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長さ ライン ブランク ロッド

８'６" ＃８ ¥34,900 ¥61,700

８'６" ＃９ ¥34,900 ¥61,700

８'６" ＃１０
 

¥36,300 ¥64,400

８'６" ＃１２ ¥36,300 ¥64,400

８'６" ＃１５ ¥37,600 ¥67,100

サイズ ブランク キット ロッド

９' ＃１０－１１
　

￥３５，３００ ￥３９，８００ ￥４６，５００

９' ＃１１－１２
　

￥３５，３００ ￥３９，８００ ￥４６，５００

ブルー・ウオーター・ロッドの下の本は“ビル・

フィッシュ・オン・ア・フライ”￥３，５００

写真でブルー・マリーンのフライ・フィッシィングが

解説されています

 

ケネデイー・フィッシャーがこのブルー･ウオーター･シリーズを販売した時代はソ
ルト･ウオーター･フライの未だ黎明期。巨大なブルー･マリーンをターゲットにした
このヘビーなフライ･ロッドは当時のフライ･フィッシャマンには大変インパクトの
強いロッド･シリーズでした。日本でも徐々にシーラ、メジ・マグロ等の巨大魚をタ
ーゲットにするフライ･フィッシャマン達が現れてきました。噂されるロッドがこの
ブルー･ウオーターです。今回、ラミグラス社がジョー･フィッシャーとの共同開発
でブルー･ウオーター･シリーズがリバイバルしました。海外旅行にも便利な４ピー
ス、Ｓグラスとグラファイトをコンバインした粘り気の強い特殊なアクション。ブ
ルー･ウオーター･フライ･ロッドなら巨大魚との強烈なファイトを安心して楽しむこ
とが出来ます。

本 店
札幌店

〒335-0004
〒010-0012�

埼 玉 県 蕨 市 中 央 4-1-3�
札幌市北区北十二条西3丁目・秀岳荘4F

TEL:048-431-6859/FAX:048-444-6734
TEL:011-736-2567/FAX:011-736-2568

パフォーマンス・プライ

ＰＰソルト･ウオーター・ロッド・シリーズ

 

スエーデンは鋼材をはじめとした優秀な工業製品を生産する国として知られていま
すが、森と湖に囲まれてフライ・フィシィングのフィールドに大変恵まれています
。しょっちゅう釣りを楽しむスエーデンで生まれたブリングセン・フライ・リール
の特徴は軽さと高い機能性、それに耐久性です。当店で取り扱いの高機能グリング

セン・アンチ・リバース・モデル
"ARシリーズ"のドラッグ・
システムの技術が随所に生か
されています。このブラック
・シャドー・シリーズでは、
ラインを巻くときにリールの
ドラッグが全くフリーとなり
ドラッグの音がしません。こ
のため場所を移動するときに
は素早くラインを巻き取るこ
とができます。いったん魚とフ

ァイトをするときには微妙なドラックが働き大きなトラウトの引きを思いっきり堪
能することができます。ブリングセンの作ったビデオ"サーモン"（￥４，２００）
の中でも"サーモン・シャドー・モデル"が使われています。ちなみにこのビデオは
ダブル・ハンドによるサーモン・フライ・フィッシィングのキャストや釣り方が楽
しく理解できると評判です。
微妙でタフなドラッグ力を持つアンチ・リバース・シリーズの特徴は、このブラッ
ク・シャードー・シリーズにも引き継がれています。この微妙で調整しやすいドラ
ッグ・システムは（ハンドル側に調整つまみが付いています）細いリーダー、小さ
なフライと言う組み合わせにも大きな威力を発揮します。スプールの幅もミデイア
ム・ラージとワイド気味、小さな直径でも大きなライン・キャパシテイーを持つこ
とができます。サイズは３サイズ、渓流用のトラウト・シャドー、湖や大きな川用
のグリルス・シャドー、大型サーモン・海用のサーモン・シャドー。

ブリングセン・
ブラックシャドー・フライ・リール

 

ライン 重量 直径 幅 適合ライン リール スプール

トラウト・シャ
ドー　　　　　
　

WF５+
２０ポン
ド・１００
ヤード.

１７５ｇｒ ８２ｍｍ ２５ｍｍ ＃４－７ ￥１９，８
００

￥５，６０
０

グリルス・シャ
ードー

WF9+３０ポ
ンド・２０
０ヤード １9５ｇｒ ９５ｍｍ　 ２５ｍｍ　 ＃７－１０ ￥２１，０

００

￥６，５０
０

サーモン・シャ
ドー

DT１２+３０

ポンド・２
６０ヤー
ド..

２９０ｇｒ １１０ｍｍ ３５ｍｍ ＃９以上 ￥２３，０
００

￥７，９０
０

プレス･パウエルの新しいデザインによるＰＰロッド･シリーズは完成度が極めて高
いアクションのロッド･シリーズと言われて、多くのパウエル･ファンからお褒めの
言葉をちょうだいしています。異なる２種類のグラファイト素材の組み合わせがキ
ャステイング能力と釣り味の堪能と言う矛盾する要求を充分に満足させるロッドに
なっています。このたび、プレス･パウエルがソルト･ウオーター･シリーズを新たに
作り出しました。ヘビーなロッドながら際立った軽さと、特殊グラファイト素材と
独特のデザインから生み出された粘りのあるアクション。キャステイングを繰り返

