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１９６０年代・ハーデイ・パーフェクト３－３/８“税込

￥６１，９５０（税別￥５９，０００）丁寧に造られた古い時代
のハーデイ製品の人気
は高まるばかりです。
リールではパーフェク
トが最も人気が高く、
状態の良いものは手頃
な価格での入手が難し
くなっています。今回
のパーフェクトは人気
の高い仕様が全て揃っ
たモデルです。第一に
白いメノウ・リングは
綺麗な状態です。年代
推定の根拠でもあるリ
ブド・ブラス・フット
も人気の仕様です。ド
ラッグつまみ、ハンド
ル回りのブラス金具等
エナメル仕上げのパー

フェクトでご要望の多い仕様が全て含まれています。更に内部・
外部の状態が非常に綺麗です。スプール部の外径約７２ｍｍ、幅
１５ミリ、＃５～６ライン用。当店お問い合わせ番号ＳＢ３８３。

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・ハーデイ・プリンセス３－１/２”税込

￥４６，２００（税別
￥４４，０００）ライト ･ウ
エイト・シリーズの中ではミ
デイアム・サイズに属してい
て＃６～＃８ラインに適して
います。何時までも飽きのこ
ないシンプルで美しいデザイ
ンは製造を中止した今でも大
変高い人気があります。リー
ル本体の外形は８９ミリ、内
幅は２７．２ミリ。リールの状
態はかなり綺麗です。ハーデ
イのオリジナル・リール・ケー
ス付き。尚、ユニフロのＷＦ

８Ｆと思われるラインが付いています。ラインの状態は普通です
が使用は可能です。問い合せ番号ＳＢ３８７。

１９８０年代・ハーデイ・サンビーム＃９/１０・サーモン・
リール・替スプール付
税込￥５３，５５０（税
別￥５１，０００）サ
ンビームはマーキスの
長所とライト・ウエイ
トの長所をそれぞれ併
せてデザインされた美
しいリールです。ライ
ン・ガードがハーデイ
のデラックス・タイプ
のリールに使われてい
るメノウ・リング製で

あるのもデザイン上の特徴です。リールの状態はかなり綺麗で目
立つような大きな傷や塗装面の剥離は見られません。ドラッグ等
の機能も快適です。左右両用ですが、このモデルは右巻きになっ
ていますので左巻きに交換ご希望の場合はご指示ください。ハー
デイの使用可能と推定されるＤＴ９ＦとＤＴ９Ｉラインが付いて
います。替スプルー付、スペイ・リールに最適なサイズです。お
問い合わせ番号ＳＢ３９０。

１９７０年代・ハーデイ・マーキス・サーモンⅡ税込

￥５９，８５０（税別
￥５７，０００）マーキス・
サーモン・リールは近年大
変人気が高まっているリー
ルです。このモデルはその
中でも人気の高いリブド・
ブラス・フットが付いてい
ます。オリジナル・ケース
が付いている上、状態も大
変綺麗です。スプールの外
径約１０５ミリ、内幅は約
２９．５ミリ、＃８～＃１０
ライン程度に適していま
す。使用可能のコートラン
ド・４４４ラインのＤＴ
１０Ｆが付いています。左

巻きになっていますので、右巻き変更をご希望の場合はご指
示ください。お問い合わせ番号ＳＢ３８４。

１９７０年代・ハーデイ・バイカウント＃１５０
税込￥３３，６００（税別
￥３２，０００）状態はかなり良
好で大きな傷等は見られません。
リール重量約２００グラム、＃８
～１０ラインに適したライト･サー
モン ･リール。本流や湖での使用
に適した＃８～＃１０ライン用サ
イズ。スプール外径約８８ミリ、
内幅約２４ｍｍ。使用可能なＤＴ
１０Ｓライン付、左右両用ですが、
左巻きになっています。右巻をご
希望の場合はご指示ください。お
問い合わせ番号ＳＢ３８５。

１９７０年代ハーデイ・マーキス＃７税込￥２９，４００（税
別￥２８，０００）リール重量約
１３５グラム。スプール外径約９０
ミリ・内幅約１７．２ミリ、＃６～
７ライン用リール。リールの状態は
良好で使用に支障が出るほどの瑕疵
は見当たりません。この時代あたり
までのハーデイは手作りの行程が多
くアルミの厚みもあり耐久性が高い
と言われています。慎重に行えばた
とえ歪んだスプールをプライヤーで
直す事も難しくありません。お問い
合わせ番号ＳＢ３９１。

１９６０年代・ハーデイ・ハイドラ３-１/８”
税込￥３２，５５０（税別
￥３１，０００）日本で最も人気の
高い＃３～４用ライン用の小型リー
ル。穴の開いていない鉛色のスプー
ルはアンテイークらしい雰囲気が良
く出ています。本体はフェザー・ウ
エイトを利用したものではないかと
推測しています。スプールの外径約
７２ｍｍ、内幅１５．６ｍｍ。重量
約１３０グラム。ラインのバック・
ラッシュを防ぐ程度のブレーキ力
で、ドラッグの調整は出来ません。
瑕疵としては、リール本体裏側にラ
イン・サイズが細字のペンキで手書

きされています。お問合せ番号ＳＢ３８９。
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ブロンズ・グレードとプロ・グレード・クックサドル
ブロンズ・グレード税込￥５，１４５（税別￥４，９００）　
プロ・グレード税込￥４，４１０（税別￥４，２００）

