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１９７０～８０年代ハーデイ ･ライト・サーモン・リール・ 
バイカウント・＃１５０

リール重量約２１５グラム、リール外径約９．９センチ、幅約 24
ｍｍ。シンプルな機構と頑丈な作りは古い時代のイギリス製品の
特徴です、使いこなす楽しさを堪能できる上にトラブルも少なく
なります。当時世界中のフライ・フィッシャマンに愛用された＃８
～９ラインに適したライト ･サーモン ･リールです。ダブル・ハ
ンドやスペイ用リールとして実用性の高いお勧めのモデルの一つ
です。状態の良好なバイカウント＃１５０をご紹介申し上げます。

１９７０年代ブルース＆ウオーカー・Ｃｏｒｄｏｎ　Ｂｌｕ
ｅグラス・サーモン・ロッド・１３‘６“＃８～１０税込
￥３４，５６０（税別￥３２，０００）このグラス・スペイ・ロッドは、

グラス独特のデリケートなアクションにシャープさが加わり、

更に

メー

カーの

特徴で

もある

優れたキャステイング能力も併せ持つロッドです。ロッド重量約４２０

グラム、ロッドを振るとキャステイング能力を重視したデザインが生み

出すパワーを感じると思います。そしてグラス・スぺイ・ロッドとは思

えない軽さを感ずる方が多いのではないのでしょうか。ロッドの状態は

かなり綺麗でブランクに大きな傷見られません。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Ｓ A７２０。 

１９７０年代ハーデイ ･バイカウント＃１３０・３-１/４

税込￥２７，０００（税別
￥２５，０００）バイカウ
ント・シリーズ中の最小
サイズで、極めて耐久性の
高い渓流用万能リールで
す。ラインは＃５をメイン
に＃４、＃６が使用できま
す。＃１３０は生産量が少
なかった事と人気が高い為、
シリーズの中では最も入手
が難しいモデルです。スプー
ル外径約７２ｍｍ、スプー
ルの幅は１７ｍｍです。こ
のリールは使用頻度が少な

く状態がかなり良好で、本体に大きな傷など見られません。
WF5S と推測される使用可能なフライ・ラインが巻かれていま
す。製造された年代によって＃１３０は、このモデルのよう
にハーデイ・オリジナルの紙箱は付いていますがリール・ケー
スは付いていません。お問い合わせ番号ＳＢ４３６。

ハーデイ・バイカウント

＃１４０・３-7/8”税
込￥３９，９６０（税別
￥３７，０００）人気の
高いお城のマークのラ
チェット・カバーとライ
ン・ガード付きモデル。
はーテイー・オリジナ
ル・ケース付。使用頻度
が少ないかなり良好な状
態。お問い合わせ番号ＳＢ
４３６。

ハーデイ・バイカウント

＃１５０・３-7/8”税
込￥３４，５６０（税別
￥３２，０００）状態はかな
り良好、使用可能なＤＴ８Ｆ
と推測されるライン付。ライ
ン・ガードの無いモデルであ
る事とケースが付いていない
為に、状態が良好なリールで
すがかなりお買得です。
お問い合わせ番号ＳＢ４０８。

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、ご心配の場合はお手数ながら在庫の有無を含めて瑕疵の状況をご購入前にお問い合わ
せ下さい。インフォメーションご購読者様用サイト：http://www.sasanofly.com/inf94.html

ハーデイ・バイカウント

＃１５０・３-7/8”税
込￥３５，６４０（税別
￥３３，０００）使用可能な
マスター・ラインのＤＴ７Ｆ
フライ・ライン付、このまま
ですぐ実際の釣りでご使用に
なれます。ライン・ガードの
無いモデルである事とケース
（紙箱・説明書付）が付いて
いない為に状態がかなり良好
ながらお買得です。お問い合
わせ番号ＳＢ４３８。

１９６０年代シャープス・ゴード

ン・３－１/２”税込￥１５，９８４
（税別￥１４，８００）＃５～６ラ
イン用に適したサイズです。リー
ル重量１９０グラム、スプール外
径約８０ｍｍ、スプールの内幅約
１８．７ｍｍ、所謂ナロー・ドラム
と言われるデザインです。左右両
用、クリック機構のみでドラッグ

の調整機構は付いていません。 
お問い合わせ番号ＳＢ４３９。

２００２年・Spey Flies & Dee Flies・
John Sheway 著税込￥１６，２００（税別

￥１５，０００）見るだけでも楽しいスペイ・
フライの巻き方の解説書。全１６０ペー
ジ、カラー写真が満載の大変美しい洋書で
す。ペーパー・バック。サイズは２８セン
チｘ２１．５センチ。状態はほぼミントと
いえます。輸入時に表紙の四隅が僅かに傷
んだように見えますが、経年による変色等
は殆ど見られません。お問い合わせ番号 SE
３０７。

１９７０年代ブルース＆ウオーカー・ボブ・チャーチ・グ
ラス・ロッド１０‘＃８～１０税込￥２９，１６０（税別
￥２７，０００）グラス・ロッドながら高い遠投能力と軽さが特徴の

シングル・ハンド・モデル、重量２２０グラムながら重い感

じはし

ないで

しょ

う。

バッ

トが張ったデザインは大型フライの遠投や本流や湖用に適したモデルで

す。状態はかなり綺麗です。ロッドの使用に支障はありませんがラバー・

エンドと差込みネジの接着が外れているようで回しても外れません。ラ

イン・ウエイトは当店の推測です。オリジナル布ケース付、２ピース、

１テイップ。お問い合わせ番号ＳＡ７１９。 
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極細グリズリー・ラバー・レッグ税込￥１，１８８（税別￥１，

