もかなりあるので＃１０程度までのウエットのヘッドを凹凸を少
なくして綺麗に仕上げたい時など最適です。ドライのみならずウ
エットやニンフにも適した多目的スレッドです。スプールにはス
レッドの端を止める機能が付いているので先端がほどける心配も
ありません。写真では単線仕様の先端部をばらしてみました。（実
際にはほんの僅かです）カラー：①クリーム②ブラック③蛍光ピ
ンク④タン⑤蛍光セリース⑥蛍光オレンジ⑦ポッパー・イエロー
⑧ファイヤー・オレンジ⑨ブラウン・オリーブ⑩ラステイー・ブ
ラウン⑪蛍光シャトリュース⑫ブラック⑬オリーブ・グリーン⑭
ピーコック・ブルー⑮ブルー・ダン⑯ホワイト⑰グレー・ブラウ
ン⑱Ｄｋ．ブラウン⑲ワイン⑳レッド

ダンビル・ホログラフィック・テインセル税込￥３３６幅が
約０．７
ミリ程度
のソフト
なプラ
ステイッ
ク・テイ
ンセル。

ボデイに巻いたり、大型フライのウイング用アクセントにも
ご使用になれます。柔らかな素材なのでオーバー・ウイング
やアンダー・ウイングに使用すると水中での微妙なアクショ
ンが生まれます。無原則に光を放つ乱反射光線が極めて刺激
的なフライが作れます。２０ヤード巻き。カラー：①パープ
ル②ゴールド③オレンジ④シャトリュース⑤シルバー

レインボー・ビーズ・アイ税込￥３８９（税別￥３７０）
七色のレインボー・カラーに輝
く特殊カラーのグラス・ビーズ・
アイ。ゴールドやシルバーに反
応を示さない魚に試してみてく
ださい。刺激的なパール・カラー
の輝きに強く反応するかもしれ
ません。両サイズとも１パック
各３０個入り。
サイズ：①３mm ②４㎜
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ホログラフィック・フラット・テインセル税込￥２６３（税
別￥２５０）アメリ
カ製のフラット・テ
インセルです。一般
的にはシルバーや
ゴールドのように単
色のものが多いので
すがこれは強い乱反
射光線を出すホログ
ラフィック・カラー
です。このテインセ
ルで巻かれてフライ

は水中での刺激的な輝きが一段と高まります。サイズ：①Ｓ
②Ｍ③Ｌ　カラー：①シルバー②ゴールド

モトルド・ピーコック・ウイング・１ペアー（２枚セット）
税込￥１，６８０（税別￥１，
６００）モトルド模様がはっきり
と出ていることからウエット・フ
ライの優れたウイング材として人
気の高いマテリアルです。ター
キー・クイルに比べて僅かに羽根
の厚さが薄めなのでフックに巻き
とめる作業が楽に行えるでしょ
う。更に割れにくいために耐久性

も高いと言われています。羽根の全長は約３０センチ程度、
幅は約６～７センチ程度の大型のクイルです。ドライの陸生
昆虫やケデイスのウイングにもリアルなカラーが効果を発揮
します。又、ニンフのウイング・ケースにも使用されます。

フライ・エンファンサー・レッグ税込￥４９４（税別￥４７０）
２色又は３色で色
づけされたアトラ
クテイブなシリコ
ン・ラバー・レッグ。
従来のカラーに比
べると色合いが際
立って鮮やかです。
出来上がったポッ
パーやフライの仕
上がりの艶やかさ
が一段と上がりま

す。シリコン製ですので水
中でのバイブレーションも間
断なく動き続けます。長さ約
１４センチのシリコン・シー
トが４枚入っています。１枚
のシートには約１４本のレッ
グが付いていますので、合計
で約８８本程のレッグが入っ

ています。カラー：①シャトリュース／オリーブ /ブラック
②ゴールド /アンバー /ブラック③ブラウン /パンプキン④
オリーブ /ライト・オリーブ⑤ライト・ブルー /パンプキン
⑥パープル /パンプキン⑦ブルー /ブラック⑧イエロー /ホ
ワイト /ブラック⑨ホワイト /シャトリュース⑩ピンク /オ
リーブ /蛍光イエロー⑪オレンジ /パンプキン /イエロー
グリズリー・ファイン・ラバー・レッグ税込￥６９３（税別

￥６６０）白と黒のグリズリー・カ
ラーの極細ラバー・レッグ。これだ
けの細さなら水の抵抗も少なくなる
ので小型のウエットやドライ・フラ

イのレッグに
も使用できま
す。太さは約
０．３７ミリ、
レッグの長さ
は約２２セン

チ。写真上・グリーンの通常のシリコン・レッグと比べても
その細さがお分かりいただけると思います。カラーはグリズ
リーの一色のみ。

フラッシャブー・ミラージュ・スリット・テインセル
税込￥７７７（税別￥７４０）フラッシャーブーは数多くの
反射マテリアルを作っています。その光沢の美しさは他のメー
カーの追従を許しません。このソフトなマテリアルは横幅約
４５センチｘ縦約１０センチ、１本のテインセルの幅は約１

ｍｍ、プラステイック製素材の
厚みは約０．３ｍｍです。乱反
射が生み出す光沢は本物の魚の
鱗のようにあらゆる方向に向

かって輝いて
います。更に
ソフトな素材
の為に水中で
はリアルな動
きを与えるこ
とが出来ます。
量もかなり多
いのでたっぷ
りとウイング
の上に添えて、
非常に刺激的