すショアーからでも、船からの大型魚にでも高い適応力を持ったソルト･ウオーター･
ロッドと言われています。フッコ、スズキからメーター･クラスのシーラまで楽しむ
事が出来る万能ロッドです。
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肉厚プラスチック製チューブをナイロンでカバー
した徳用ロッド・ケース、全体の印象はプラス
チックには見えません。ケース上端部のねじ式
キャップはゴールド・カラーに染色したプラスチック製なのでデラック
スな感じに仕上がっています｡ナイロンで覆われた内部のプラスチッ
ク・チューブはアルミ製チューブと同程度のタフな素材､かなりの衝
撃を受けても収納してあるロッドを破損から守ってくれます。ケース

の外側には手になじむラバー・ハンドル付
きストラップがついているので持ち運びに
便利です。このストラップはベルクロで取り
外しができるで、もう一本ロッドを取り付け
ることも可能です。又、内部にはナイロン

製布ケースが取り付けられています。その布ケースには仕切りがつ
いていて、ナイロン布で２分割されています（太いロッドを入れる場

合は仕切り
を内壁に寄
せ ら れ ま
す）。布ケー
ス不要、直
接ロッドを
ケースに収

納できる便利で軽いロッド・ケース。２ピース用＆３ピース用共に内
径は４０ミリ。

クククククリリリリリヤヤヤヤヤーーーーー・・・・・クククククリリリリリーーーーーククククク
スススススクククククリリリリリュュュュューーーーー・・・・・キキキキキャャャャャッッッッップププププ・・・・・ロロロロロッッッッッドドドドド・・・・・ケケケケケーーーーーススススス
２２２２２ピピピピピーーーーーススススス用用用用用＆＆＆＆＆３３３３３ピピピピピーーーーーススススス用用用用用

適合ロ

ッド長

２ピース用 ３ピース用

長/cm 価格 長/cm 価格

6.5' １０５ \3,800

7' １１２ \3,800 ７５ \3,500

7.5' １２０ \3,800 ８２ \3,500

8' １２７ \3,800 ８７ \3,500

8.5’ １３５ \3,800 ９２ \3,500

9' １４３ \3,800 ９７ \3,500

9.5' １５０ \3,800

プが二重になったナイロン製の
低部まで回っているので、ウ
エーダーのような重い荷物を収
納してもびくともしません｡フロン
トにはナイロン製ポケットが着い
ているので小物を入れることが

できます。メッシュ製で内部の乾燥が速いため濡れものやウエー
ダーを入れるのに最適、上部ジッパーで開閉できます。ナイロン製
とメッシュ製の２タイプがあります。サイズは47センチｘ47センチ。

カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①①①①①ネービーネービーネービーネービーネービー②②②②②グリーン　　　グリーン　　　グリーン　　　グリーン　　　グリーン　　　

     オールオールオールオールオール・・・・・メッシュメッシュメッシュメッシュメッシュ￥２，￥２，￥２，￥２，￥２， ８００８００８００８００８００ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン￥３，￥３，￥３，￥３，￥３， ０００００００００００００００

クリヤークリヤークリヤークリヤークリヤー･････クリーククリーククリーククリーククリーク・・・・・トートトートトートトートトート・・・・・バックバックバックバックバック
大型のトート・バック、ストラッ

ストリームストリームストリームストリームストリーム・・・・・クリーツ　　クリーツ　　クリーツ　　クリーツ　　クリーツ　　￥８，￥８，￥８，￥８，￥８，７００７００７００７００７００
水中の石にはコケが付着しているために、フェルト･ソールのウエー
ダーではスリップする場合があります。ストリーム・クリーツはフェ

エルト･ソールのウエー
ダーの上からでも着脱が
できるスリップ防止用
オーバー･ シューズで
す。特殊合成ゴムの本
体の底にはフェルトが接
着されています。フェル
トの上には軽いアルミ

ニューム製の鋲が取り付けられています。アルミの鋲は軽い上に柔
らかく、ぬるぬるした水中の石の上で磨耗しながらすべりを強力に
防止します。磨耗の度合いもフェルトより少ないようで、当店の調
査では３年使用しても４０－５０％しか磨耗していません。使用頻度
にもよりますが、一般的な条件では少なくても４―６年程度は使用
できるものと思われます。クリーツ上部は着脱と快適な着用感を生
み出すようにネオプレーンになっています。又着脱が容易に出きる
ように後ろにはループが付いています｡更に、強い水流で脱げない
ように丈夫な紐で締められるようになっていますので強い流れを安
全にウエデイングすることができます。大きな川でのウエデイング
は危険が伴うものです、このストリーム・クリーツがあれば安心し
てキャステイングをたんのうすることが出来ます。　写真の物は当
店でテストを兼ねて約２週間、釣り場で履きっぱなしのクリーツで
す。尚、ウエーダーの上から着用するために一回り大きなサイズ
をお選びください。サイズサイズサイズサイズサイズ：：：：：MMMMM（（（（（＃＃＃＃＃８８８８８－－－－－９９９９９）））））,L,L,L,L,L（（（（（＃＃＃＃＃１１１１１０００００－－－－－１１１１１１１１１１）））））
,XL,XL,XL,XL,XL（（（（（＃＃＃＃＃１１１１１２２２２２－－－－－１１１１１３３３３３）））））

シューテイングシューテイングシューテイングシューテイングシューテイング・・・・・ヘッドヘッドヘッドヘッドヘッド・・・・・ワレット７ワレット７ワレット７ワレット７ワレット７
￥１，￥１，￥１，￥１，￥１，８００８００８００８００８００
ベストの中でかさばらないように一辺が
１２センチにデザインされた小型メッ
シュ・ワレット。小型ながら7個のコン
パートメントが付いているので、希望す
るサイズとシンク・レートのラインをほ
ぼすべてを収納することができます。