１００）現在販売されているレッグの中で最も細いタイプ、一見す

ると太めのスレッドに見えるでしょう。正確な計測は難しいのですが

マイクロ・

メーターで

は外径が約

０．０６ｍ

ｍで、写真

の通常のシ

リコン・ラ

バー・レッ

グと比較

するとそ

の細さがご

理解いただ

けるでしょ

う。全て

のカラーはリアルなグリズリー模様に染色されてい

ます。二つ折りの全長は約１５ｃｍありますのでか

なりの数のフライを巻く事が可能です。この極細ラ

バー・レッグはミッジ・フライにも使用できます。

水中での微妙なバイブレーションを生み出すレッグ

をミッジ・フライと組み合わせる事で抜群の効果を

発揮する事でしょう。カラー：①ブラウン②オリー

ブ③レッド④タン⑤ホワイト⑥イエロー

イングリッシュ・クラシック・メタル・トップ・ガイド税込

￥８１０（税別

￥７５０）

英国製のハード・
クローム・メタ
ル・トップ・ガ
イド。現在は製
造を中止してい
ます。セラミッ
ク・ガイドが出
現する１９７０
年代頃までは
ロッドのトップ・
ガイドの定番で
した。特に英国

製ロッドでは多用されていたモデルです。アンテイーク・ロッド
の雰囲気を出す場合や、アンテイーク・ロッドのレストアーには
欠かせないトップ・ガイドです。４サイズがあります。Ａはチュー
ブの内径、Ｂはリングの外径、Ｃはチューブの長さのそれぞれの
ｍｍ表示のサイズです。

番号 サイズ 適合ライン A B C

① Ｓ ＃３～５ライン用 2.4 6 11

② Ｍ ＃６～８ライン用 2.6 7.6 12

③ Ｌ ＃８～１０ライン用 2.7 8.6 13.7

④ ＸＬ ＃８～１２ライン用 4 9.3 17.2

オリジナル・コルク・シート
軽さとシンプルなデザ
イン、高いリール固定
力等からコルク・ス
ペーサー・シートを好
まれる方は少なくあり
ません。当店では現
在入手可能なコルク
素材中最もグレードの
高いものを使用してコ
ルク・グリップを製造
しております。グリッ
プと同じグレードのコ
ルクを使用して各種ス
ペーサー類も製造して

います。特にリング・シート用の各種スペーサーは、高い耐久力
がある事から、バンブー・ビルダーの方にご愛用頂いております。
リング・タイプより固定力の高いスクリュー・タイプをご紹介申
し上げます。ｍｍ表示のサイズです。①②はバット・プレート付
き、他は別売です。①④⑤はアップ・ロックとダウン・ロックの
両方に使用できます、②③は一般的にアップ・ロックです。

番号 適合ライン カラー 全長 外径 内径 税別

① バーマック ブラック 95 15 6.5 ￥2,700

② スケルトンＳ ブラック＆

シルバー

91 16 6.5 ￥2,700

③ スケルトンＳｄ 91 18 7 ￥2,800

④ ライト・スケル

トン

ゴールド＆

シルバー
92 18 7 ￥2,500

⑤

１９７０年代・ハーデイ・バイカウント＃１４０・３-5/8”

税込￥２９，１６０（税
別￥２７，０００）重量
約１５５グラム、外径
９２ｍｍ、内幅１６．５
ｍｍ。本流や湖用の＃７
～８ライン用。人気の
高いお城のマークのラ
チェット・カバーとライ
ン・ガード付きモデル、
更にレッド・カラーのオ
リジナル・ケース付。使
用頻度が少ないかなり良
好な状態。お問い合わせ
番号ＳＢ４３７。

マジック・ヘッド税込￥１，４５８（税別￥１，３５０）

フライのヘッドに取

り付ける軟質プラス

テイック製の漏斗状

のマテリアル。通

常 Aのように寝かせ

た位置にセットする

漏斗状に開いた部分

を、Bのように起こ

すことで、水中のフ

ライにバイブレーションを伴なったアクション

を産み出す事が出来ます。Aのように通常の寝

かせる位置にセットすると強い水流の中でもフ

ライはリアルな動きで流すことが出来ます。ウ

エット用のアイと同じく、フックを先端部の穴

に通してスレッドが巻かれた先端部にセットし

ます。６個入り。サイズは２サイズあります。サイズ：①Ｒ１０・＃１２

～＃１８フック用（写真＃１６フライ）②Ｒ１１・＃６～＃１４フック用

Ｅｕｍｅｒチューブ・フライ・ツール税込各￥２，９１６（税
別￥２，７００）ハンデイーなチューブ・フライ用バイス・ツール、

３サイズがあります。平らな部分をバイスに固定した後、テーパーの

付いた部分に各種

チューブを通して

タイングを行いま

す。チューブのサ

イズに応じでツー

ルをお選びくださ

い。テーパーが付

いているので使用できるサイズに対して若干の汎用性があります。プ

レート部分のサイズは１２．２ｘ６．５ｘ０．７ｍｍ（厚み）です。

番号 全長 外径Ａ 外径Ｂ サイズ表のＡは、ニードル先端から

１ｃｍ部分の外径、Ｂはニードルの

プレート接合部の外径です。全長は

ニードル部分の長さのｍｍです。

①ＸＳ 53 0.6 1.3

②Ｓ 70 1.1 1.9

③Ｌ 105 1.3 4
ＵＶテール税込￥８８６（税別￥８２０）ウエット・フライの
ウイングやテール用マテリアル。全長約４０センチを二つ折りにして

あり

ます。

水中

でア

ク

ションを起こす度に強い光線を反射して魚を惹きつけます。フライに

少し輝きを与えたいと思う時若干のＵＶテールを取り付ける事でアク

セントになります。細いフラットのマテリアル、水流に合わせて水中

では活発なアクションを生み出しますがキャステイン時には絡みにく

い素材です。＃１２以上のウエット・フライに使用できます。
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チューブ・フライ・バイス・アダプター税込￥２，５９２（税
別￥２，４００）バイスのジョーに固定できる便利なチューブ・フライ用

のアダプター。アダプターのバイスに止める部分（A）のサイズは厚さ１．３

ｍｍ、長さ６ｍｍ、高さ

３１ｍｍです。チューブ

を固定する長さ１２ｃｍ

のニードル（C）は３サ

イズがセットになってい

ます。Bはニードルを固

定するネジです。それぞ

れのニードルの外径は約

０．８７ｍｍ、１．２ｍｍ、

１．８ｍｍです。３サイ

ズ揃っていれば殆どのサ

イズのチューブ・フライ

に対応できるでしょう。

インフォメーションご購読者様用 ･ ２０１６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
ご購読と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
売にて税別￥８,０００以上（雑誌・書
籍を除いて）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２０１６年版スポーツ・タオルです。