なフライを作ることが出来るでしょう。
スカルピン・ヘルメット税込￥７９８（税別￥７５０）

フックのヘッド
に瞬間接着剤等
で取り付けるだ
けでリアルなス
カルピンのヘッ
ドが作れる新し
いプラスチック
製マテリアルで
す。両面テープ
付のホログラ
フィック・アイ
が付いているの
で更に効果的な
ヘッドになりま
す。イラスト入

りの作り方説明書付。サイズは Sと Lの２サイズがあります。
カラー：①オリーブ②ブラック、サイズ：Sと L。各８個入り。

サイズ 横幅 縦 重量 価格

S: ①② １２．２ ９．４ １．３ｇ 税込￥７９８
（税別￥７５０）L: ③④ １５．７ １２．２ ２．９ｇ

フラッシャブー・ミラージュ・オパール・ミノー・ボデイ税

込￥４７３（税別￥４５０）さす
がフラッシャブー製らしく光沢
が非常に美しいオパール・カラー
のミノー・ボデイ用チューブ。
全長約７０センチ、チューブの

半径は約３ミリ。チューブ
の編み目が細かくオパール
の鱗がリアルに反射光線を

発生します。カットしたチューブの両端を押しながらスレッ
ドで固定するといっそう鱗状の編み目が細かく詰められて更
に光沢がリアルな輝きを発生します。チューブの内部には型
崩れを防ぐ為のコットン・コードが通っています。

特製 ･２０１２年オリジナル・サーモン・フライ・
スポーツ・タオル・プレゼント

日頃のお引き立てに感謝申し上げ ､年末・新春にご来
店・又は通信販売にて￥８,０００以上（雑誌を除い
て）お買い上げ戴きました御客様に厚地の特製スポー
ツ・タオルとフェイス・タオルの計２本セットを進呈
申し上げます。数に限りがありますので、品切れを以
て終了させて戴きます。＊写真は２０１１年用スポー
ツ・タオルと１２年用デザイン段階の写真です。

１９８０年代・３Ｍ・システム６・グラファイト・ロッド８‘１
“＃６税込￥３０，４５０
（税別￥２９，０００）
ロッド重量約１００グ

ラム。バットの張ったシャープなアクションは当時としては
画期的なものでした。本流や湖で遠投を楽しみながら大きな
魚を掛けるのに適しています。確かではありませんがこのロッ
ドはダイヤモンドバック社製と推測しています。状態がかな
り良好、人気の高いショート・ロッドです。オリジナル布ケー
スとロッド・チューブ付。お問い合わせ番号ＳＡ４３１。
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グリズリー・バ
リアント・クッ
ク・ネック・税
込￥８９３（税
別￥８５０）グ
リズリー・クック・
ネック上部の大型
フェザーです。ウ
エットやストリー

マーのウイングやスペイ・ハックル等に効果的です。ファイバー
を取り去ったあとのストークは優れたクイル・ボデイのマテリア
ルとなります。何といってもグリズリーの特徴は巻きあがったフ
ライのリアルな色合いにあります。このネック ･ハックルのフェ
ザーの長さは約１０～１２センチ、適合するサイズは＃８～＃２
程度です。１パック（写真は全て１パック分です）の量もかなり
の数の羽根が入っているので使いでのあるマテリアルです。カ
ラー：①ナチュラル②パンプキン③シャトリュース④オレンジ⑤
イエロー⑥レッド⑦オリーブ

アムファースト・センター・テール－税込￥２，９９３（税別

￥２，８５０）

カラーが美しいウ
エット用ウイング材
です。全長約９０セ
ンチの大型センター・
テールです。クラシッ
クなイメージの綺麗
なウエット・フライ
で釣りをしたいと
思った時、このマテ
リアルをウイングの
上にトッピングとし
て添えただけでもフ

ライが活き活きとしたものに見えてきます。ク
ラシックなサーモン・フライに使われていた多
くの美しいフェザーは現在取引が禁止されてい
ますので、この大型フェザーはウエット・フラ

イにアクセントをつけるマテリアルとして得がたいテールで
す。カラー：①シャトリュース②ホット・オレンジ③イエロー
④キング・フィッシャー・ブルー⑤レッド⑥グリーン⑦ホット・

ピンク⑧パープル⑨ナチュラル

インデアン・ヘン・ネック 税込￥１，０２９（税別￥９８０）
ここ数年、ホワイテイング・
ヘン・ネックは入手が難し
くなってきております。価
格もかなり高騰しています
ので、普通に使用するウ
エット・フライにはこの手
頃なインデアン・ヘン・ネッ
クでも十分ではないでしょ
うか。今回グリズリーを含
めてナチュラル・カラーを
各種輸入しました。細部ま
で厳密に見ればホワイテイ
ングのフェザーに及びませ

んが、広げてハックルに巻いてしまえばフライとして使用す
るには十分活用できるでしょう。カラー：①ブラック②ファー
ニス③オリーブ④バジャー⑤ホワイト⑥バリアント⑦グリズ
リー⑧ブラック⑨クラレット⑩オリーブ・ブラウン⑪インセ
クト・グリーン⑫ブルー⑬オレンジ⑭ブル－・ダン

シャープテイル・ウイング 税込

￥９３５（税別￥８９０）全長約
２０センチ程のパートリッジに極め
て類似した羽根です。リアルな色合
いが特徴です。殆どがウエットやド
ライのリアルなカラーを持つウイン
グ材となります。若干のカバリット・
フェザーが小型ウエットのハックル
に使用できます。