クック・サドルの内①プロ・グレード・Ｍｅｄグレー・ダン
②プロ・グレード・ブラック③ブロンズ・グレード・Ｍｅｄ
グレー・ダンは現時点では在庫量がかなり豊富です。まこと
に恐縮ながらお一人様５枚までにさせていただいております。

ブロンズ・グレード・クック・サドルにはその他に①ブラウン・
グレー・ダン②ファーニス・ブラウン③ブラックの在庫があ
ります。

プロ・グレード・サドル 税込￥４，４１０

プロ・グレード・サドルには左記のカラーの他に①ラ
イト・ダン②ブラウン・ダンがあります。

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・ヒーバー

ト・クック・ネックとサドル　昨年から多くがファッション関係のメーカーに買い占められて本来の

フライ・フィッシャマンの方に中々回ってきませんでした。当店ではあらゆる機会をとらえて輸入を

心がけており、最もご要望の多い１２月からのタイング・シーズンに備えてストックを積み増しております。１１月末時

点での在庫をお知らせ申し上げます。

特製 ･２０１３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。＊写真はデザイ
ンのイメージ写真です。

店頭のクック・ハックル陳列棚です。１１月１５日に入荷したハック
ルを袋詰めしています。店頭には在庫の一部のみを陳列しています。

ブロンズ・グレード・クック・ネック税込￥６，３００
品質の進歩がとどまる事を知らずに向上し続けているホ
ワイテイング・ヒーバート・ハックル。このブロンズ・
グレード・ネックは＃１６～＃１８用のフェザーが長く、
浮力の強いミッジ・フライを巻く事が出来ます。＃１８

～＃１４をメインに巻く場合はサドルよりこのネックをお勧
め申し上げます。現在在庫のカラー：①ブラック②シルバー・
バジャー③Ｍｅｄ．ジンジャー④Ｍｅｄ．グレー・ダン⑤ラ
イト・ジンジャー⑥ブラウン⑦ダン・グリズリー⑧コーチマ
ン・ブラウン⑨ライト・ダン
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バード・クラフト・ファー税込￥３９９（税別￥３８０）
ウエット、スト
リーマー、サー
モン・フライ、
ソルト・ウオー
ター・フライ、
バス・フライ等
に幅広く使用さ
れる人造素材の
ウイング材。今
回、リアルな縞
模様が付いたモ
デルが新発売さ

れました。約 5ｍｍ間隔に幅 5ミリほどの黒い縞模様が付い
ています。ソフトな素材が生み出すデリケートなアクション
に加えて、縞模様が効果的なシルエットを与えてくれるでしょ
う。ヘヤーの長さは約 5センチ、ヘヤーが植えつけられたニッ
ト布地のサイズは約１０ｘ 13 センチです。

セレクト・グレード・バード・マラブー（約０．８ｇ）税込￥４７３
（税別￥４５０）
良質のターキー・マ
ラブーを美しい縞
模様に染めたフェ
ザー。グレードの高
いマラブーを染めて
あるので、テールや
ウイングのみならず
ハックルにも使用出
来ます。ブラッド・
クイルより若干大型
で非常にソフトな

フェザーが付いています。カラー：①オリーブ /ブラック②
オリーブ /ラスト③オリーブ /ブラウン④オリープ /タン⑤
オリーブ・ブラウン /ブラック⑥シャトリュース /ブラック

アイス・ブルー・パール・テイン
セル税込￥３１５（税別￥３００）
幅約３ミリ程のパールとブルーに
輝くフラット・テインセル。ブルー
に見えるのは角度によります。こ
のままボデイに巻いたりリビング
として他のマテリアルの上から巻
いたりして使用します。テインセ
ルの幅から見るとフックは＃１２
～＃８程度に適しています。添付
の写真は少しはっきりとブルーを

色付けしてあります、実際はこれほどはっきり見えません。

ＵＶ・ストラグル・カクタス・シェニール・エクストラ・
ファイン税込￥３９９（税別
￥３８０）
フック・サイズ＃１４～＃８
程度までのウエット用フライ
に適したエクストラ・ファイ
ン・サイズ。ＵＶファイバー
が編み込まれているのでボデ
イに巻くと起毛したリアルな
フライが作れます。水中でき
らきら輝くＵＶ繊維が乱反射
してフライに刺激的な輝きを
与えてくれます。更にこのＵ

Ｖ繊維は水中で細かなバイブ
レーションの動きを生み出すの
で大変効果的なウエット・フラ
イを作ることができます。英国
製、全長約４メートル。カラー：
①オリーブ②蛍光イエロー③
ゴールド④レッド⑤シナモン⑥

シャトリュース⑦シルバー⑧ブラウン⑨ブラック⑩クラレッ
ト⑪クリヤー・パール⑫オレンジ

ウーリー・バガー・クック・サドル税込￥３．８８５
ウー
リー・
バー
ガーを
巻くた
めの
クック・
サドル
として
販売し
ており
ますが、
ドライ・
フライ

にも使用できます。＃１２用がかなり多くなりますが、一般
的に＃１４にも使用可能なフェザーが取れます（個体差があ
るので絶対ではありませんが）。当店の推測では毛質やスキニ
ングされた皮の形などからヒーバートのクック・サドルでは
ないかと思っています。現在在庫のカラー：①ブラック②ブ
ラウン

アクア・グロー・クレージ・レッグ税込￥４９４（税別￥４７０）

角度によって水中で青光りのする新しいラバー・レッグです。
レッグには微小な黒いドットが付いています。魚の鱗やイカ
の足などのようなリアルな色合いが特徴です。シートの長さ
は約 14 センチ、1枚のシートには約 22 本のレッグが付いて
います（シートは１パックに５枚入り）。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。