ビニール・コーテイングされたメッシュ製ワレット。適度な固さのあ
るコーテイング加工のメッシュ素材なのでラインの出し入れがスムー
スに行え使い勝手が大変快適です。又、通気性の良いメッシュの
ためにラインの乾燥が速くベストのポケットを汚しません。湖や大き
な川でウエットを楽しむフライ・フィッシャマンには大変便利なシュー
テイング・ライン用ワレット。

ソルトソルトソルトソルトソルト・・・・・ウオーターウオーターウオーターウオーターウオーター・・・・・ストリッピングストリッピングストリッピングストリッピングストリッピング・・・・・
                                                                                               バスケットバスケットバスケットバスケットバスケット￥４，￥４，￥４，￥４，￥４，９００９００９００９００９００

バスケットの素材に最適のビニー
ル･コーテイング製メッシュで作ら
れた大型ライン･バスケット。メッ
シュ製ながら適度な固さがあるの
でバスケットの形がしっかりと固定
されています、更にシュートしたラ
インに抵抗がかかりにくいようにバ
スケットの前面が前方に傾けて作

られています （体に固定される側はラインが風等で落ちないように
深くなっています）この結果ラインの遠投力が高まる優れたデザイ
ンのバスケットとなっています。バスケットの体に取り付ける面には
メッシュのポケットが取り付けられています。ソルト・ウオーターの
みならず大きな川や湖でのハードなキャステイングを楽しむ為にお
勧めの快適なバスケットです。バスケットの半径は約30センチ、体
側で40センチです。

年

始

年

始

３１日 １日 ２日

本店 営業 休業 営業

札幌店 休業 休業 営業

＊年末は本店のみ３
１日まで、新年は１
月２日より平常どお
り営業いたしており
ます。
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①ダブル・ハ
ンドシート ②ホライゾン・シート

③④パラダイム
・シート

①

② ③ ④

トーマストーマストーマストーマストーマス&&&&&トーマストーマストーマストーマストーマス･････ロゴ入りリールロゴ入りリールロゴ入りリールロゴ入りリールロゴ入りリール・・・・・シートシートシートシートシート
トーマスの完成ロッドに
取り付けられているシー
トだけを、パーツ単体と
して販売いたします。最
高級を目指すトーマスの
シートを含めたパーツ類
は、トーマス・ファンの
ロッド・ビルダー達が待
ち望んでいたものです。
トーマスのエンブレムが
刻印されているデラック
スな仕上がり、ロッドと
同じく最高のグレードを
目指すトーマスのポリ

シーが受け継がれた素晴らしいシート･シリーズです。
＃４から＃８程度までのロッドに使用されるウッド・ス
ペーサー付アップ・ロック・シートのパラダイム・モ
デル、アルミ・カラーがシルバーとブラックの 2色。
ホライゾンは＃７以上のロッドに使用されるために

バット・キャップがありません。ブランクを下端から出してファイテイ
ング・バットを作ります。ブラック・カラーの耐腐食加工済。ダブ
ル・ハンド・シートは落ち着いたピューター・カラー、ソルト・ウオー
ターでの使用にも耐えられます。

①①①①①ダブルダブルダブルダブルダブル･････ハンドハンドハンドハンドハンド･････シートシートシートシートシート　
内径１９．５ミリ・全長１１３ミリ　　　￥８，９００
②②②②②ホライゾンホライゾンホライゾンホライゾンホライゾン・・・・・ソルトウオーターソルトウオーターソルトウオーターソルトウオーターソルトウオーター･････シートシートシートシートシート
外径1８ミリ・全長１００ミリ　　　　　￥８，７００
③③③③③パラダイムパラダイムパラダイムパラダイムパラダイム・・・・・ウッドウッドウッドウッドウッド・・・・・アップアップアップアップアップ・・・・・ロックロックロックロックロック・・・・・シートシートシートシートシート
外径１７ミリ・全長１００ミリ　　　　　￥８，６００
　パラダイムにはシルバーとブラックがあります
ブラックブラックブラックブラックブラック・・・・・フレーム　フレーム　フレーム　フレーム　フレーム　

アガーットアガーットアガーットアガーットアガーット（（（（（メメメメメノノノノノウウウウウ）））））＆＆＆＆＆アガテイーンアガテイーンアガテイーンアガテイーンアガテイーン

バババババンンンンンブブブブブーーーーー用用用用用ススススストトトトトリリリリリッッッッッピピピピピンンンンングググググ・・・・・ガガガガガイイイイイドドドドドのののののメメメメメノノノノノウウウウウとととととアアアアアガガガガガテテテテテイイイイイーーーーーンンンンンデデデデデラララララッッッッックククククススススス・・・・・
ススススストトトトトリリリリリッッッッッピピピピピンンンンングググググ・・・・・ガガガガガイイイイイドドドドドにににににブブブブブラララララッッッッッククククク・・・・・フフフフフレレレレレーーーーームムムムム・・・・・モモモモモデデデデデルルルルルがががががででででできききききままままましししししたたたたた