グレー・マラード・ウイング 税込￥７８８（税別￥７５０）近年、
オリジナル・フライを創作するベテ
ラン・タイヤーが探している大きな
スキンやウイングの輸入が大変難し
くなってきています。このウイング
にはホワイト・テイップのセカンダ
リーが沢山付いていてそれぞれに大
変有効なウイング材ですが、特にブ

ルー・ウイング・ホワイト・テイップは有名です。その下にも少
し小型のグレー・ウイング・ホワイト・テイップが付いています。
カバリットはウエット用ハックルに使用できます。メインのグ
レー・ウイングは＃８程度以下のウエットやドライのウイング材
として大変ポピュラーなマテリアルです。左右一対のセットです。

インデアン・ヘン・バック税込￥９２４（税別￥８８０）
ヘンのテールに近い部分の羽
根です。どんな鳥でもここに
はフライ・タイングに有効な
硬さ・広がり具合・長さを持っ
たフェザーが密集しています。
このヘン・バックもネックよ
りやや大型のウエット・フラ

イのスペイ・ハックルやウイング等に適したフェザーが取れます。
カラー：①オリーブ②ブラック③ナチュラル④オレンジ

エクストラクテッド・フェザント・センター・テール 税
込￥３８９（税別
￥３７０）フェザント・
テールはニンフからド
ライまであらゆる渓流
用フライのボデイに多
用されるクラシックな
マテリアル。シャープな
外観のボデイはその効
果から良く釣れるフラ
イの一つとして知られ
ています。グレードと素
材の色具合の良いテー

ルを選んで鮮やかにダイドした美しいカラーのマテリアル。通常
色が濃いフェザント・テールは染色してもこれ程鮮やかに発色し
ません。カラー：①蛍光イエロー②ヘーロン・グレー③ゴールデン・
オリーブ④オレンジ⑤イエロー⑥オリーブ⑦蛍光オレンジ⑧クラ
レット⑨レッド＊以下写真がありません⑩バフ⑪ブラウン

ブルー・ジェイ・ハックル税込￥３９８（税別￥３８０）
ウエット・フライのア
クセントに人気の高い
フェザーです。ウイン
グやハックルなどに使

用されます。ハックルとしてお使
いの場合はストークから半分に裂
いてお使いください。ストークを
ボール・ペンの軸等で押し潰して
軟くした後、先端部の両側のフェ

ザーを持って静かに引き剥がし割ってください。この時真ん中か
らではなく片側は３～５ミリ下から行うと失敗が少ないと思いま
す。一枚から２枚のハックル（１枚は黒が多くなります）が取れ
ます。３ペアー、６枚入り。

ピーコック・ゴールド・ボデイ３ｇ入り税込￥３６８（税別
￥３５０）ピーコックは鮮やかなカラー
が多いことから特にウエット・フライに使
用される事が多いフェザーです。ご要望の
多かったゴールド・ボデイ・フェザーを、
品質の優れた英国より輸入いたしました。
ウエット用のハックル、チーク、トッピン
グ等にご使用ください。３ｇ入りパックは
かなりの数の羽根が入っています。

ダンビル・フラット・ワックスド・２１０
デニール・スレッド税込￥２９４（税別

￥２８０）強力な強さのフラット・スレッ

ド。扁平に巻けるので凹凸が少ないスムー

スな仕上がりになります。ワックス付な

のでマテリアルをしっかりと固定出来ま

す。大型のサーモン・フライ、バス・バグ、

ソルト・ウオーター用に適した太さで

す。１００ヤード巻き。カラー：①ホ
ワイト②ブラック③イエロー④グレー
⑤タバコ・ブラウン⑥レッド⑦オリー
ブ⑧ピーコック・グリーン⑨ベージュ
⑩蛍光レッド⑪蛍光ホワイト⑫蛍光ブ
ルー⑬蛍光ピンク⑭蛍光ファイヤー・
オレンジ⑮蛍光イエロー⑯蛍光オレンジ⑰蛍光グリーン
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ダイヤモンド・ラップ
ソルト用ロッドのバッ
ト部分にアクセントと
なるダイヤモンド模様
を簡単に作れるゴール
ドとシルバーの大型
チューブ。ブランク径
に合せて必要な長さに

カットしたチューブを通して両端をラッピン
グ・スレッドで巻きとめます。後はフレックス・
コートなどで塗装を施すだけで、印象の強いダ
イヤモンド・ラップが完成します。チューブの
直径は①約１３ミリ程度で、伸縮性があるので
３０ミリ程度のロッドまで②２８～７０ミリ程

度まで取り付けることが可能です。長さは共に約３３センチ程度。
カラーは両サイズ共に①ゴールドと②シルバーがあります。

適合ロッド径 価格・税込

① S １３～３５ミリ程度 ￥４８３（税別￥４６０）

② L ２８～７０ミリ程度 ￥７３５（税別￥７００） 

アンテイーク・コルク・リング１５個入り税込￥３，６７５
（税別￥３，５００）良質なコルク
がまだ入手可能だった１９８０年代
と推定されるコルク・リングをオー
クションで買い付けました。出品さ
れた他のパーツ等から類推すると仕
事を辞めたロッド製作者の工房から
出たようで全て未使用です。一部に
リング外周の僅かな欠落やリングの
面の表面の荒れなどが見られるもの