オパール・ラテラル・スケール税込￥６８３（税別￥６５０）奥深い輝きをもつオパー
ル・カラーのフラット・テインセル。
乱反射を強めるために横向きの縞模
様を付けてあります。水中で動くた
びにその反射を止める事はありませ
ん。ウイングのアクセントに最適で
す。大型ウエットからソルト・フラ
イまで使用できます。０．３６ミリと
１．６ミリ幅があります。サイズ：①
０．３６ミリ②１．６ミリ

１９６０年・シャープス・スコッテイ・１０‘＃６～７税込

￥３４，６５０（税別￥３３，０００）シャープは１９２０年に

創業、１９６５年にファーローと合併したスコットランドを代表
する釣具の総合メーカー。この長さは、本流や湖での大きなフラ
イでのロング ･キャストに適しています。ブランクには目立つよ
うな傷や曲がりはありません、カッパー・ワイヤーで巻かれたフェ
ルールにがたつき等は見られません。ロッド重量約２１０グラム。
オリジナル布ケース付き、２ピース ･１テイップ。状態はかなり
良好です。お問い合わせ番号ＳＡ５１９。
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スペイ・ハックル用ダビング・ブラッシュ税込￥３７８（税別

￥３６０）

カッパー・ワイ
ヤーで柔らか
なハックル用
ヘヤーとアク
セントの細い
ＵＶテンセル
を編み込んで
あります。長
さ（片側だけ
の）約３セン
チ程のヘヤー
はかなり柔ら

かく、一見するとラビット
などの天然の素材ではない
かと推測されます。もしか
すると人造のファーかもし
れませんが、柔らかさと
テーパーが付いたリアルな
ファーの形状から天然に見
えます。万一人造の繊維だ
としても、非常に効果的な
ウエット・フライであるス

ペイ・八クルで巻かれたフライの効果は十
分です。細いＵＶテンセルが一緒に編み込
まれています。ブラッシュの全長は約２４
センチです。カラー；①ホワイト②パープ

ル③レッド④オレンジ⑤オリーブ⑥グリーン⑦シャトリュー
ス⑧ブラウン⑨ブルー⑩ブラック

アントロン・パラシュート・ウイング 税込￥３５７（税別
￥３４０）水切れが良
く型崩れしないアントロ
ン素材、ドライ・フライ
には最適のマテリアルで
す。このばらばらになっ
た繊維状のウイング材は
サイズに合わせて大きさ
を自由に調整することが
出来ます。ミッジから

大型フライまで巻く事が出来ます。更に色を混ぜ
わせたりすることも可能です。吸水性が極めて少
ないので浮力がいつまでも落ちる事がありません。
繊維の長さ約９５ｍｍ、かなり沢山のフライを巻
く事が出来ます。カラー：①蛍光ピンク②蛍光イ
エロー③レッド④シャトリュース

１/１００”マイクロ・オパール・ミラージュ・フラッシャブー税込￥５９９（税別￥５７０）
高品質のアメリカ製テインセルのフラッシャ
ブー、今回極めて細めのオパール・カラーの
テインセルが発売されました。真珠貝のよう
に奥光りのする美しいオパール・カラー、水
中でもその光を保っています。約０．２５ミリ

程度の細いフラット・テインセルは主に淡水からソルトまでの多目的なウイング材に
適しています。他のウイング材の上から乗せると魚の鱗を演出できます。

ウイグリー・ハックル税込￥５９９（税別￥５７０）
極細ワイヤーに極細ラバーを挟み込んだハックル用マテリア

ル。ボデイ
に巻きつけ
てウリー・
バーガーや
リーチ・フ

ライを作ります。水中での動作
が非常に効果的で、休むこと
なくハックルが水の中で動い
ています。全長は約２４セン
チ、ラバー・八クルの片側の長
さは約３センチ・２本入り、お
好きな長さにカットすること
ができます。カラー：①シャト
リュース②ブラック③ホワイ
ト④オリーブ⑤ブラウン・オ
リーブ

ゴールデン・フェザント・クレスト新色が入荷しました
ウエット・フライの
トッピングやテール
材として必須のマテ
リアル。今回新色の
シャトリュースが入
荷しましたので併せ
て全てのカラーをご
紹介申し上げます。

現在クレストも一部の国からの輸入が出来なくなっており、
将来的には供給が難しくなる恐れがあります。カラー：①シャ
トリュース（新色）②ブラック③レッド④グリーン⑤オレンジ・
①～⑤のダイド・カラー税込￥１，６７０（税別￥１，５９０）
⑥ナチュラル税込￥１，１５５（税別￥１，１００）

ホース・ヘヤー税込￥３１５（税別￥３００）
小型フラ
イ用クイ
ル・ボデ
イに使用
されるマ
テリアル。
古いフラ

イには多用されているポピュ
ラーなマテリアルです。類似の
ヘヤーではムースなどがありま
すが、ホース・ヘヤーは同じよ
うに浮力のある美しいクイルボ
デイが作れますが、＃１８程度

のミッジにも使用できることが特徴です。１本又は数本を巻
く事で、スリムで縞模様が出たリアルなボデイが作れます。
カラー：①ブラウン②イエロー③ブルー・ダン④ナチュラル・
ブラック⑤ナチュラル・ホワイト⑥ジンジャー
デイヤー・ベーリー・ヘヤー税込￥１，２６０（税別￥１２，００）