クラシックなバンブー ・
ロッドに愛用される美しい
ストリッピング・ガイド、ア
ガートとアガテイーン。フ
レームは全てハンドメイドのニッケル・シルバー。バンブー・ビル
ダーのご要望が高かったブラック・フレーム・カラーが入荷して、
１．シルバーと２．ブラックの２色になりました。写真は写真は写真は写真は写真は①①①①①８８８８８㎜㎜㎜㎜㎜シシシシシルルルルル
バババババーーーーー/////メメメメメノノノノノウウウウウ・・・・・オオオオオレレレレレンンンンンジジジジジ②②②②②９９９９９mmmmmmmmmmブブブブブラララララッッッッッククククク/////メメメメメノノノノノウウウウウ・・・・・オオオオオレレレレレンンンンンジジジジジ③③③③③１１１１１０００００mmmmmmmmmm
シシシシシルルルルルバババババーーーーー ///// メメメメメノノノノノウウウウウ・・・・・オオオオオレレレレレンンンンンジジジジジ

組み合わせる各種ブラック組み合わせる各種ブラック組み合わせる各種ブラック組み合わせる各種ブラック組み合わせる各種ブラック・・・・・フィニッシュフィニッシュフィニッシュフィニッシュフィニッシュ・・・・・ガイド類ガイド類ガイド類ガイド類ガイド類

ブラック・フィニッシュには通常クローム加工で仕上げられます。シ
ルバー仕上げのハード・クロームに比べると耐久性は落ちますが雰
囲気がバンブーに似合います。チタンコーテイング加工ガイド類は
ハード・クローム加工の上からチタン・コーテイング加工が施され

① ② ③
ブ
ラ
ッ
ク 価格価格価格価格 サイズｍｍサイズｍｍサイズｍｍサイズｍｍ フレームフレームフレームフレーム

アーガットアーガットアーガットアーガット ￥４，７００ ①８②９③１０ ①ニッケ
ル・シルバ
ー②ブラッ
ク

アガテイーアガテイーアガテイーアガテイー
ンンンン

￥３，８００ ①７②８③９④１０

アガーテイーンのカラーアガーテイーンのカラーアガーテイーンのカラーアガーテイーンのカラー：④オレンジ⑤インセクト⑥グリーン⑦
クリヤー・ミックス⑧クリヤー　アーガット：アーガット：アーガット：アーガット：⑨オレンジのみ

バンブー用プロフェッショナバンブー用プロフェッショナバンブー用プロフェッショナバンブー用プロフェッショナバンブー用プロフェッショナ
ルルルルル･････グルーグルーグルーグルーグルー￥１，￥１，￥１，￥１，￥１，２００２００２００２００２００
尿素系のバンブー接着剤。この接着剤の特徴は
色がホワイトの為に接着面が目立ちにくいので仕
上がりが綺麗になります。フレーミング加工のバ
ンブーでは黒い接着剤でも目立ちませんがナチュ
ラル・ケーンでは合わせ目が黒く見える場合があ
ります。又､水で適宜粘度を薄めることができる
ので歯ブラシ等で伸ばすと細部にわたって接着剤
をまんべんなく塗ることが出来ます。テイップ先端部まで確りと接
着することが出来ます｡はみ出した接着剤は水で濡らした布等でふ
き取ることが出来ます｡主剤に対して硬化剤を１５％の割合で混合
します、粘度を弱めたい場合は若干の水を混入します。例えば
主剤６ｃｃに対して硬化剤１ｃｃ、この場合の水の量は７ｃｃ程度ま

で入れて下さい｡硬化時間は6―12時間、主材は4オンス入り。

ヘキサゴンヘキサゴンヘキサゴンヘキサゴンヘキサゴン・・・・・パンチパンチパンチパンチパンチ￥９，￥９，￥９，￥９，￥９，８００８００８００８００８００
バンブーは６角形の為に、通常の丸型ワイデイング・チェックを
グリップの上端部に取り付けた場合どうしてもブランクとの間に
隙間があく可能性があります。隙間が狭い場合はフック･キー
パーのフットを巻きと
めたスレッド等で隠
れてしまう場合もあり
ますがどうしても若
干の隙間が見える
場合が少なくありま
せん｡このジェフ・ワーグナーの専用ツールで、ニッケル製の
チェックを万力等の隙間に置いて上からハンマーで叩くことで６
角形のバンブー専用チェックを作ることが出来ます｡ベテラン・ビ
ルダーの間で評判のツール。上端部の最大対面幅１２.５ミリ、

下端部の最小対面幅６ミリ。全長２０センチ。

ています。チタンがラインで摩耗しても下地のハード・クロームが
ラインを保護する２重構造になっています。

ブブブブブラララララッッッッッククククク・・・・・フフフフフィィィィィニニニニニッッッッッシシシシシュュュュュ・・・・・スススススネネネネネーーーーーククククク・・・・・ガガガガガイイイイイドドドドド

①①①①①スススススネネネネネーーーーーククククク・・・・・ブブブブブララララランンンンンドドドドド:ンブー専用に作られた細くて軽くて繊細な
ハンドメイド・ガイド。スススススネネネネネーーーーーククククク¥¥¥¥¥２２２２２８８８８８０００００　

＃２/０，１/０，
１，２，３，４，
５，６　　　トトトトトッッッッップププププ￥￥￥￥￥４４４４４
３３３３３０００００　＃３．５，４，

②②②②②パパパパパシシシシシフフフフフィィィィィッッッッックククククベベベベベイイイイイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．５，５，５．５

クククククロロロロローーーーームムムムム加加加加加工工工工工・・・・・スススススネネネネネーーーーーククククク￥￥￥￥￥１１１１１００００００００００　＃２/０，
１/０，１，２，３，４，５，６