もありますが、接着して整形すれば落としてしまう部分や内部に
接着されてしまうので問題はありません。極力選別して１５個を
パックしてあります。所謂特別なグレードのコルクですので現在
出回っているものとは明らかに品質が異なる最上級コルク・リン
グです。外径３２ミリｘ厚さ１２．６ミリｘ内径６．５ミリ、若干
内径が太いリングも入っています。使用上支障ありません。

３Ｍ・ウエットオアドライ・サンド・ペーパー・３サイズ・セッ
ト税込￥１，４７０（税別￥１，

４００）アメリカのデラックス・

パーツ専門メーカー、クラシック・
スポーツがフェルールの仕上げや
他のニッケル・シルバー製品の艶
出しに使用しているものです。一
般の紙やすりは紙が固いので平均
して研磨できない場合があります。
この紙やすりは裏に紙が貼ってあ
りませんので、大変柔らかく研磨

面にぴったりと密着してくれます。数ある研磨面の程度からクラシック・
スポーツが選んだ３サイズをセットにしてあります。フェルールのマッ
チング作業やニッケル・シートの研磨などに大変重宝するヤスリです。
①ブルーは細目で９ミクロン②グレーは中間で１５ミクロン③グリーン
は少し荒目で３０ミクロンになっています。①はアルミ、②③はシリコ
ン・カーバイドのヤスリです。各々のサイズは１４０ｘ２１５ミリ。

クラシック・スポーツ・ヘキサゴン・バット・プレート税込

￥２，０１６（税別￥１，
９２０）古い時代の良質な
アメリカ製品の良さをもっ
たバンブー・ロッド用高級
パーツのメーカー、クラシッ
ク・スポーツのハンド・メ
イド・ヘキサゴン・バット・

プレート。クラシック・スポーツのパーツはアメリカ製ニッケル・
シルバーを使用していることがその優れた品質の一つの証です。
フェルールなどでは柔らかく差し込まれてしっかりと止めること
が出来ます。このバット・プレートも、アメリカ製ニッケル・シ
ルバー独特の奥深い光沢は年月とともに変色して僅かに黄みを帯
びてきます。感触も柔らかく手に馴染みます。すべて手作りでバー・
ストックから削り出して製造しています。バンブー用のヘキサゴ
ン・プレートのサイズは対面で約１６．５ミリ、対角で１８．５ミリ、
差し込み部分の外径は約４．６ミリです。

ラバー入りハイカ・コルク・トリム・リング各４個入り
コルクとゴムの粒子を混ぜたコルク・リ

ングを当店のグリップに取り付けたとこ

ろ大変ご好評をいただきました。コルク

とゴムの粒子を混合した人造コルクは高

い耐水性と耐久性が特徴です。加工がコ

ルク程簡単に削れませんがそれだけに強

度が高まります。グリップ上部に付けれ

ばワインデイング・チェックのような雰

囲気になり、下端部に付ければリール・

シートの境目を引き締めた印象にする事

が出来ます。共にグリップ・コルク部の

欠落等から守ります。カラーは①ブラッ

ク②ブラウンがあります。リングの厚み

がカラーによって違います。形状に穴あ

きタイプとソリッド・タイプの２種類が

あります。新発売のソリッド・タイプは

グリップやエクステンション下端部の補

強や飾りに使用します。

穴あきリング４個入 税込￥６９３

①ブラック ３２mm ｘ８mm（厚）ｘ６mm（穴）

②ブラウン ３２mm ｘ７mm（厚）ｘ６mm（穴）

穴無しソリッド・タイプ・リング４個入税込￥７９８

③ブラック ３２mm ｘ８mm（厚）

④ブラウン （＊写真がありません）３２mm ｘ７mm（厚）

バンブー・フェルール研磨用・スーパー・ファイン・ファイ
ル税込￥５，９８５（税別￥５，７００）この極細目の特殊ヤスリ

は、フェルールの
すり合わせに最適
です。金属製なが
ら、ほぼ耐水ペー
パーの＃１０００
前後の細かさで
す。固い金属です

ので研磨面に凹凸が出来にくく平らに削ることが出来ます。ファ
イルの横幅約６．３ミリ、厚さ２．７ミリ、ヤスリ面の長さ１５０
ミリ。すり合わせ作業は、オス・フェルールの下端部からヤスリ
の幅約６ミリを研磨して雌に差し込みその具合を見ます。最初の
６ミリが入ったらその上の６ミリへと、ファイルの幅づつ差し込
みと調節を繰返しながら順次上部へと作業を行っていきます。

ダンビル・サテン・フィニッシュ・＃Ａ・ＮＣＰスレッド 税込

￥２８４（税別￥２７０）
昔から使われている変色防
止加工済のアメリカ製ラッ
ピング・スレッド。名前

の由来は塗装を掛けるとスレッ
ドの表面がぬめっとした美しい
光沢に仕上がることによります。
古い時代の雰囲気を持つロッド
のラッピング用スレッドとして

もお勧めですが、飾りのトリミングとしては特に使いやすくカラー
が変色せずにほぼそのままの色が美しく発色します。５０ヤード
のスレッドは渓流用ロッドのガイドをすべてこのスレッドを使用
して巻いても３～４本は巻ける量です。カラー：①ブラック② Dk
ブルー③ブルー④パープル⑤ Med グレー⑥イエロー⑦ Dk ブラウン
⑧グリーン⑨ホワイト⑩ゴールド⑪ Lt グレー⑫マルーン⑬レッド
⑭ブラウン⑮バーント・オレンジ