動物検疫の強化から皮付きのマテリ
アルは輸入が困難になっています。
特にアニマル・ヘヤーについては輸
入許可書が輸出国から発行されず中
断されております。このデイヤーは
中断以前に輸入されたものです。一
頭の大きなスキンで輸入していた為
にこのような一般的には出回らない
特殊な部位が出てきます。何頭かの
デイヤーから出たものを保管してい
ましたが、上記事情から店頭に出す
ことにいたしました。この部位はデ
イヤーの腹にかけてのものでヘヤー
が短くまっすぐです。浮力はあって、
巻き止めて広がる事が少ない為に、
＃１４以下の小型ドライ専用のウイ

ング用マテリアルです。写真のように個体差がありますので、
サイズが若干大小まちまちです。ナチュラル・カラーのみ。

ダビング・ブラッシュ・ミックスド・パック税込￥６２０（税

別￥５９０）ソフトなカ
パー・ワイヤーで各種ダビ
ング材を挟み込んだダビン
グ・ブラッシュは外れにく
くダビング・ボデイを簡単
に巻けることから愛用する
タイヤーの方も少なくあり
ません。ダビング時にマテ

リアルをダビング材の量がフック・サイズにマッチせず何度
かやり直す事が間々あります。ダビング・ブラッシュならそ
のような面倒は不要、必要な量を巻いてカットするだけです。
このパックは良く使われるカラーを選んで、長さ約１２セン
チ程のダビング・ブラッシュを３０本セットにした徳用パッ
ク。フック・サイズ＃１６～＃８程度のフックに適しています。
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ロング・キャスト・フローテイング・ＷＦライン税込￥３，

７８０（税別
￥３，６００）

テーパーが強め
に付いたロング・
キャスト用のウ
エイト・フォワー
ド・ライン。先
端部のカラーが
色違いになって
いて、リーダー

等の位置が素早く認識できます。全長は９０
フィート・約２７メートル。本体はイエロー
で、サイズによって先端部のカラーのみ変わ
ります。サイズ：①ＷＦ３Ｆ②ＷＦ４Ｆ③ＷＦ
５Ｆ④ＷＦ６Ｆ⑤ＷＦ７Ｆ⑥ＷＦ８Ｆ⑦ＷＦ９Ｆ

ダブル・テーパー・フローテイング・ライン 
税込￥１，８９０（税別￥１，８００）

リーダーやバッキング・ラインの結
束用ループが両端に付いています。
長さは１００フィート（約３０メー
トル）。カラーはサイズによって色分
けされていますが、一般的にはオレ
ンジです。通常のご使用や、近年カッ
トしてラインを自作する場合などに
お勧めです。サイズ：①ＤＴ３Ｆ②
ＤＴ４Ｆ③ＤＴ５Ｆ④ＤＴ４Ｆ⑤Ｄ
Ｔ６Ｆ⑥ＤＴ７Ｆ⑦ＤＴ８Ｆ
＊以下のライン類は中国製です。英
国の同業者から品質についての説明

を得、更に一部のサンプル輸入してテストしましたが耐久性・機能性等
については当店でも格別の不都合は感じませんでした。

クリヤー・インターミデイエット・ＷＦ・ライン
税込￥１，８９０（税
別￥１，８００）全長
１００フィート、約
３０メートルです。シ
ンクレートは１ips（一
秒毎に約２．５センチ沈
みます）ですが、参考
としてご使用ください。
沈下速度は水の流れ・

風等に大きく影響されます、その結果インターミデイエットはほ
ぼ水面近くを漂い流れる程度が一般的な沈下能力とお考えくださ
い。サイズ：①ＷＦ３Ｉ②ＷＦ４Ｉ③ＷＦ５Ｉ④ＷＦ６Ｉ⑤ＷＦ７Ｉ

⑥ＷＦ８Ｉ⑦ＷＦ９Ｉ

ウエイト・フォワード・フローテイング・ライン
税込￥１，８９０（税別￥１，８００）

全長１００フィート、約
３０メートルのウエイト・
フォワード・フローテイ

ング・ライン。リーダー結束部にループが付いています（一
部モデルはバッキング結束部にも付いています）。ラインのカ
ラーはサイズによって変わります。サイズ：①ＷＦ２Ｆ②Ｗ
Ｆ３Ｆ③ＷＦ４Ｆ④ＷＦ５Ｆ⑤ＷＦ６Ｆ⑥ＷＦ７Ｆ⑦ＷＦ８
Ｆ⑧ＷＦ９Ｆ *ＷＦ２Ｆのみ 税込￥２，３１０
ダブル・テーパー・シンキング・ライン 税込￥１，８９０（税

別￥１，８００）ダブル・テー
パー・シンキング・ラインは
渓流では魚を驚かす事の少な
い柔らかな着水、スペイ・キャ
ステイングではキャスト時の
ループの作成やラインの引き
上げが楽に行えるなどの利点
からご愛用いただく方が少な
くありません。スペイ・ライ
ンの自作などにも適していま
す。全長１００フィート（約
３０メートル）、シンク・レー
トは３ips（タイプⅡ・ファー
スト・シンキング程度）です。
両端にループが付いています。
サイズ：①ＤＴ３Ｓ②ＤＴ４Ｓ③

ＤＴ５Ｓ④ＤＴ６Ｓ⑤ＤＴ７Ｓ⑥
ＤＴ８Ｓ

ポリ・リーダー　税込￥４７３（税別￥４５０）
ナイロン・
リーダーを
柔らかな素
材でコーテ
イングした
リーダーで
す。この先
にテペッ

トをつなげます。擦れに対して
強く、マーカーで印を書き込む
とインデイケーターの役目も果
たします。フライ・ラインと同
じように、撚れにくく先端部が
ターンしてフライの遠投と静か
な着水に役立ちます。両端に
ループが付いているので、簡単
に交換することが出来ます。又、