スピナー・フライ・ボデイ税込￥１，０５８（税別￥９８０）
どん
なフ
ライ
にも
反応
しな
い場
合の
取っ
て置
きの

リアルなパターン用に適したマテリアルです。約１０ｍｍの浮力
のあるテーパー付きフォーム・ボデイにクリーム又はダンの彩色
を施してリブを巻きつけてあります。ほぼ同じ長さのテールが付
いています。この状態でボデイの先端をフックにタイング・スレッ
ドで巻き止めるだけでリアルなメイ・フライが作れます。写真の
フックは＃１６で、最小で＃１８程度のフックまで巻く事が出来
ます。３個入りセット。カラー：①クリーム②ダン

ブレンデイング・ダブ・ブラシ税込￥３，８８８（税別￥３，
６００）サイズは１１５ｘ５４ｍｍ、くの字型の細い金属製のピンがブラシ

状に大量に植え込まれています。この大

型ブラシで幾つかの希望のダビング材を

かきとりそれを混ぜ合わせる事が出来ます。

作業にはかきとったダビング材をこの金属

製ブラシで切れない程度の硬さと強度を持

つメッシュの上に広げて行うとより満遍な

くミックスすることが出来るでしょう。大

型のウエット・フライを巻くタイヤーにお

勧めのツールです。

ナイロン・ダビング・ブラシ税込￥７５６（税別￥７００） 
全長約１８

ｃｍのプラ

ステイッ

ク・ハンドルの

両端に大小２サ

イズの硬いナイ

ロン・ブラシが

付いたベテラ

ン・タイヤー用

タイング・ツー

ル。ナチュラル・

ファーをカットしてウイングやテールに使用する場合アンダー・ファーが残っ

ているとシャープなフライの仕上がりになりません。アンダーが残った状態で

ウイング等に巻きつけると、ヘッドが太く重くなり、不格好な上に、水面に立

つたりスムースに水流に乗るべきフライが転倒する事になりがちです。この強

力なナイロン・ダビング・ブラシでアンダー・ファーを取り去り、取付け部を

シャープな状態にすれば水面でリアルなプロポーションを維持するシャープな

フライが巻けます。取り去ったアンダー・ファーは優れたダビング材としてご

使用になれます。巻き上がったフライのボデイを起毛させる場合にもご使用に

なれます。ブラシのサイズは、３列の Lが各３６ｘ８ｘ１２ｃｍ（ｈ）、１列

の Sが２２ｘ３ｘ５ｃｍ（ｈ）。

ワーム・フライ・ボデイ税込￥１，０５８（税別￥９８０）
質感や柔
らかさが、
本物の
ワームに
近く再現
されたフ
ライ用マ
テリアル。
希望の長
さにカッ

トしてフライ・フックに刺し
通したり巻き止めて使用し
ます。水中では本物以上のア
クションを生み出す事でしょ
う。全長は約１３ｃｍ、外径
約２ｍｍ（正確に計測出来ま
せん）、２０本付いているの
でかなりたくさんのフライを
巻く事が出来ます。♯１４程
度までのフックには違和感な

くご使用になれます。カラー：①ブラッド・レッド②サンジュアン・
レッド③ホット・ピンク

スカンジナビアン・スタイル・カラード・チューブとライナー・
セット税込￥９９４（税
別￥９２０）
フック・サイズの交換が
簡単に行えることから
チューブ・フライをご使
用になるフライ・フィ
シャマンが多くなってい
ます。魚に目立つカラー
で彩色されたチューブは
本流などでの大きなトラ
ウトやヤマメ、降海型の
魚には効果的です。外
径約３．１ｍｍ、長さ約
２０ｃｍの本体の色付
きチューブ５本と、内
部に差し込む事の出来
る外径１．６ｍｍの透明
ライナー５本がセットに
なった便利なマテリアル
です。カラー：①ブラッ
ク②クリヤー蛍光シャト
リュース③蛍光オレンジ
④蛍光ピンク⑤蛍光イエ
ロー

１９５０年代カミンズ・オブ・ビショップ・ザ・アイデアル・
スピニング・７‘６“ミデイアム税込￥１８，３６０（税別
￥１７，００）ハーデイのあるアーニックの近く、約６０キロほど南
にあったメーカーで１８５７～１９６０年まで操業を続けていた良質

のフライ・ロッド・メーカーです。このスピニングも手前の大口径ガ

イドはメノウ・リングと推測されます。アクションはミデイアムから

ミデ

イア

ム・

ヘ

ビーで１０グラム程度のルアーまでご使用になれるでしょう。

ロッド重量２１０グラム、本流や湖の大型魚に適したロッドです。

状態は通常で大きな瑕疵は見られません。バット・フェルールの

脱着とオープン・フレーム・ガイドを１個交換しました。全体の

防水上塗りと曲がり直しも行ってあります。布ケースはオリジナ

ルではありません。問い合わせ番号ＳＲ６５。
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パラポスト・ウイング税込￥５９４（税別￥５５０）耐久性の
高いフロータ
ント、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
ず強い浮力が
長時間持続す

る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。約１

グラム）が１パックになっています。
カラー：①ブラウン・ケデイス②シナモン・ケデイス③ライト・
グレー④蛍光シャトリュース⑤蛍光オレンジ⑥蛍光イエロー⑦
ホット・ピンク⑧ミデイアム・ダン⑨ノーム・ウッド・スペシャ
ル⑩ダーク・グレー⑪ホワイト

パール・スーパー・エッグ税込￥４９７（税別￥４６０）外径
約４．８ｍｍ、パール
の光沢が水中で輝く
ように作られたリア
ルなプラステイック
製サーモン・エッグ。
適合フック・サイズ
は＃１２～＃１４、
渓流や本流域の淡水
で効果的なサイズで
す。中心部にフック