リセッスド・リール・シート
固定力の強いオール・メタル・シートは、
コルク・グリップの下端部に埋め込む
タイプでも上端部が太めの為ライト・
ロッドのグリップに使用できるものが
なかなかありません。今回そのような
ご要望が多いので上端部が細く埋め込
みが容易なメタル・シートを輸入いた

しました。固定力が強く丈夫で下端部にエクステンションが取り
付けられます。カラー：（１）①シルバー②ブラック③ゴールド（２）
①シルバー②ブラック。＊各部のサイズｍｍは下記の表を参照。

タイプ 内径 全長 埋込部外径 価格税込

（１） １５．８ １０．２ ２４．４ ￥２，３１０

（２） １５．７ １０．２ ２０．２ ￥９４５

１９７０年代フェンウイック・HMG グラファイト・８‘６“＃６
税込￥２９，４００（税
別￥２８，０００）シー
トにまだロゴが残ってい

る程大変状態の良い HMG

ロッド・初期の時代のグ

ラファイトのデリケートなアクションは今でも多くの方に好まれていま

す。それでも十分にシャープで、当時はその機能性の高さは多くのフラ

イ･フィッシャマンに好評を得たものです。ロッド重量約１５０グラム。

アルミ ･ケース、布袋付。お問い合わせ番号 SA ４２６。
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オージー・ポサム・ファー税込￥４９４（税別￥４７０）
ミンク・ファーに似たオポサムの小型ス
キンです。根本のアンダー・ファーとガー
ド・ヘヤーを混合してダビングすると光
沢のある優れたダビング材になります。
またファーの元からカットして小型フラ
イのウイングに使用する事も出来ます。

カラーも豊富で元のファー
の模様と染色が重なって大
変リアルな色合いになって
います。スキンのサイズは
約３．５ｘ３．５㎝、大きく
広がっているのでダビング
材としての使用量はかなり
あります。ファーの外径は
約４．５ｘ６㎝程になりま
す。カラー：①ブラック②
ナチュラル③ダーク・ナチュ

ラル④ボーン・フィッシュ・タン⑤ラステイ・ブラウン・バリア
ント⑥スカルピン・オリーブ⑦フロステッド・ブラック⑧ブラウ
ン⑨バーガンデイ⑩シャトリュース・フロステッド・Ｄｋ．オリー
ブ⑪チョコレート・ブラウン⑫フロステッド・クローフィッシュ・
オレンジ⑬Ｄｋ．オリーブ

バード・ブラッド・マラブー税込￥６９３（税別￥６６０）
小型フライでも巻ける
ブラッド・マラブーは
大変使いやすいマテリ
アルです。一般的に使
用されるテールやウイ
ングのみならずハック
ルとしても使用出来ま
す。その小型ブラッ
ド・マラブーを縞模様
に染め分けた刺激的カ
ラーのマテリアルが出
来ました。従来からの
縞模様より色合いが非
常に目立つものになっ

ています。慎重な動きのトラウトに
試してみる時などお勧めのカラーで
す。特にウオーム・ウオーターのバ
スやソルト・ウオーター、本流等で
はその効果が十分発揮されるでしょ
う。カラー：①ブラック・バード /
ホワイト②ブラック・バード /フュー

シャ③ブラック・バード /シャトリュース④ブラック・バード /
タン⑤パープル・バード /フューシャ⑥オレンジ・バード /シャ
トリュース⑦ブラック・バード /オリーブ

パラポスト・ウイング税込￥４６２（税別￥４４０）パーマネ
ントの浮力材として愛用者
の多いウオーター・シェッ
ドを浸透させた浮力の強い
ウイング・マテリアル。自
在にカットしたり裂いたり
できるので、大きさ・サイ
ズ・形を選ばず浮力の強い
ウイングが作れます。イマー
ジャー、デバイデッド・ウ
イング、パラシュートのウ

イングとあらゆるタイプのウイングに適
応する使い勝手の優れたマテリアルです。
長さ２０センチのマテリアルが約２７本
程（２４本程かもしれません）が１パッ

クになっています。カラー：①蛍光シャトリュース②ブラウ
ン・ケデイス③蛍光オレンジ④ホット・ピンク⑤蛍光イエロー
⑥Dk.ダン⑦ホワイト⑧Med.ダン⑨シナモン・ケデイス⑩ノー
ム・ウッド・スペシャル⑪ Lt. ダン

フック付ポッパー・ボデイ１０個セット浮力が強く、障害物に
当たっても壊れにくい特殊発
泡材製のポッパーとフックの
10 セット入り。この素材はコ
ルクに比べると凹凸も少なく
表面が滑らかなので塗装も綺
麗に仕上がります。ボデイ・カ
ラーもホワイトなので発色が
鮮やかになります。フェルト・
ペンでも塗れます。後はフック
を固定するだけで簡単にポッ
パーが作れます。＃８は＃６ラ
イン程度のライト・ロッドで
も使用できるのでお手持ちの
ロッドで手軽にお楽しみにな
れます。