クククククロロロロローーーーームムムムム加加加加加工工工工工・・・・・トトトトトッッッッップププププ￥￥￥￥￥２２２２２５５５５５０００００　　　　　＃３．５，４，
４．５，５，５．５，６

　＊トップのリング内径の大きなLサイズ￥２５０もあります

チチチチチタタタタタンンンンンコココココーーーーートトトトト加加加加加工工工工工・・・・・スススススネネネネネーーーーーククククク￥￥￥￥￥３３３３３９９９９９０００００　＃
２/０，１/０，１，２，３，４，¥490¥490¥490¥490¥490＃
５，＃６

チチチチチタタタタタンンンンンコココココーーーーートトトトト加加加加加工工工工工・・・・・トトトトトッッッッップププププ￥￥￥￥￥５５５５５６６６６６０００００　＃３．
５，４，４．５，５，５．５，６　　　　　
＊リング内径の大きなLサイズ￥５６０も

あります
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ツーツーツーツーツー・・・・・トーントーントーントーントーン･････バードバードバードバードバード・・・・・ダイドダイドダイドダイドダイド・・・・・１１１１１/////４ラ４ラ４ラ４ラ４ラ
ビットビットビットビットビット･････スキン　　　スキン　　　スキン　　　スキン　　　スキン　　　￥１，￥１，￥１，￥１，￥１，５００５００５００５００５００

トラウトには大変魅惑的に見える２色の縞模様で染められたゾ
ンカ用ラビット･スキン。例えばイエロー＆オレンジではイエローに染
められたラビットにオレンジの縞模様がついています。更にライト･
ブルーにはダーク・ブルーと言うように同色系統のカラーを組み合
わせてあります。仕上がったフライの印象が今までの単色ラビットで
巻かれたものとは印象の強さがまったく違います。サイズは１頭の

１/４の徳用サイズ｡カラーは下記の通りです｡

カラーの組み合わせ：①イエロー／オレンジ②イエロー／オ
リーブ③イエロー／レッド④イエロー／ブラウン⑤イエロー／
ブラック⑥タン／ブラウン⑦タン／オリーブ⑧ラスト／ブラウ
ン⑨オリーブ／ブラウン⑩オリーブ／ブラック⑪ライト・ダン
／ダーク・ダン⑫シャトリュース／オリーブ⑬オレンジ／ブ
ラック⑭ホワイト／レッド⑮ホワイト／ブルー⑯ホワイト／ブ
ラック⑰ホワイト／オリーブ

カラードカラードカラードカラードカラード･････フォームフォームフォームフォームフォーム
色 違 いの ラバ ー ･
フォームを張り合わせ
た便利なテレストリアル
用マテリアル。視認性
の高いカラーを上に、
リアルなカラーを下に
すると視認性と効果を
併せ持つホッパー、
ジャシード等の陸棲昆
虫を簡単に巻くことが
出来ます｡カラーは 2

色を張り合わせたフォームと３色を張り合わせたタイプがあります。
２２２２２色色色色色タタタタタイイイイイプププププ：①4mm （厚）x３．５ミリ（幅）￥￥￥￥￥３３３３３５５５５５０００００

　　　　②4mm （厚）x７ミリ（幅）　　　￥￥￥￥￥３３３３３９９９９９０００００
2サイズ共に長さ１４センチのフォームが８本入っています。

33333色色色色色タタタタタイイイイイプププププ：：：：：③6mm （厚）x６ミリ（幅）　　　　￥￥￥￥￥４４４４４４４４４４０００００
長さ１４センチのフォームが６本入っています。

２２２２２色色色色色タタタタタイイイイイプププププ・・・・・カカカカカラララララーーーーー：①①①①①Lt. Tan/Yellow ②②②②②Yellow/Goldenrod ③③③③③
Lt.Tan/Dk.Olive④④④④④Lt. Tan/Goldenrod⑤⑤⑤⑤⑤Med. Tan/Yellow⑥⑥⑥⑥⑥Med.
Tan/Dk. Olive⑦⑦⑦⑦⑦Dk. Tan / Yellow⑧⑧⑧⑧⑧Dk. Tan / Dk. Olive⑨⑨⑨⑨⑨Cocoa/
Yellow ⑩⑩⑩⑩⑩Cocoa/Goldenrod ⑪⑪⑪⑪⑪Dk. Olive/Goldenrod ⑫⑫⑫⑫⑫Yellow/
Orange ⑬⑬⑬⑬⑬Black/Yellow⑭⑭⑭⑭⑭Black/Orange （＊写真左から）
３３３３３色色色色色タタタタタイイイイイプププププ･････カカカカカラララララーーーーー：①①①①① Lt.tan/Black/yellow②②②②② Lt. Tan/Goldenrod/
Yellow③③③③③ Lt. Tan/Yellow/Goldenrod④④④④④ Lt.Tan/Neon Grm./
Goldenrod⑤⑤⑤⑤⑤ Lt. Tan/ Black/Orange⑥⑥⑥⑥⑥ Lt. Tan/Black/Yellow⑦⑦⑦⑦⑦

絶版絶版絶版絶版絶版・・・・・売切れの洋書が入荷しています売切れの洋書が入荷しています売切れの洋書が入荷しています売切れの洋書が入荷しています売切れの洋書が入荷しています
中々入手できない洋書の中から、中々入手できない洋書の中から、中々入手できない洋書の中から、中々入手できない洋書の中から、中々入手できない洋書の中から、ご要望が多かった本で現在おご要望が多かった本で現在おご要望が多かった本で現在おご要望が多かった本で現在おご要望が多かった本で現在お