フライ・ラインに関係なく先端部だけをフローテイング、シンキ
ング、インターミデイエットと状況に応じて使い分けることが出
来ます。＊シンク・レートの目安は①３ips(タイプⅡ・ファースト) 
②６ips（タイプⅣ・スーパー・ファースト）

＃ 仕様 全長 強度 カラー

１ フローテイング ８’ ２５ポンド税込￥４７３ ホワイト

２ ６’ １０ポンド税込￥４７３ オレンジ

３ インターミデイエット ６’ １５ポンド税込￥４７３ クリヤー

４ シンキング① ８’ １０ポンド税込￥４７３ ブラウン

５ シンキング② ６’ ２５ポンド税込￥４７３
以下は写真に載っていません。シンキングも入荷の予定です。

インターミデイエット ９’ ３０ポンド税込￥５２５ クリヤー

フローテイング １０’１５ポンド税込￥５７８ グリーン

フローテイング １０’１５ポンド税込￥５７８ オレンジ

フローテイング １０’２５ポンド税込￥５７８ グリーン

１９６０年・シャープス・スコッテイ・９‘６“＃７
税込￥３７，８００（税別￥３６，０００）シャープスは１９２０
年に創業、１９６５年にファーローと合併したスコットランドを

代表する釣具の総合メーカーです。本流や湖での大きなフライで
のロング ･キャストに適しています。バックが取れない場所でも、
長さを利用したロール ･キャストが楽に行えます。大きなウエッ
トでも楽に遠投出来るでしょう。ブランクには目立つような傷や
曲がりはありません、インプリグネーションなのでこれからも長
くご使用になれます。ロッド重量約２１０グラム、ロング・ロッ
ドを使い慣れた方には無理なくご使用になれる長さと重量、本流
や湖での使用に最適です。このロッドには長さ１２センチの着脱
式エクステンションが付いていますので、ライト・スペイ・ロッ
ドとしてもご使用になれます。シャープスの犬のロゴ ･マークが
殆ど消えています。若干の曲り直しと一部ラッピングの防水上塗
りを施してあります。オリジナル布ケース付、２ピース ･１テイッ
プ。状態は良好です。当店お問い合わせ番号ＳＡ５２０。
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ミッジ・防水コンパートメント・フライ・ボックス税込￥６５１
（税別￥６２０）超小型コン

パートメントが合計１２個付

いた小型ボックス。フライの

みならず、シンカーやインジ

ケーター等の小物入れにも適

しています。イブニング・ラ

イズに使う取って置きのフラ

イ等の収納には最適です。コ

ンパートメントの蓋は両面と

も２枚で開閉します。使い勝

手と何処にでも入れられるサイズが特徴です。防水タイプですので水に

落としても浮かんでいます。サイズ１１５ｘ７８ｘ３５ミリ。外側のカ

ラーが３色あります。カラー：①グレー②オレンジ③オリーブ

柾目コルク・リング・セット・８個入り税込￥２，６２５
（税別￥２，５００）肉厚の良質な
コルクが潤沢に入手可能だった時
代は木の表皮であるコルクを板状
にして使用したロッドが少なくあ
りませんでした。近年は良質コル
ク素材の入手難（主としてワイン
栓との競合が原因ですが）と経済
性を考慮して木の幹に対して直角
にリングを切り出すことが一般的
です。この長い柾目コルク・リン
グは、高い気密性が求められるワ
イン栓と同じく肉厚のコルク材を
横に切り取ったリングです。手触
りの柔らかさ、気密性、高い耐久

性などコルクの持つ特徴が最大限発揮されます。１個のリングの
高さが通常のコルク・リングよりかなり高いので８個セットを接
着すると全長が約１７５ｍｍになります。１個のリングのサイズ
は２８（外径）ｘ２２（高さ）ｘ６（内径）ｍｍです。すべて連
結すると全長は約１７５ｍｍ、やや長めの一般的なグリップの長
さになります。尚１個のばら売りの場合は 税込￥３９９です。