テーパード税込￥８８２ ペンシル税込￥１，０２９

① ＃１用 ２１ｘ１３．６ ⑤ ＃１用 ４０ｘ９

② ＃４用 １７．６ｘ１１．８ ⑥ ＃４用 ２８ｘ７．３

③ ＃８用 １２．３ｘ８．２ ソルト用税込￥１，１５５

ブリーム税込￥８８２ ⑦ ＃２/０用 ４０ｘ１４

④ ＃１０用 １０．５ｘ５．４ ⑧ ＃２用 ３０ｘ１２．３

（＊付属のフック・サイズと長さｘ先端外径ｍｍ表示）

ソフト・ハックル・バルク・パック水面を漂うに流れるソフト・
ハックルド・フライは視認性に優
れたウエットとしてその効果と併
せて人気のフライです。当店では
ベテラン・タイヤーのご要望の多
い大袋で販売しております。たっ
ぷりとご使用になれます。人気の
高い２種類をご紹介します。①
イングリッシュ ・ グレー ・ パートリッ
ジ ・ フランク ・ フェザー ・ ３ｇ入り税
込￥３１５（税別￥３００）英
国産のパートリッジ、毛質とカ
ラーがリアル。ネックより大型
のフック・サイズ＃１２～＃６
程度まで巻けます。②ＣＤＣナ
チュラル・グレー・２．５ｇ入り
税込￥１，８９０（税別￥１，
８００）野生のグレー・ダック
のＣＤＣ，家禽の鴨より油分が

強くカラーがリアル。かなり多量に入っています。

ウルトラ・レース・チュービング・①１ｍｍ②０６㎜共に税込
￥３７８（税別￥３６０）薄く柔
らかなチューブ、繊細で透明感のあ
るボデイが作れます。通常はチュー
ブの内部にゴールドやシルバー等の
テインセル類やフラッシャブー等の
光沢や輝きのあるマテリアルを通し
て使用します。柔らかい素材の場合
はナイロンを折り返して通して輪
を作り、それに引っかけて通すと、
フェザー等も通すことが出来ます。
チューブをこのままでも、輝きのあ
る素材を差し通してから巻いても、
光沢のあるリアルなボデイに仕上が
ります。全長約２．７メートル。ス
タンダードの内径①１ｍｍと②０．
６ｍｍのマイクロ・サイズがありま
す。カラー：①グレー②イエロー③
ブラウン④オレンジ⑤ライム⑥オ

リーブ⑦レッド⑧クリヤー⑨ブラック英国製タイング・ワックス税込￥３１５

（税別￥３００）英国で昔から使用され
てきた少し硬めの特殊固形ワックス。一
見するとべたつき感が少ないので有効性
が無いように感じられますが、愛用者の
方はこの特徴を好まれるようです。べた
つく不快感がない上にスレッドのしまり
具合が良くマテリアルをしっかりと固定

できる特徴があります。厚み約１０ミリ、太い方の外径４３ミリ。

１９７０年代フェンウイック・フェラライト・グラス・ロッ
ド・７‘６
“＃５～６税込

￥２０，７９０（税別￥１９，８００）比較的古い時代のモデル、
当時デリケートで軽いと強い支持を得たアクションは当然の
ものだったと感じさせるロッドです。＃４～５が適していま
す。かなり綺麗で良好な状態ですがケース類は付いていませ
ん。ロッド重量約９０グラム、お問い合わせ番号 SA ４２４。
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ＣＣＴ・ボデイ・ファー税込￥６２０（税別￥５９０）アント
ロンに類似した繊維にテインセルを
撚り込んであります。ファーの長さ
は約１１ミリ、全長約７０センチ。
ハックルを巻くようにボデイに巻き
付けてから適宜希望の長さにカット
したり刈込んだりしてご使用下さ
い。ご希望の形や長さに作れます。
ウエットのカラーやテールにもご使
用になれます。油性フェルト・ペン
で色を付ける事も出来ます。どちら

かと言うと大きめのウエット、ストリー
マー、ソルト・ウオーター・フライに適
したサイズのボデイ用マテリアルです。カ
ラー：①蛍光オレンジ②ゴールデン・オリー
ブ③シルバー・グレー④ホワイト⑤ブラッ
ク⑥シャトリュース⑦蛍光ピンク

ＵＶ・ポーラー・シェニールにマイクロ・サイズが入荷しま
した長さが約１０ミリ程度の極めて
光沢の強いＵＶ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。素材の関係から表示カラーが
通常の色と若干異なる場合がありま
す。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。通常のミデアム・サイズ（写
真右）をハックルに使用した場合は＃６

～１０程度、ボデイではもっと広い範囲にご使用になれます。今
回＃１０以下のフックに使用できる長さ約５ミリのマイクロ・サ

イズ（写真左）を輸入いたしました。

ミデイアム・ＵＶポーラ・シェニール税込￥５０８（税別

￥４８０）カラー：①ブラック②ブラウン③シャトリュース④
カッパー⑤フューシャ⑥ゴールド⑦ホット・オレンジ⑧ホッ
ト・ピンク⑨オリーブ⑩オリーブ・ブラウン⑪パール⑫シル
バー⑬レッド⑭パープル
マイクロ・ＵＶポーラ・シェニール税込￥３６８（税別￥３５０）

カラー：①ブラック②ブラウン③シャトリュース④Ｆｕｃｈ
ｓｉａ⑤ホット・オレンジ⑥ホット・ピンク⑦オリーブ⑧オ
リーブ・ブラウン⑨パープル⑩レッド⑪クリヤー

１９６０～７０年代・マイター・ハーデイ・コーチマン・９‘＃５
税込￥３９，４８０（税別￥３６，０００）マイター・シリーズ
はハーデイの入門用モデル、ロッドの素材等は他のハーデイとほ