届けできるようになったものをご紹介申し上げます。届けできるようになったものをご紹介申し上げます。届けできるようになったものをご紹介申し上げます。届けできるようになったものをご紹介申し上げます。届けできるようになったものをご紹介申し上げます。

タイングタイングタイングタイングタイング・・・・・ザザザザザ・・・・・スエッシャースエッシャースエッシャースエッシャースエッシャー・・・・・リチャーリチャーリチャーリチャーリチャー

ズズズズズ・・・・・フライズフライズフライズフライズフライズ￥２，￥２，￥２，￥２，￥２，５００５００５００５００５００
Ａ４版・４６ページ。あのベス
トセラ－の名著、セレクテイ
ブ・トラウトの中で解説されて
いる画期的なフライの数々、
そのタイングの仕方をステップ
ごとのモノクロ分解写真で解説
してあります。ノー・ハックル・
フライ、スピナー、ニンフ、ス
テイル・ボーン、ケデイス・フ

ライ、ミッジ・フライと、彼らのフライの全分野を網羅してあります。
セレクテイブ・トラウトをお持ちのタイヤーにお勧めの一冊です、内
容の理解がより深くなります。

フライフライフライフライフライ・・・・・タイングタイングタイングタイングタイング・・・・・ウイズウイズウイズウイズウイズ・・・・・シンサテッシンサテッシンサテッシンサテッシンサテッ

クスクスクスクスクス・・・・・パターンズパターンズパターンズパターンズパターンズ・・・・・アンドアンドアンドアンドアンド・・・・・テクニックテクニックテクニックテクニックテクニック
ススススス ￥５，￥５，￥５，￥５，￥５，６００６００６００６００６００
Ａ４版・１９０ページ､内１６ペー
ジはフルカラー・ページでパ
ターン・ブックになっています。
タイヤー達に長らく待たれてい
た待望の洋書で､現在ますま
す増える傾向にある人造マテ
リアルを使ったフライの数々が

詳細に解説されています。文章での説明よ
り、多くの写真とイラストで１７５種以上のフライ・パターンが分かり
やすく解説されています。人造マテリアルは大変リアルな仕上がり
になるので多くのタイヤーがトライしたいと思っていても､それほどポ
ピュラーではない為巻き方が分からずにあきらめているのが現状で
す。この洋書ではビギナーでも理解できるように分解したイラストで
説明して有るので本を見ながら容易に同じフライを巻く事が出来ま
す。又４４種類のシンサテイック・マテリアルがカラーで見られるの
で説明文を理解する手助けになるでしょう。

アンテイーク＆コレクタブルアンテイーク＆コレクタブルアンテイーク＆コレクタブルアンテイーク＆コレクタブルアンテイーク＆コレクタブル・・・・・フィシィフィシィフィシィフィシィフィシィ
ングングングングング・・・・・ロッド　ロッド　ロッド　ロッド　ロッド　￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，９５０　９５０　９５０　９５０　９５０　

Ａ4版・128ページ、ペーパー・
バック。ロッド・コレクターには
必見の洋書。最初にロッドの
歴史、ロッドの素材、ロッド収
集の方法と目的等のコレク
ターにとって必要な知識全般
にわたっての解説があります。

約30ページにわたってフライ・ロッドの各メー
カーが解説されています。ベイト・キャステイ

ング・ロッドには１６ページ、スピニング・ロッドには１２ページがさ
かれています。各ページには一枚のモノクロ写真又はイラストを使
用した説明がありますので内容の理解が容易です。後半部では約
３０ページにわたり、保存状態に応じたアンテイーク・ロッドの市場
価格表があります。コード番号＃２０８９０１６９００００７。
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ニンフニンフニンフニンフニンフ・・・・・フライフライフライフライフライ・・・・・タイングタイングタイングタイングタイング・・・・・テクニックテクニックテクニックテクニックテクニック

￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，８００８００８００８００８００
Ａ４版・１２５ページ。1000
枚以上のカラー写真で解
説された大変わかり易いニ
ンフの巻き方の新刊洋書。
カラーの分解写真でステッ
プごとに解説されているの
でたとえ英語が苦手と言う

方でも充分理解する事が出来ます。 ま
た、ビギナーのタイヤーでもこの洋書の写真を見ながら、解説され
たフライを忠実に巻く事が出来ます。最も新しい新刊書なので、新
しいマテリアルやテクニックで巻かれたフライも解説されているので、
ビギナーのみならず中級タイヤーにも大変有効な洋書です。これか
らニンフをマスターしようとするタイヤーにお勧めの洋書です。

ミッジミッジミッジミッジミッジ・・・・・マジックマジックマジックマジックマジック                         ￥４，￥４，￥４，￥４，￥４，６００６００６００６００６００
Ａ4版・１０９ページ、カラー写真が非常に豊富。トラウト達にシー
ズンを通してもっとも多く捕食されているのが小型の水生昆虫類で
す。殆どの種類は捕食する時期が短いのですが小型の水生昆虫は
その種類も極めて多く、トラウトにとっては馴染みの餌といえるでしょ
う。エド・コーックは前著のフィシング・ザ・ミッジでは、その卓越
した知識から生み出されたシンプルで実用性の高い数々のミッヂ・
フライを紹介して大きな影響を与えました。この新刊書では写真を更