を通す大き目の穴が開いているので、一般的にアイ側から通
して接着剤
等で固定し
た後タイン
グを行うこ
とが容易で
す。大型の
サイズはア
ラスカなど
で大変効果

的なフライとして多用されていますが、
今回渓流用サイズを輸入致しました。
１２個入り。カラー：①オレンジ②レッ
ド③ピンク④チーズ⑤シャトリュース
⑥イエロー

ジャングル・クック・イミテーション・アイ・１０枚入り税込
￥９８０（税別￥８５０）現在
では入手が出来なくなったマ
テリアルですが、サーモン・
フライやウエットに取り付け
るだけでフライが活き活きと
見えてしまうようです。この
イミテーションはかなり良く
似ていて水中では魚が本物と
の違いを認識することは出来
ないでしょう。フックサイズ
＃６～＃１２程度まで対応で

きる小型サイズです。フェザーの全長は約３０mm、１０枚入りです。

６ｍｍへビー・フォーム税込￥５９４（税別￥５５０）テレス
トリアルやホッパー等に
多用されるフォームの６
ｍｍ厚タイプです。従来
は２ｍｍが最も厚いサイ
ズでしたので、カットし
て巻く事でアーントや
ホッパーを作っていまし
た。６ｍｍでは棒状のタ
イプと同じく必要な長さ
をカットしてそのまま止
める事で十分な浮力とリ
アルなシェイプのフライ
を作る事が出来ます。カ
ラー：①ブラック②ブラ
ウン③タン④ホワイト⑤
イエロー
他の３タイプのフォーム
も併せてご紹介申し上げ
ます。サイズは６ｍｍを
含めた全ての厚さで７７
ｘ１１４ｍｍのシートが
２枚パックです。
Ｂ：シン・フォーム・２
ｍｍ税込￥３１３（税別

￥２９０）①ブラック②
ブラウン③シャトリュース④Ｄｋ．
グレー⑤ゴールド⑥インセクト・
グリーン⑦ライト・グレー⑧ライ
ト・オリーブ⑨オリーブ⑩オレン
ジ⑪レッド⑫ルート・ビアー⑬タ
ン⑭ホワイト⑮イエロー　Ｃ：ウ
ルトラ・シン・フォーム・１ｍｍ税

込￥３１３（税別￥２９０）①ブラッ
ク②ホワイト　Ｄ：マイクロ・シン・
フォーム・０．５ｍｍ税込￥３８９

（税別￥３６０）①ブラック②ホワイ
ト③オリーブ④タン

蛍光フライ・アイ税込￥６９１（税別￥６４０）ウエット・フ
ライ用の
アイ、通
常のモデ
ルより魚
に与える
インパク
トが強い
蛍光色タ
イプ。ア
イを付け
るだけで

フライが活き活きとして見えるようになります。３色の蛍光
色と１色の蛍光夜光タイプがあります、裏面には糊が付いて
います。サイズ：①１/８”（３．２ｍｍ）②５/３２”（３．９７ｍｍ）

の２サイズがあります。カラー：①蛍光オレンジ②蛍光＆夜光③蛍光

シャトリュース④蛍光イエロー

リアリステイック・カラード・フォーム・セット各税込￥２，
２６８（税別￥２，
１００）通常の
フォームは、他の
用途にも使用され
る工業製品の為カ
ラーがかなり限定
的になります。こ
のシートはフラ
イ・タイング専用
にカラーとフォー
ムの厚さを選んで
染色されている
為、季節や場所に
合わせたリアルな
フライを巻くこと
が出来ます。全

６色セットで、各フォームの厚さが１ｍｍと２ｍｍの２種類、
サイズは６．５ｘ２８センチ。合計１２枚がセットになってい
ます。カラー：①ストーン・フライ・セット②ケデイス・フ
ライ・セットの２タイプがあります。
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グリズリー・バード・フラッシャブー税込￥１，０５８（税
別￥９８０）
水中でフライのボデイ
に絡まらない程度の硬
さを持ったアメリカ製
プラステイック・フラッ
シャブー。幅が約０．５
ｍｍ～０．６ｍｍ、ポ
ピュラーな＃６～＃８
フックに適したサイズ
ですが、適度な硬度があ
るので大きなフライか
ら小型フライにも効果
的です。長さは約２５ｃ
ｍ、かなり多くのフライ
を作ることが出来ます。
幅約９ｍｍと広目の黒
い線がグリズリー状に
付いています。基本色と
黒いバーがほぼ同じ幅
で交互に染められてい
る大変リアルな模様で

す。適度な硬度は水中での動きを生み出し、グリズリー模様の
カラーと相まって効果的なウイング材です。カラー：①蛍光ピ
ンク②蛍光オレンジ③蛍光ブルー④蛍光イエロー⑤クリヤー

マイクロ・シリコン・ラバー・レッグ税込￥７４５（税別
￥６９０）フッ

ク・サイズ＃１６

～１８程度のミッ

ヂ・フライのレッ

グにも使用出来る

極細タイプ。シリ

コン製なので緩や

かな水流や止水域

でも微妙なバイ

ブレーションでフライにリアルなアク

ションを与えることが出来ます。従来の

ラバー・レッグより一回り細いタイプで

す。幅１ｃｍ、長さ１４ｃｍ、厚さ０．

５ｍｍのシリコン・シートを２０等分し

て作られています。１本のレッグの太さ

は約０．４ｍｍ（正確に計測が出来ませ

ん、誤差があるかもしれませんが１ｃｍを２０等分してあることからも

ほぼ正しいサイズだと思われます）。２０の本レッグが切れ込まれたシ

リコン・シートが４枚セットです。カラーは多くが染め分けやグリズリー

模様のバーが入れてある効果的な組合わせになっています。

カラー：①バード・パンプキン②クリヤー＆蛍光オレンジ・テイップ

③ブラック④夜光クリーム⑤蛍光ホット・ピンク＆オレンジ・テイップ

⑥ボーン⑦ルート・ビアー＆オレンジ・テイップ⑧サンド⑨タン⑩蛍光

イエロー・シャトリュース＆オレンジ・テイップ⑪バード・クリヤー⑫

バード・蛍光オレンジ

フォイル・ラバー・レッグ　マイクロ and スタンダード・サイズ
税込￥７４５（税
別￥６９０）ラ
バー・シートの
裏と表が異なる
メタリック・カ
ラーで染色、更
に両面に網目状
のメッシュ模様
が染色された大
変アトラクテイ
ブなラバー・レッ
グ。従来のレッ
グとは全く異な
る印象をフライ