ぼ同じものが
使われており、
パーツ類の仕
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は見られません。使用頻度もそれ程多
くないのでこれからも長くご愛用いただけるでしょう。ロッド重
量約１９０グラム、３ピース・１テイップ、オリジナル布ケース付。
お問い合わせ番号ＳＡ３８８ 。
１９６０～７０年年代・シャープ・スコッテイ・１２‘＃８
税込￥４９，３５０（税別￥４７，０００）シャープの特徴であ
るインプリグネーション ･ロッド、バンブーとは思えないほどの

耐久性が最大の
長所です。５０
年以上たった現

在でもそれ程の劣化は見られません。ロッド重量約４１０グラム、
取り回しの容易な人気の高い１２フィート。エクストラ ･テイッ
プも付いていますのでこれからも長くご愛用いただけるスペイ ･
ロッドです。状態もかなり良好です。３ピース、２テイップ、オ
リジナル布ケース付き。お問い合わせ番号ＳＡ３９１。

ダムセル・グラス・ツイン・アイ税込￥４８３（税別￥４６０）

リアルな光を放つアイ
が２個繋がれた特殊な
形状のグラス・アイ。
ダムセル・フライのみ
ならずあらゆるフライ

のアイに使用できます。１個のアイの外径
は約３．５ミリ、２個の連結したアイの幅は約６．４ミリ。中心部
にはフックを通す穴が付いています（右下写真・穴にピンセット
の先端を入れて撮影しました）。カラー：①イリデイセント・ブロ
ンズ②クリヤー・ゴールド③イリデイセント・ライラック④クリ
ヤー ･シルバー⑤イリデイｈセント・グリーン⑥ヘマタイト
ダンビル・フライ・マスター・６/０・ワックスド・スレッ

ド・２００ヤード巻
き税込￥２９４（税別
￥２８０）ベテラン・

タイヤーにはお馴染みの
アメリカ製タイング・ス
レッドです。ドライ用タ
イング・スレッドと言
えばこのフライ・マスー
ターだけだった時代があ
りました。このスレッド

はダビングに適した粘度と、スムースなタイング作業が行え
る粘度との兼ね合いが良いのが特徴です。ダビング材もしっ
かりと固定出来、マテリアルもスムースに止められ強度も十
分です。ドライのみならずウエットやニンフ等多目的に使用
できます。巻量も２００ヤードと大巻ですので安心してお使
いになれます。カラー（全２５色）：①ブラック②ホワイト③
レッド④イエロー⑤コーヒー⑥オリーブ⑦グレー⑧ワイン⑨
ベージュ⑩ペール・イエロー⑪タバコ・ブラウン⑫Ｌｔオリー
ブ⑬ピーコック・グリーン⑭チャコール⑮Ｄｋブラウン⑯パー
プル⑰蛍光レッド⑱蛍光イエロー⑲蛍光オレンジ⑳蛍光グ
リーン・21 蛍光ファイヤー・オレンジ・ 22 蛍光ブルー・ 23
蛍光ピンク＊写真に掲載の無い色 24 オレンジ・25 クリーム

イージ・タイ・ブラッシュ税込￥６０９（税別￥５８０）全
長約１３センチ極細ワイヤー
にアトラクテイブな輝きを持
つテインセル類を混合してよ

り合わせた英
国製マテリア
ルです。撚り
込まれたマテ
リアルの差し
渡しは１０～

１５ミリ程度の長さです。パール・アントロン、ＵＶファイバー
等の輝きが強いマテリアルが主な素材です。１０本入り。ソフト
なワイヤーですのでボデイにしっかりと巻きつけることができ、
簡単にリアルでボリュームのあるダビング・ボデイを作る事が出
来ます。本流や湖、ソルト・フライ等に効果的な色合いになって
います。カラー：①ブラック②カッパー③蛍光オレンジ④蛍光ピ
ンク⑤ＵＶパール⑥蛍光イエロー⑦ゴールド⑧ピーコック⑨パー
ル・グリーン⑩ＵＶシルバー

タングステン・シート税込￥７９８（税別￥７６０）ハサミ
やカッターで、希望のサイズに自在に切ったり形を作ったりする
事が出来るタングステンのシート。フック・サイズや目的に合わ

せてぴったりのウエイトを作る事が
出来ます。厚さ約０．４８ｍｍ、サ
イズは７５ｘ８５ｍｍ、総重量は約
１３．３グラムあります。このシー
トをハサミで幅１．５ｍｍにカット
した場合、長さと目方は１５ミリ /
０．０４７、２０ミリ /０．０６３、
２５ミリ/０．０７８、３０ミリ/０．

０９４となりかなりのウエイトが掛かります。２ミリ幅でカット
すると２５ミリの長さで約０．１０４グラムになります。正確で
はないので目安として参考にしてください。

１９６０年代へドン８‘６“＃５～６グラス・ロッド税込
￥３６，７５０（税別￥３５，０００）グラス・ロッドらしく非

常に繊細なアクション。
ロッド重量約１４０グラ
ム。ほぼ未使用に近く状
態は大変綺麗で使用頻度
は僅かと推測されます。
表示は＃６ですが＃４・

５も楽しく振れます。２ピース、オリジナル布ケースとアルミ・ケー
ス（キャップが欠落）付き。お問い合わせ番号ＳＡ４１７。
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【 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。誤
記が有るかもしれませんので、ご注文時正確な金額をお知りになりたい場合は
見積書をご請求下さい。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発刊時には売り切
れとなる商品が多いため、最新情報は当店ホー
ム ･ページをご覧ください。www.sasanofly.com