ストラーブル・メノウ・ストリッピング・ガイド 

クラ

シック

なバン

ブー・

ロッド

等に使

用され

る美しいストリッピング・ガイド。美しい天然のアガート（瑪瑙）には

赤とオレンジ色があります。但し、カラーは天然の素材ですので濃淡が

あります。フレームは細身のニッケル・シルバー、デリケートなロッド

に適しています。グラファイト・ロッドなどでも高級感を出すためには

お勧めのガイドです。フレームは全てハンド・メイドのニッケル・シル

バー。フレーム・カラーも１．シルバーと２．ブラックの２色があります。

写真は左から８ｍｍ、９ミリ、１０ミリとなっています。左が①ニッケル・

シルバー・モデル、右が②ニッケル・シルバー・ブラック・モデルとなっ

ています。天然のメノウ・リングには色の濃淡があり、赤いものからオ

レンジ系統まであります。又、サイズも９ミリと１０ミリの差はそれほ

ど大きくないモデルも

あります。表記のサイ

ズとはメノウを固定し

たニッケル・リングの

外径です。個体差があ

り各部位が若干実寸と

異なる場合があります。 

サイズ 税込 税別 リング内径 フット全長

シ
ル
バ
ー    

８ｍｍ ¥4,410 ¥4,200 ５ ２７

９ｍｍ  ¥4,620 ¥4,400 ５．５  ２９

１０ｍｍ ¥4,725 ¥4,500 ６．４ ３３

ブ
ラ
ッ
ク

８ｍｍ ¥4,620 ¥4,400 ５ ２７

９ｍｍ ¥4,830 ¥4,600 ５．５ ２９

１０ｍｍ ¥4,935 ¥4,700 ６．４ ３３

ラミグラスの３ピース・４ピース・６ピース・８ピース・
１０ピース・当店特注モデルが入荷しました

お客様から大変ご要望の多いラミグラスのグラス・ロッド・ブラ
ンクですが、現在メーカーでは２ピース・モデルの６‘６“、７’、

７
‘６”、
８’
の４
タイ
プの
み製
造し
てお
りま
す。
ラミ
グラ

スの社長であるデイック・ポージーとの長年の交誼のお陰で、今
回当店の特
別注文で幾
つかのモデ
ルの製造が
可能となり
ました。他
のモデルと
併せてご紹
介申し上げ
ます。アメリ
カのブラン
ク・メーカー
が年々生産
を減少させ

ていますが、今回は幸運にも当店の希望が叶いました。２ピース
と３ピースは一般的なテイップ・オーバー・バット・タイプ・フェ
ルールです。価格と数量の問題から４ピース、６ピース、８ピース、
１０ピースはラミグラスで半製品を製造し、調整は当店で行うス
ピゴット・フェルールになります。＊原稿制作時点の１１月２９
日現在、ラミグラスより出荷品の明細と１２月４日出荷の案内が
来ました。通関・到着時点で再度価格の算出を行いますが、若干
の違いが出る場合も有ることをご承知おき下さい。

長さ ６’６”税込 ７’税込

継数 ブランク キット ロッド ブランク キット ロッド

４ピース ¥21,525 ¥28,035 ¥35,070 ¥22,575 ¥29,190 ¥36,225 
６ピース ¥22,575 ¥29,190 ¥37,275 ¥23,625 ¥30,135 ¥38,220 
８ピース ¥23,625 ¥30,030 ¥39,165 ¥24,675 ¥28,140 ¥37,275 
１０ピース ¥24,675 ¥31,080 ¥41,265 ¥25,725 ¥32,550 ¥42,735 
４ピースから１０ピース・モデルはスピゴットフェルールになります。

ブランク キット ロッド

２ピース税込

６’６”＃３ ¥10,290 ¥16,800 ¥24,255 

７’＃３ ¥11,550 ¥18,375 ¥26,250 

７’６”＃４ ¥11,550 ¥18,480 ¥25,515 

８’＃５ ¥12,075 ¥19,740 ¥26,775 

３ピース税込 

６’６”＃３ ¥19,530 ¥26,040 ¥33,075 

７’＃３ ¥20,790 ¥27,300 ¥34,335 
２ピースと３ピースはテイップ・オーバー・バット・

タイプ・フェルールになっています。

ラミグラス・グラス・ロッドのアクションが多
くのご支持をいただく理由の一つに、先人達の
デザインを引き継いできた長い伝統があげられ
ます。ラミグラスのグラス部門は、アメリカの

グラスとグラファイトのパイオニアの一つである、ケネデイー・
フィッシャーから買い取ったものです。ラミグラスのグラス・ロッ

ドはジョー・フィッシャーが自らそ
の立ち上げを指導した事から、ケネ
デイーのデザインが元になっていま
す。ケネデイーはラス・ピーク、ク
ラウデイオ等の卓越したデザイナー
達のオリジナル・ロッドを製造する
ことで技術を蓄積してきたのです。
ケネデイーは初期のハーデイのグラ
スとグラファイトでも、職人が英国

に出向いて製造を行っています。ラミグラスのグラス・ロッドが
非常に軽くデリケートながら、ただくたくたと曲がるだけではな
く、十分にキャステイングが楽しめると言われる理由はケネデイー
のデザインが根本にあるからです。

１９５０年代・オグデン・スミス・ザ・ロイヤル・
ソブリン１２‘＃７～８税込￥４３，０５０（税
別￥４１，０００）１８９０～１９６４年までの間、

多くの良質なロッドやリールを作ってきたオグデン・スミスのサー
モン・ロッド。使用頻度が少ない大変綺麗な状態のロッドで、更

にエクストラ・テイップも付いているのでこれからも長くご使用
になれます。一部ラッピング部の防水上塗りを施してあります。
ロッド重量は約４２５グラム、ナチュラル・ケーンですのでアク
ションは滑らか、重量も気にならないと思います。フェルールが
ハーデイのスパイク付ロック・ファーストが付いています。以前
にもハーデイとの関連を推測されるロッドを販売したことがあり
ますが、このロッドもブランクがハーデイで作られた可能性が推
測されます。グリップ全長約６２センチ、オリジナル布ケース付。
状態はかなり良好です。３ピース、２テイップ、フェルール・キャッ
プも２個揃っています。当店お問い合わせ番号ＳＡ５１８。　。
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１９８０年代・ハーデイ・デラックス・グラファイト
７’６”＃４～５税込￥５５，６５０（税別￥５３，０００）