に与えるでしょう。
①スタンダートはシート幅１６
ｍｍ、厚さ０．５７ｍｍ、長さ
１４５ｍｍ。２２本にカットさ
れています、レッグの幅は約０．
７ｍｍ。あらゆるフック・サイ
ズに使用できます。
②マイクロはシート幅１０ｍ
ｍ、厚さ０．４２ｍｍ、長さ

１４５ｍｍ。２０本にカットされ、各レッグの幅は約０．５ｍｍ。
＃１６～＃１８程度の小型ウエットやニンフにも使用可能。共に
計測に若干の誤差があります。全て４枚セットです。（＊写真１，２，
３，４マイクロの各カラー、５スタンダードの①グリーン＆ブルー）
カラーは全てメタリック・カラー：①バード・グリーン・メタリッ
ク /ブルー・メタリック②バード・ブルー・メタリック /パープル・
メタリック③バード・カーパー・メタリック /グリーン・メタリッ
ク④バード・カーパー・メタリック /レッド・メタリック

ジャンクション・チュービング税込￥９６１（税別￥８９０）内

径約１ｍｍ、２層構造の為、適度な

柔らかさを持つチューブ、長さは約

５０ｃｍ、外径約２ｍｍ。イントルー

ダーや各種フライをトレイラーとし

て接続することが出来ます。外径が

細く、適度な柔軟性と硬度を併せ

持っているのでタイング作業が容易、

シャープなチューブ・フライを作る

事ができます。強度の高い特殊素材

は若干の柔らかさも持っているので

フライが水中でアクションを生むこ

とが出来ます。カラー：①ホワイト②ブラック③オレンジ

ダンベル・アイ・フライ・シャンク
①税込￥１，０５８（税別￥９８０）

シャンクの外径約１．０ｍｍ、長さが

３２ｍｍ。シャンクに折り返しが無いの

でアイの先端部まで同じ外径です。幅広

いサイズに対応できる万能タイプ。ビー

ズやコーン・ヘッドを使用する場合に効

果的です。２５本入り。

②③税込￥１，１６８（税別￥１，

１００）はアイの部分に折り返しがある

ので、耐久性は高くなりますが若干外径

が太くなっています。折り返しある事で

水中でのフライの安定性が高

くなり、タイングしたマテリ

アルが緩んだり動いたりする

事が少なくなると言う利点が

あります。②シャンク外径０．

８ｍｍｍ、全長２６．１③は外径０．９ｍｍ、シャンクの長さ５１ｃｍで

す。共に２０本入り。

ＵＶフィルム税込￥７１３（税別￥６６０）厚さ約０．０３ｍｍの

超薄のＵＶシート、

若干の伸縮性もあ

るのであらゆるウ

エット・フライの

ボデイにスムース

に巻く事が出来ま

す。ボデイの上か

ら巻いたりウイン

グにしたりヘッド

のアクセントにし

たりと色々の使用法があります。リアルに光線を反射するＵＶカラーは

魚を強く惹きつける事が出来るでしょう。写真はシートを折り、それを

立てて写しましたが角度によって激しく変化する為正確な色が出ませ

ん。シートのサイズは２５ｘ１０センチです。ＵＶカラー：①イエロー

②オリーブ③ブルー④ピーコック

１８９８年ハーデイ・グリーン・ハート１１‘＃３～５税込
￥２７，０００（税別￥２５，０００）１９世紀のハーデイ・グリンハー

ト・ロッドが残っていた事に驚きを感じます。使用上支障はありません

が、全長の

１１‘から

見て、テイッ

プが２“程

ショートし

ている可能

性がありま

す。それによるアクションの違和感は感じないでしょう。またストリッ

ピングのメノウが欠落していたので他のメノウ・ガイドを取り付けまし

た。その他の箇所は大変綺麗でオリジナルを保っています。ロッド重量

約３８０グラム。ハーデイのケースが付いています。ショートしている

為に良好な状態ながらお買得な価格です、お問い合わせ番号 SA ７２４。
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アンテイーク・グラス・ロッド　近年お客様からのアンテイーク・グラス・ロッドへのご要望が多くなってきいます。
当店でも出来る限り、バンブー・ロッドメーカーの作るアンテイークらしいグラス・ロッドを中心に輸入を増や
しています。今回ご紹介するグラス・ロッドは、由来・アクション等がベテラン・コレクターの方にもご興味が
持てると思われるものを取り揃えてございます。眺めて楽しい、使えば更に楽しいと言うロッドです。

１９７０年代 The Sila Flex ・メダリオン・グラス・フライ・ロッド

６‘６”＃５税込￥３５，６４０（税別￥３３，０００）アメリカ

のロッドらしい雰囲気が良く出ている大変珍しいグラス・ショート・ロッ

ド、＃４～６程度までのラインに適しています。ガイドはフィリプソン

と類似したダブル ･ループ・タイプ。アクションは当時のアメリカ製グ

ラス・ロッドの一般的なデザインでかなりシャープ、日本のスピーデイー

な渓流での釣りに向いています。ロッドの状態はかなり良好で使用頻度

もそれ程多くないように見えます。ブランクやシートに目立つような傷

は見られません。ロッド重量１１０グラム、グリップの全長１６．５ｃｍ。

グリップ先端部のブランクの外径約９．９ｍｍ、トップ・ガイド下の外

径約２ｍｍ。オリジナルの布ケースとアルミ・ケース付（何故か一部塗

装が剥離しています）。お問い合わせ番号ＳＡ７０９。

１９６０年代オービス・フィリプソン・フルフレックス・グラス・ロッド・６‘６“ＨＤＨ（＃５～６）税込￥６３，７２０（税

別￥５９，０００）フィリプソンのロッドは当時最も
フライ・フィシャマンの要望を満足させる高級なグラ
ス・ロッドとしてレナードやオービスにフィリプソン
のオリジナル状態のブランクが供給されていました。
このモデルは当時としては画期的なエポキシ樹脂製の
フィリプソンのブランクを使い、オービスが完成させ
た貴重なショート・ロッドのフィリプソンです。ライ
ンは古い時代の表示のＨＤＧ（＃６に該当）ですがパ
ワフルな現在のラインではＤＴ＃５が最適でしょう。
重量７９ｇ、グリップ全長１５ｃｍ、２ピース。状態