”オン・ザ・フライ”フライ・ボックス税込￥１，０２９（税
別￥９８０）直径６５ｘ厚さ
２２ｍｍの円形ボックスが
６個収納されているフライ・
ボックス・セット。個々のボッ
クスはフォルダーの上下の境
のプレートで保持され、更に
個々のボックスの凸部がフォ
ルダーの溝に入るので激しい
ウエデイングでも、外れるこ
とはまずありません。スト
ラップが付いているのでベス
トなどにぶら下げることが出
来ます。フライの他にウエイ
トやリーダー、インデイケー

ター等の細かい道具を収納することも出来ます。タイング用とし
てビーズ等の紛失しがちなマテリアルの収納にも適しています。

１９２８年・ハーデイ・ゴールド・メダル・９’６”＃５税込

￥７５，６００（税別￥７２，０００）ゴールド・メダルはハー
デイを代表するデラックスなロッドの一つ。大変綺麗なアルミ製
テイップ・ケースが付いています。ダブル・ビルドと推測されるロッ
ドは、９’６”とは思えない軽さとデリーケーなアクションです。
状態は約１００年前のものとは思えないほど大変良好です。３ピー
ス・２テイップ、布ケース付。お問合せ番号ＳＡ４１５。

２０１２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

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・グラス ･ロッド９‘３“＃７

～８税込￥３６，７５０（税別￥３５，０００）このロッドは、
シャープで軽いアクションが最大の特徴、湖や本流での遠投を楽

しむ方に
お勧めの
ハーデイ
のグラス・
ロッド・モ

デル。ロッド重量１１０グラム。オリジナル布ケース付、更にタ
グもついた大変珍しい未使用状態。グリップにはハーデイ出荷時
のプラステイック・カバー付き。お問い合わせ番号ＳＡ３８７。
１９６０年代・Ｐｅｚｏｎ・パラボリック・ソイヤーズ・ス
テイールウオーター９’６”＃６税込￥６９，３００（税別
￥６６，０００）ロッド重量約１９０グラム、ペゾン独特の張り
のあるアクションの為、その目方を負担に感じないでキャステイ
ングを楽しむことが出来るでしょう。フライのスムースな遠投

を得意
とする
ロッド
でファ

ンにとっては馴染みのアクションです。２ピース・１テイップ、
ペゾン・オリジナル布ケース付。専門家によるフル・レストアー
を施してありますので状態は大変きれいで良好です。当店お問い
合わせ番号ＳＡ４０２。

クイック・シンク税込￥３５７（税別￥３４０）英国製のリー
ダー等の沈下材。使用時には僅
かな水を加えて柔らかさと粘着力
を付けてからリーダー等に塗りつ
けてください。少しの間、水分を
乾燥させてからお使いいただくと

クイック・シンクの粘着力が高
まり効果がより長持ちします。

ケースのサイズは５３ｘ１４ミリです。 １９７０年代ウオルトン・パウエル１１‘６“＃８税込
￥４４，１００（税別￥４２，０００）当店では長年パウエルの
ロッドを取り扱っていましたがこのロッドは当店でも初めて見る
モデルです。それが現在の流行にマッチしたライト・スペイ・ロッ

ドであるこ
とに彼の先
見の明に納
得するので
す。当時か
らウオルト
ンのロッド
はかなり下

のサイズもキャスト出来ると言われていましたので、＃６～７程
度が適しているかもしれません（勿論＃８も振れますが）。バンブー
こそがロッド素材としては最も優れているというのが持論でした
ので、グラファイトでバンブー・ロッドのアクションを作り出し
たと言えます。このロッドは３ピース、珍しい２テイップです。バッ
トにフェルールを取り付けた仕様などから特注で作られた可能性
が高いと推測しています。状態はかなり良好です。布ケース、ロッ
ド・ケース付きです。お問い合わせ番号ＳＡ４１６。　。

１９２０～３０年代・グリン・ハート・１０‘＃３～５・３ピー
ス税込￥３４，６５０（税別￥３３，０００）このロッドはテイッ
プが２本ほぼ無傷で残っているたいへん珍しいモデルです。状態

もかな
り綺麗
で丁寧
にご

使用いただければ長くご愛用いただけるでしょう。仕様は大変デ
ラックスです。ロッド重量約２５０グラム、ラインは＃３～＃５
が適しています。お問い合わせ番号ＳＡ４１０。

１９６０年代サウスベンド・９‘＃４～５“税込￥３８，８５０
（税別￥３７，０００）
ロッド自重約１７０グ
ラム。ラインは＃３で
も振れるほどデリケー
トなバンブー・ロッド
です。状態はかなり良
好です。３ピース・２
テイップ、オリジナル
の布ケースと紙管製の

ロッド・ケース付き。当店お問い合わせ番号ＳＡ４１９。
１９７０年代・へドン・Ｐａｌ・マークⅡ・グラス・ロッド

８‘６“＃５～６税
込￥３６，７５０（税
別￥３５，０００）
珍しい未使用状態で、
メーカーが張った値
段表がグリップの上

に残っています。テイップ・アクションのロッドを意図してデザ
インされたようで、ロゴに書かれています。ロッド重量約１８０
グラム、２ピース。オリジナルの布ケースとアルミ・ケースが付
属していますがキャップが欠落しています。デラックス仕様のモ
デルと推測されます。お問い合わせ番号ＳＡ４２０。