ロッド自重約５５グラム、ハーデイがミデイアム・アクション・ロッド

のベストなデザインを目指して作ったと言う傑作グラファイト。現在で

も極めて人気の高いモデルです。特にこのようなショート・ロッドは製

造本数が極端に少ない為、大変貴重なサイズです。ロング・キャストを

楽々こなすパワーを持ちながらアクションは極めて軽く繊細です。ロッ

ドの状態はかなり良好で、塗装面に目立つ傷などは見当たりません。オ

リジナル布ケース付。お問い合わせ番号ＳＡ５１１。

１９３０年代・ジェイムス・アスピンデール・７’＃３
税込￥４６，２００（税別￥４４，０００）

アスピンデールのロッドは当店でも何本か販売いたしておりますがメー

カーの詳細が不明です。トップとバットはメノウ・ガイド、他はオープ

ン・フレーム・ガイドです。ロッドのつまりなどはありませんが、もし

かするとトップのメノウ・ガイドのみは交換されているかもしれません

（オリジナルのままかもしれません）。ロッド重量約１５０グラム、オリ

ジナルの状態を保った大変貴重なショート・ロッドです。軽微の防水上

塗りを施した以外オリジナルの状態です。一体式のグリップとシートの

全長は２６センチ。オリジナルの布ケース付。状態はかなり良好です。

２ピース、１テイップ。お問い合わせ番号ＳＡ５０８。

１９６０年代・フィリプソン・８’６”＃４～５
税込￥４９，３５０（税別￥４７，０００）

珍しいフィリプソンのナチュラル・バンブー・ロッド。ロッド重量約

１５０グラム、３ピース、１テイップ。布ケースとオリジナルの段ボー

ル・チューブ付。アクションはアメリカのロッドの特徴である、現在の

ロッドにも通じるデリケートなものです。どなたでも違和感なくキャス

テイングを楽しむ事が出来るでしょう。ロッドのバット部分が若干張っ

たスエル・バット。ほぼオリジナルの状態ですが、軽微なレストアーを

行ってあります。状態は良好です。お問い合わせ番号ＳＡ５０６。

１９３０年代・Ｗ．Ｒ．Ｐａｐｅ１０’＃４～５
税込￥３７，８００（税別￥３６，０００）大変デラックス

な仕様が特徴です。メーカーの詳細は不明ですが、ハーデイ特許のスパ

イク付ロック・ファースト・フェルール、ブリッジ・リング・ガイド、

メノウ・ストリッピング・ガイドのニッケル・フレームの形状、ラッピ

ングなどからハーデイ製ロッドとの関連が強く感じられるロッドです。

３ピース・２テイップが揃った珍しいロッド。ロッド重量約２２０グラ

ム、アクションはデリケートな現在のロッドに類似。ラバー・エンド取

り外してエクステンションを付ければセミ・ダブルとしてもご使用にな

れます。シートも豪華なニッケル・シルバーが使われています。フェルー

ル・キャップとオリジナル布ケース付。防水の上塗りを施してあるよう

ですがほぼオリジナルの状態を保っています。かなり良好で貴重なアン

テイーク・ロッドです。お問い合わせ番号ＳＡ５０７。

１９６０年代・８’９”＃６～７税込￥３５，７００
（税別￥３４，０００）メーカー名がロッドやケースに表記されて

いませんので不明です。全長やテイップがバットより約９センチ
長いスタッガード・フェルールの仕様などから、ペゾンのファリオ・
クラブやファーローのエイテイ・エイトに類似したロッド・デザ
インと思われます。大変パワフルで大きなフライでも楽に遠投が
可能ですので、湖や本流での釣りに適したロッドと言えます。エ
クステンションの取り付けも可能です。トップとストリッピング・
ガイドは人造メノウ、他はオープン・フレームです。オリジナル
布ケース付きの大変良好な状態の２ピース、２テイップ・モデル。
ロッド重量約１９５グラム。お問い合わせ番号ＳＡ５０９。

１９８０年代・ハーデイ・デラックス・グラファイト
８’６”＃４～５税込￥５１，４５０

（税別￥４９，０００）ロッド自重約６０グラム。ハーデイがミ
デアム・アクション・ロッドのベストなデザインを目指して作っ
た傑作グラファイトと言われるデラックス ･モデル。現在でも極
めて人気が高く、近年オークションでも中々入手できなくなって
います。ロング・キャストを楽々こなすパワーがあるのにロッド
は極めて軽く繊細です。渓流から本流まで、ヤマメからレインボー
までと幅広くご使用になれる万能ロッド・モデル。状態はかなり
良好で塗装面に目立った傷などが見当たりません。オリジナル布

ケース付。お問い合わせ番号ＳＡ５０５。

１９３０年代フォスター・ザ・ノースマン・１０’６”＃５
～６税込￥３５，７００（税別￥３４，０００）
１８３３年から１９６０年代まで操業していた良質なフ
ライ用品メーカーとしてハーデイ等と同じような評価を

得ていました。現在でも良心的な作りが特徴のフォスターのロッ
ドはオークションでも人気の高いメーカーの一つです。ハーデイ
のロック・ファースト・フェルール、ブリッジ・リング・ガイド
等からハーデイの何らかの関連が推測されるデラックスなロッド
です。アンテイークらしいブラス製シートにはロレットが施され
ています。全長１８センチのグリップ、かなり長めの約１５セン
チのシート、シート下端部に一握り程のスペースが取ってありセ
ミ・ダブルでの使用が可能です。ほぼオリジナルの状態を保った
良質のロッド。ミドルのメス・フェルールを取り外して再接着・
再塗装、一部の防水上塗り加工を施してあります。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ＳＡ５１４。