は非常に綺麗で使用頻度も少ないようです。オービス・オリジナル布ケースとアルミ・ケース付。問い合わせ番号ＳＡ７１１。

１９６０年代フィリプソン・グラス・フライ・ロッド・S76・７’‘６“＃５税込￥６２，６４０（税別￥５８，０００）大変貴

重なほぼ未使用状態のフィリプソン・グラス・フライ・ロッ

ド。フェルールは初期のモデルと推測される大変珍しいブ

ラス・フェルール・モデルです。リール・シートに日焼け

と思われるカラーの薄い部分がある事から、釣具店などで

陳列されていた可能性が考えられます。アクションは独特

のトルクの高いデリケートなデザイン、＃４～５ラインが

適しているでしょう。ロッド重量約１１２ｇ、バットのグ

リップ上端部の外径約１０ｍｍ、グリップ全長１６．５ｃ

ｍ。２ピース・モデル。ロッド・ケースと布袋が付属。ロッド・

ケースのキャップに Peerless のロゴと Newark の文字が彫

り込まれています。フィリプソンのあらゆる商品を最後に

買ったロドン社は当時ニューアークにあって、かつフィリ

プソンのバンブーの名称は PEERLESS。アルミ・ケースは

ロドンでつけたものではないかとも推測できます。大変珍

しいフィリプソンの未使用モデルです。問合わせ番号Ｓ A

７１３。

１９７０年代 Sila Flex ・メダリオン・グラス・フライ・ロッ
ド７‘＃５税込￥３２，４００（税別￥３０，０００）メタル・フェ

ルールとリール・シート、ストリッピング・ガイドはフェザーウエイト

製と思われます。アクションは当時のアメリカ製グラス・ロッドの一般

的なデザインでかなりシャープ、＃４～６のラインに適しています。日

本の流れの強い渓流での釣りに最適です。ロッドの状態はかなり良好で

使用頻度もそれ程多くないように見えます。重量１１０グラム、グリッ

プ全長１６．５ｃｍ。グリップ先端部のブランクの外径約９．９ｍｍ、トッ

プ・ガイド下の外径約２ｍｍ。問合わせ番号Ｓ A７０６。

１９７０年代・フェンウイック・フェラライト・グラス・フライ・
ロッド７‘６“＃５税込￥３１，３２０（税別￥２９，０００）

ロッド素材がバンブーからグラス・ロッドに変わる時代

に、当時の世界中のフライ・フィッシャマン達に圧倒的

な支持を得たグラス・フラ

イ・ロッドです。現代でも

高い機能性と滑らかなアク

ションを好まれる方が少な

くありません。ロッド重量

約９８ｇ、グリップの全長

は１８ｃｍ。グリップ先端

部のブランクの外径は約１０．５ｍｍ、トップ・ガイド下端のブランク

の外径は１．６ｍｍです。状態はかなり良好です。ブランクにも目立つ

ような傷は見られません。オリジナル布ケースとトライアングル・ロッ

ドケースが付いています。問合わせ番号Ｓ A７０７。

１９７６年ハーデイ・ファイバーライト・グラス・フライ・ロッ
ド９‘＃９税込￥３５，６４０（税別￥３３，０００）古い時代

のハーデイ・グラス・モデルはシートにウッドとメタルが使用されてい

ます。エクステンション付でご要望の多いセミ・ダブルにも使用できま

す。本流や湖水での大型魚を対象としたグラス・フライ・ロッド。グラ

スとは思えないシャープさと軽さはハーデイ・グラス・ロッドの特徴で

す。ロッド重量１７０グラム。状態はかなり綺麗で、グリップとエクス

テンションはビニール・カバーを付けたままで使用されています。スト

リッピング・ガイドのフレームが押されたようで、左右のフットが接近

していますが使用には支障ありません。トップ・ガイドは当時最新のフ

ジガイドに交換した可能性があります（オリジナルの状態かもしれませ

んが）。オリジナル布ケースとエクステンション付。問合わせ番号Ｓ A

７２６。
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１９７０年代ハーデイ・エスク・１０‘#７税込￥３９，９６０（税
別￥３７，０００）１９６９年から１９８０年まで製造されていたグ

ラス・ロング・ロッド。当時ハーデイーにも未だかなりのバンブー・ロッ

ド作りの職人達が残っていて、新素材のグラス ･ファイバーの軽さを

利用

した

バン

ブー・アクショ

ンの再現を目指し

ていた時代でもあ

ります。このバン

ブー時代の職人達

の作ったグラスが

丁寧な仕上げ、バンブーと同質の高いグレードの仕様がアンテイーク好

きの方々に好まれています。未だハーデイのバンブー・ロッド作りの雰

囲気が残った時代の貴重な未使用モデルです。この長さながらハーデイ・

グラス・ロッドのデザインが優れている事から持ち重りがしないと高く

評価されています。ロッド重量約１９０グラム。グリップの全長約２２

ｃｍ、最大外径２４．５ｍｍです。グリップ上端部のブランクの外径

１６．５ｍｍ、トップ ･ガイド下の外径２．６ｍｍ。英国での対象はシー・
トラウト、サーモン、大型トラウトに適していると書かれています。
エクステンション付き。お問い合せ番号 SA ７１４。