に増やし新しい素材か
ら作られた実用性の高
い100種類以上のミッ
ジ･フライの数々が300
枚のカラー写真で解か
りやすく解説されてい

ます。これらのフライはタイングが簡単で
効果は折り紙付き、用心深い大型の魚を
狙うにはフライ･ボックスに是非欲しいフラ

イのカテゴリーの一つです。

マッチングマッチングマッチングマッチングマッチング・・・・・メイメイメイメイメイ・・・・・フライフライフライフライフライ￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，９００９００９００９００９００
Ａ4版・８3ページ。著者のデ
ユーブ・ヒューズは “トラウト・
フラズ “等の著者として有名な
ライターの一人です。メイ･フラ
イが羽化する各段階に合わせ
てフライをタイングするとアイデ
アについては多くの本が作られ

ています。この本はカラー写真の美しさと、
段階ごとの分解写真で解説されたわかり易

さ、類書の中では新しいアイデアが多く含まれている、等々の長
所があります。英語が不得手のビギナーのタイヤーでも、この

洋書の内容を理解し解説してあるフライを巻くことが出来ます。

サイトサイトサイトサイトサイト・・・・・フィシングフィシングフィシングフィシングフィシング・・・・・フォーフォーフォーフォーフォー・・・・・ストライストライストライストライストライ
プドプドプドプドプド・・・・・バス　　バス　　バス　　バス　　バス　　     ￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，８００８００８００８００８００　　　　　

Ａ４版・１００ページ。もっと
もポピュラーなソルト・フライ
のターゲットの一つであるス
トライプド・バス。そのファイ
トと強力な引きは多くのフラ
イ・フィッシャマンのターゲッ
トして大変好まれています。

釣り場所も、砂場・磯・防波堤・汽水域と
殆どの場所で楽しめることも人気の元です。

この洋書では、岸からのキャステｲングでストライプド・バスを狙う
釣りの全てが解説されています。この一冊があれば、すぐにでも
岸からのスズキ釣りに挑戦できるようになるでしょう。

タグタグタグタグタグ・・・・・オーオーオーオーオー・・・・・ウオー　フライウオー　フライウオー　フライウオー　フライウオー　フライ・・・・・フィッフィッフィッフィッフィッ
シャーズシャーズシャーズシャーズシャーズ・・・・・ゲーム　　　ゲーム　　　ゲーム　　　ゲーム　　　ゲーム　　　￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，８００８００８００８００８００
Ａ4版･112ページ。著者のニック・サルシオーネはソルト・ウオー
ター・フライ・フィッシィングの著名なフィッシャマンの一人です｡これ

は彼の優れたテクニック
の全てを解説したソルト・
ウオーター・フィシィング
の優れた洋書です｡内容
はソルト・ウオーター・タッ
クル、大型魚には大切な
ラインやリーダーの結束

法、フライ、キャステイング、釣り方、そ
の他の特殊なタックル・・・等々とソルト･ウオーター･フライ･フィッ
シィングの全てが網羅されています。中級以上のソルト･ウオー
ター・フライ・フィッシャマンには、楽しみ方の一歩を更に深めるた
めに参考となる多くの内容が含まれています。

ヤクヤクヤクヤクヤク・・・・・ヘヤーヘヤーヘヤーヘヤーヘヤー￥６８０￥６８０￥６８０￥６８０￥６８０
ヒマラヤの高地に生息するヤク
は、言ってみれば山岳地帯の
ポーラー・ベアー。３６センチに
も達する長さときらきらした光沢は
ポーラー・ベアー以上です。大型
フライを巻く長いポーラー ・ベ
アーの入手は極めて困難な上に
大変高価です。このヤク・ヘヤー
は各種ポーラー ・ベアー・イミ

テーションの中でも最も類似したヘアーの一つ。ヘヤーの硬さも手
ごろで、３６センチもあるので適当な長さにカットして使用できること
からソルト・ウオーター・フライや大型のサーモン・フライに最適。
適度なウエーブが水中でのアクションを生み出し、フライにボリュー
ムを与える事ができます。

カカカカカラララララーーーーー：：：：：①①①①①レレレレレッッッッッドドドドド②②②②②ブブブブブルルルルルーーーーー③③③③③シシシシシャャャャャーーーーートトトトトリリリリリュュュュューーーーーススススス④④④④④ナナナナナチチチチチュュュュュラララララルルルルル⑤⑤⑤⑤⑤ブブブブブ
ラララララッッッッッククククク⑥⑥⑥⑥⑥イイイイイエエエエエロロロロローーーーー

タタタタタイイイイイトトトトト・・・・・ララララライイイイインンンンン・・・・・バババババグググググ・・・・・スススススプププププレレレレレーーーーー　　　　　￥￥￥￥￥６６６６６８８８８８０００００
タイト･ライン社のオーナーはジョン・シーデル、彼の
父親が作ったシーデル８００は古いフライ･フィッシャマン
の間に多くのファンを持った有名な浮力材でした。彼が
そのシーデル８００を進化させたパウダー状浮力材が
“ドライ・フライ・パウダー”です。フライの雑誌社の
比較テストで最も強力な浮力と言われたその技術を
使って作られた液体スプレー式のパーマネント･タイプ
のフロータント。フライの完成時に一吹きするだけで強
力な浮力が長期間に渡って持続します。乾燥には約２
４時間を要します。１オンス入り。高さ１７ミリ・直径２
９ミリ。
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キャッチキャッチキャッチキャッチキャッチ・・・・・アアアアア・・・・・ハッチハッチハッチハッチハッチ
￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，７００７００７００７００７００
ベストのポケットに収納できる折畳
式の超小型補虫ネット。ハッチした