１９８０年代・ハーデイ・デラックス・グラファイト
９‘＃５～６税込￥５１，４５０（税別￥４９，０００）

ロッド自重約１０３グラム、ハーデイがミデアム・アクション・ロッ
ドの最高のデザインを目指して作ったハーデイの傑作グラファイ
ト・ロッドと言われ、現在でも極めて人気の高いデラックス。ロ
ング・キャストを楽々こなすパワーがあるのにロッドは極めて軽
く繊細です。状態はかなり良好でロッドの塗装面には目立った傷
などが見当たりません。エクステンションをお付けいただく事も
可能です。デリケートなアクション、高級感あふれるクラシック
な外観はどんな方がご使用になっても大きな満足感を感じると思
います。オリジナル布ケース付き。お問い合わせ番号ＳＡ５１２。
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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１２月２４日（月曜）・
２５日（火曜）も営業、３１
日まで無休で営業。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

ラニヤード付強力マグネット
小物類をぶら下げる強力なマ
グネット・ツールです。万が
一の紛失に備えて２個のマグ
ネットはラニヤードで保持さ
れているので、ぶら下げたツー
ル類を紛失することはありま
せん。２種類ともかなりの力
で引っ張らないと外れません。

（中国製）①マグネット・ホル
ダー、外径約２１ミリ、少し
大型のツール類をぶら下げる

モデル。ラニヤードの代わりに小型カラ
ビナが付いています。税込￥１，５，７５

（税別￥１，５００）②外径約２１ミリ・
小型ネットなども下げられるマグネット
です。ネットを下げる場合は使用前に結
束力をテストしてからご使用ください。
税込￥１，８９０（税別￥１，８００）③
外径１５ミリ・リーダー・カッター等の

軽量なツールに適しています。税込￥９８７（税別￥９４０）

１９７０年・ハーデイ・マーキス・サーモンⅠ税込￥５４，６００
（税別￥５２，０００）作りの良い１９７０年代の古い時代のモデ

ル、リールの状態は良好
で大きな傷や凹みなど見
られません。スプール外
径は約９９ｍｍ、内幅は
約２３ミリ、リール重量
約２３２グラム。ライン・
ウエイト＃８～９程度に
適したサイズです。リー
ル本体の状態は良好で大
きな傷や凹みは見られま
せん。ハーデイのＷＦ９
Ｆと推定されるラインが
付いています（ライン・
サイズは正確ではありま

せん）、使用は可能ですが状態はそれ程良くありません。ハーデイ
のオリジナル・ケースが付いています。お問合せ番号ＳＢ３８８。

２０１３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

ハーデイ未使用フィッシング・キャップ税込￥１３，０２０（税
別￥１２，４００）

タグ
が付
いた
未使
用の

キャップ。フリー・サイズですのでどなたにでもあいます。カラー
はオリーブ。ハーデイのロゴ・マークが正面と後ろにも付いてい
ます。型崩れ避けの台紙入り。お問い合わせ番号ＳＣ３１４。
１９７０年代ブレデイ・ファーロー・バック税込

￥１８，５００（税
別￥１７，８００）

現在で
も英国
製ブレ
デイ・
バック
には高
い人気
があり
ます。
このモ

デルは大変珍しいファーロの注文で作られたバックです。大きな
本体ポケットと前面に２分割の中型ポケットの組み合わせで大変
使いやすいサイズです。素材の風合い、ショルダー・ベルトの肌
触り、太い真鍮製のリング等々昔のバックの良さが感じられます。
サイズは３９ｘ２３ｘ９センチ。瑕疵としては、このゴム引き素
材によく見られる、内部が若干剥離したことによる皺がバック表
面上部に僅かに見られます。お問い合わせ番号ＳＣ３１３。

１９６０年代・オルコック・ウイペット８‘６
“＃５税込
￥３３，６００（税
別￥３２，０００）
ロッド重量約１９０

グラム。状態はかなり良好で、インター・ミデイット・ラップを
ほどこしたデラックス・モデル。渓流から中流域まで多目的にご
使用になれます。ロゴ・マークなども綺麗に残っています。オリ
ジナル布ケース付。お問い合わせ番号ＳＡ５２１。

１９７０年代・ハーデイ・バイカウント＃１４０・３-1/4”
税込￥１５，７５０（税別￥１５，０００）リール重量約１４０

グラム、＃５～７ラインに適した
リールです。スプール外径約８セン
チ、内幅約１６ｍｍ。シンプルな機
構は古い時代のイギリス製品の特
徴、トラブルも少なくなります。さ
すが古いイギリス製、大変丈夫な
リールで多少岩に当たった程度では
フレームが全体をしっかりと保護し
てくれます。リール本体とその機能
には問題がありませんが、スプール
の外側と内側を自分で塗装したと推
測されます。１９７０年代のハーデ
イー製品は作りが大変良く使用上支
障は出ません。この瑕疵の為に価格

が安くなっています。お問い合わせ番号ＳＢ３９２。

１９６０年代・オルコック・ピアレス９‘＃５～６税込

￥３４，６５０（税別￥３３，０００）１８００年代初

頭にフック ･メーカーとして創業、１９６５年シェークスピアに
買収されたオルコックはハーデイなどと同じく良質な多くのロッ
ドやリールのメーカーとして知られた英国の釣具総合メーカーで
した。このロッドはオルコックらしい丁寧な作りの極めて状態の
良好なロッドです。ロッド重量約２３０グラム、使用頻度もそれ
程多くないように見えます。グリップ全長約１９センチ、シート
の全長約１２．５センチ、下端部に４センチ程の余裕があります。
この部分を持ってライト・スペイ・ロッドとして両手でロッドを
保持することができます。一部ラッピング部の防水上塗りを施し
た以外オリジナルの状態です。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ＳＡ５１７。