１９５０年ハーデイ・ポープ・ドライ・フライ・ロッド１０‘＃６
～７税込￥４９，６８０（税別￥４６，０００）ハーデイ・パーフェ

クションから派生した軽快な２ピースモデル。アクションはかな

り重厚

で、現

在では

本流や

湖での

釣りに

適したシングル ･ハンド ･ロッドといえます。長さが生み出す強力なト

ルクで、フライをスムースに遠投し静かに着水させることが出来るよう

なアクションのロング・ロッドとして人気モデルの一つです。ロッド重

量約２３０グラム。２ピース、１テップ、丁寧に使用されたようで状態

はかなり良好でオリジナルを保っています。フェルール・キャップ付き。

スピアーが付いていますが取り外せないこととオリジナル・ケースでは

ない事から良好な状態ながらかなりお買得になっています。お問い合わ

せ番号ＳＡ７２７。
１９７０年代オービス・グラファイト８‘＃５税込￥２９，７００（税
別￥２７，５００）長さやアクション、仕様等から推測して多くの日本の

フライ・フィッシャマン達に愛用された７‘９“のファー＆ファインの元

になった

モデルと

推測され

ます。長さ、繊細なアクショ

ンは日本の渓流にピッタリで

す。ライン・ウエイトは古い

時代の表示の HDC（６）と表記

されています。WF の＃６と言う意味ですが当店の印象では勿論 WF6 も振れ

ますが、現在のラインでは＃４～＃５が適したサイズではないかと思って

います。状態は良好です。テイップ・セクションの一番下のスネーク・ガ

イドがロッドの抜き差し時に若干変形したようですが使用上支障はありま

せん。ロッド重量約６２グラム、オリジナルの布ケースとアルミ・ケース付。

お問い合せ番号ＳＡ７０８。

１９７０年代オービス・グラライト・フライ・ロッド８‘＃５ 
税込￥３１，３２０（税別￥２９，０００）オリジナル・アルミ・ケー

スと布ケース付。ケースには＃６と表記されていますがＷＦ６＆ＤＴ５

の意味になりますが、

パワーの強い現在のラ

インでは＃４～５が適

していると思います。

アンサウンド素材のグ

ラファイトが生み出す

非常にデリケートでシャープなアクションは、当時のそして現在のフラ

イ・フィッシャマン達にも評価が高いデザインです。ロッド重量約７０

ｇ、バット外径６．９ｍｍ、テイップ外径１．５ｍｍ。状態はかなり良好

です。問い合わせ番号 SA ７１０。

１９６０年代・ファルコン・The Merlin・１０‘＃６～７税

込￥３４，５６０（税別３２，０００）レデイッチのメーカですが詳

細は不明です。ロッドの状態はほぼ使用状態に近いと言える大変綺麗なモ

デルです。ラッピングも大変丁寧で美しく仕上がっています。スネークは

ゴールド、ストリッピングとトップは初期のセラミックが付いています。

ハーデイのワイやパーフェクションの２ピース・ロング・ロッドがアンテ

イーク好きの方に高い人気ですが、このロッドもストレスのないスムース

なベンデイング・カーブを持っています。長さを気にせずにキャステイン

グを楽しむことが出来るでしょう。２ピース、１テイップ、ロッド重量約

２５０グラム、オリジナル布ケース付。お問い合わせ番号ＳＡ７２５。

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￥３１，３２０（税別￥２９，０００）大きな止水域での遠投

の繰り返しを目的としたロッド・デザインですので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・モデルです。ロッド重量１３０グラム、多くの

お客様の第一印象はグラスとは思えない軽さと張りのあるアクションだ

と仰られます。ストリッピングは古い時代のミルドラム・カーボロイが

使用されています。状態は普通ですがラッピング部は防水上塗りを施し

てありますので長くご愛用になれるでしょう。ハーデイ・オリジナル布

ケース付。お問い合せ番号ＳＡ７１８。

１９７０年代ハーデイ・グラス・ジェット・セット８‘６“(＃５
～ )＃６税込￥２９，１００（税別￥２７，０００）Jet のロゴがつ
いた初期のモデル、特にホワイトのフェルールは古い時代のモデ
ルで非常に人気の高いカラーです。グラスとは思えないほどシャー

プな
アク
ショ
ンと

軽さが特徴です。８
‘６“は特にしまっ
たアクションになる

ので人気の高いモデルです。初期モデルは現在のパワーのあ
るフライ・ラインでは＃５が適しているでしょう。渓流でド

ライからウエットまでを楽しめます。更に中流域から本流、小型
の湖用としても使用できます。今後も長くご使用いただけるよう
フル・レストアーを行ってありますのでかなり良好な状態です。
ロッド重量約１１７グラム。布ケースはオリジナルではありませ
ん。お問い合わせ番号 SA ７１６。

１９３０年代フォスター・マニフォールド・１０’６”＃５
～６税込￥３９，９６０（税別３７，０００）１８３３年創業の良

質なフライ用品のメーカーとしてハーデイ等と同じような高い評価を得

ていました。このモデルも間隔の狭いインターミデイエット・

ラップに見られるように、持つ楽しさを満足させる豪華で丁寧

な作りです。重量約２８０グラム、状態が大変良好です。フェ

ルール

もハー

デイの

ロッ

ク・

ファー

ストと

同じ目的を持った、使用時に抜けないピンが付いています。ガイドはハー

デイでお馴染みのブリッジ・リング、ストリッピングとトップはメノウ、

アンテイークらしい仕様です。アクションはかなりデリケートで＃５前

後が適しているでしょう。フェルール・キャップが２個とオリジナル布

ケース付。３ピース、１テイップ。お問い合わせ番号ＳＡ７２１。

１９３０年代アーサー・プライス・８‘６“＃７～８税込

￥３４，５６０（税別３２，０００）確りしたデザインと手慣れた作りのヘビー・

ロッド、状態はかなり良好です。アクションは若干テイップ気味で長さと相まっ

てハンドリ

ングが楽に

行えます。

メノウのス

トリッピングとトップ、他はオープン・フレーム。スレッドの切断やブランクの破損は

見られません。ロッド重量２３０グラム、フェルール・キャプとオリジナル・ケース付。

２ピース、１テイップ。お問い合わせ番号ＳＡ７２９。
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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

　　　　　　　　　【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

２０１５年 ２０１６年・年末年始の営業
２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日

営業 営業 営業 休み 営業 営業 営業
＊１２月２８日、２９日、１月４日、５日は月曜・火曜ですが営業いたします。

１９５３年・ハーデイ ･パラコナ・ワンレス・スピニング・８‘６
ポンド（ミデイアム・ライト ･アクション）税込￥４１，０４０
（税別￥３８，０００）本流や湖用に適したモデルです。理由
は不明ですが、バット部に約５５ｍｍ程塗装の色が薄くなった箇

所が見られます（ブランク本体には傷や破損は見られません）、防
水の上塗りを行ってありますので使用に支障はありません。ロッ
ド重量約１９０グラム、古い時代のタイプでストリッピングは
１３ｍｍのメノウ、トップもメノウ・ガイドです。フェルール・
キャップも付いていて、ロッドはかなり良好な状態と言えます。
お問合せ番号ＳＲ６２。

１９４４年・ハーデイ ･パラコナ・ワンレス・スピニング・
７‘４ポンド（ライト ･アクション）税込￥４１，０４０（税別
￥３８，０００）ロッド重量約１５０グラム。５グラム程度まで

のルアーに適した渓流から中流用のデリケートなスピニング。古
いハーデイの特徴である塗装面の皺が見られますが防水上塗りを
行ってあるので支障はありません。デラックスなウッド・バット
エンドが最後まで締め込めずに８ｍｍ程隙間が空きます。目的は
不明ですがデザインと推測されます。手前の大口径ガイドのリン
グ左の接合部が分かりますが、当時の技術では完全な溶接が出来
ない程の硬質素材と推測されます。当店でもこれで４例目になる
ので瑕疵とは考えられません。お問い合わ番号ＳＲ６１。

１９９６年 Antique & Collectibie Fishing Reels 税込

￥１１，８００（税別￥１１，０００）１９２ページ、内８ペー
ジはフル・カラー、他はモノクロ・
ページです。４１～８２ページま
ではフライ・リールのページです。
ハーデイとは異なり日本のフライ・
フィッシャマンには馴染みの薄い
米国製フライ・リールが多量に紹
介されています。フルーガーを始
めてとして古い時代のオートマテ
イック・リール等も多く紹介されて
います。スペシャリテー・リール
のページにはヘドンやフルーガー、
ハーデイなども紹介されています。
フライ・リールが最も多く紹介さ
れていますが、アメリカの所謂ベ
イト・キャステイング・リールも

多く紹介されています。状態は未使用ですが、表紙の一部に微小
な折れが見られます、お問合せ番号Ｓ E３３１。

１９７０年代・オービス・インプリグネイテッド・バテンキル・
７’ライト・バンブー・スピニング税込￥４８，６００（税別
￥４５，０００）このスピニングは状態がかなり良好で、良質ロッ

ドが
多量
に生
産さ
れた

時代
のモ
デル
であ

ること、耐久性の高いインプリグネイテッド・モデル等からこれ
からも長くご使用が可能です。バンブー・ブランクに傷や欠落は
見られません。ガイド等の仕様もオリジナルの状態です。ロッド
重量約１７０グラム、グリップの全長は約３０ｃｍ。グリップ先
端のバンブー・ブランク対面外径は約８ｍｍ、トップ・ガイド下
の対面外径は約２．４ｍｍ。カタログ・データーでは適応ルアー・
ウエイトが約７ｇ～１４ｇとなっていますが、ロッドの検証や耐
久性の点からも５ｇ～１０ｇが適しているでしょう。中流域から
本流、湖のライト・ロッドとしてお勧めです。布ケースとアルミ・
ケースにロゴ・マークが付いていません。布ケースはオリジナル
だと推測されますが、アルミ・ケースは付属のモデルより肉厚で
キャップにブラスが付いている事などから豪華なモデルを別に購
入した可能性もあります。お問合せ番号Ｓ R６０。

１９７０年代ハーデイ・マッチ・メイク・フォールデイング・
ランデイング・ネット税込￥２３，７６０（税別￥２２，０００）
本流の大型トラウトやサーモンに適した折り畳み式ランデイン

グ・ネット。アルミ・
フレームのサイズは
４０ｘ３５ｃｍ、ネッ
トの深さは約５２ｃｍ
あります。ネット底部
が広いのでサーモンな
どをランデイングして
も問題はありません。
アルミ・グリップの長

さは約５２ｃｍ、バック等に止めるクリップが付いています。か
なり使用されています、又ネットは一目だけ切れていますが基本
的な機能や使用には支障ありません。未使用の予備のネット（ハー
デイ製かは不明）が付属しています。お問合せ番号ＳＣ４４７。

１９００年代初頭ファーロー・グリーン・ハート・サーモン・
ロッド１３‘６“＃５～７税込￥３１，３２０（税別￥２９，０００）

大変貴重なファーローのグリーンハート・スペイ・ロッドです。しっ
かり
した
仕上
がり
から、
本職

の手によると推測されるフル・レストアーが行われており、大変
綺麗な状態に再生されています。ロッド重量は約６９０グラム、
殆どが手元部分に重さがあるのでキャステイングでは非常に軽く
感じるでしょう。トップのメノウとスネークはオリジナルと推測
されますが、バットはハード・クローム・ガイドです。バットと
ミドルよりテイップが１“程短いので僅かにショートしている可
能性もありますが、アクションには支障ありません。デラックス
なフェルール・キャップ付き、布ケースはオリジナルではありま
せん。ファーロー製で豪華な作りながらかなりお買得な価格になっ
ています。３ピース、１テイップ。お問い合わせ番号ＳＡ７２３。

ハーデイ・パラコナ・ワンレス・スピニング入荷 
バンブー・スピニング ･ロッドの傑作といわれるハーデ
イ ･パラコナ・ワンレス・スピニング ･ロッド。シリー
ズ名はデザイナーの“アレックス・ワンレス”に由来し

ています。バンブー・ロッドの特徴であるストレスを感じない滑
らかかつシャープなアクション、現在でも大変人気の高いアンテ
イーク・スピニングです。渓流用の４ｌｂと本流・湖用の６ｌｂ
が入荷。共にスレッドの切断、ブランクの欠落等はありません。ハー
デイ布ケース付きでオリジナルを保った良好な状態と言えます。