メイ･フライを素手で
捕まえると力が強い
為にサンプルがつぶ
れてしまいます。折
角ドライ･フライのアイ
デアにと思った目論
みが外れてしまいま
す。この捕虫ネットで

ソフトに捕まえて観察すればカラー、形状等が詳細に解かりますの
で、帰ってからのフライ・タイングのアイデアが大いに膨らみます。
折りたたんだ時には全長15センチ、テレスコピックの柄を伸ばすと
７５センチ、ネットの一片が１４センチになります。

↓収納時

↓収納時

↑広げた時

↑広げた時
タタタタタイイイイイトトトトト・・・・・ララララライイイイインンンンン・・・・・ラララララーーーーージジジジジ・・・・・フフフフフロロロロローーーーータタタタタンンンンントトトトト・・・・・
フフフフフォォォォォルルルルルダダダダダーーーーースススススタタタタタンンンンンダダダダダーーーーートトトトト・・・・・ラララララーーーーージジジジジ共共共共共ににににに￥￥￥￥￥４４４４４５５５５５０００００

このようなホルダーは直径25ミリ前後のフ
ロータンと類を収納するために作られてい
ます。今回当店ベスト･セラーの強力パウ
ダー、ドライ・フライ・パウダー等の直径
２９ミリのボトルを収納できる大型サイズが
発売されました。タイト・ラインのドライ･
フライ･パウダーの愛用者にお勧めのホル
ダーです。他の直径の太いフロータンと
の収納にお困りの型にも朗報です。(((((左左左左左)))))は

スススススタタタタタンンンンンダダダダダーーーーードドドドドタタタタタイイイイイプププププ、(((((右右右右右)))))はラララララーーーーージジジジジタタタタタイイイイイプププププです。

オッターオッターオッターオッターオッター・・・・・ウオーターウオーターウオーターウオーターウオーター・・・・・プループループループループルー

フフフフフ・・・・・フライフライフライフライフライ・・・・・ボックスボックスボックスボックスボックス￥￥￥￥￥1,9501,9501,9501,9501,950
ボックスの合わせ目の内部
にゴム製パッキングが入っ
ているので１００％の防水に
なっています。ボックスの
蓋を閉める2個のヒンジも爪でしっかりと
固定されるので、内部のゴム・パッキン
グとあいまって水の浸入を完全にシャット
アウト出来ます。湖でのウエデイングやソ
ルト・ウオーター・フィシィングのようにフ

ライが水に濡れてしまう恐れがある場合には威力を発揮します。市
販品中、これほどの防水性の高いフライ・ボックスはありません。
サイズは16センチｘ10センチｘ４センチ、車で踏んでも壊れないほ
どの強度も特徴のひとつです。内部はリップル＆フラット・フォー

ム。カラーはカラーはカラーはカラーはカラーは①①①①①タンタンタンタンタン・・・・・ベージュベージュベージュベージュベージュ②②②②②グリーングリーングリーングリーングリーン

ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルナチュラル・・・・・ＣＤＣオイルＣＤＣオイルＣＤＣオイルＣＤＣオイルＣＤＣオイル
フランスはＣＤＣフライ製品の本場です。あらゆる部分
を、フライ・タイングののみならず色々なフライ・フ
イッシィング・シーンで使っています。ここにご紹介す
る各種ＣＤＣオイルは全てが天然成分、フライの浮力材
やダビング・オイルとして使用しています。

◇◇◇◇◇CCCCCＤＣオイルＤＣオイルＤＣオイルＤＣオイルＤＣオイル
１２.５％純正のＣＤＣオイルが入った浮力材、残り
の８７.５％も天然素材のオイルですので自然への
影響を最小限に抑えることが出来ます。このオイ
ルを塗ったフライはＣＤＣフェザーと同じく水面すれ
すれを流す事が出来るのでデリケートな釣には大き
な効果が発揮されます。浮きすぎず、沈みすぎず
に流れるフライは魚の警戒心を緩める事ができま
す。通常のハックル付きフライ、ＣＤＣフライ、ハッ
クルの無いフライの全てに使用できます。

ＳサイズＳサイズＳサイズＳサイズＳサイズ（（（（（３３３３３㎜㎜㎜㎜㎜リリリリリッッッッットトトトトルルルルル入入入入入りりりりり）））））￥４８０￥４８０￥４８０￥４８０￥４８０
ＭサイズＭサイズＭサイズＭサイズＭサイズ（（（（（１１１１１０００００ミミミミミリリリリリリリリリリッッッッットトトトトルルルルル入入入入入りりりりり）））））￥６９０￥６９０￥６９０￥６９０￥６９０

◇ＣＤＣペースト◇ＣＤＣペースト◇ＣＤＣペースト◇ＣＤＣペースト◇ＣＤＣペースト
ＣＤＣオイルと同じ成分と比率の練り状浮力材。粘
度があるので大型ドライ、ポッパー、デイヤーヘ
ヤーのドライ･フライ等に塗りこむ事が出来ます。ま
たシルク･フライ･ライン用のライン･クリーナーとして
も有効です。

ＭサイズＭサイズＭサイズＭサイズＭサイズ（（（（（１１１１１０００００ミミミミミリリリリリ･････リットル入りリットル入りリットル入りリットル入りリットル入り￥６９０￥６９０￥６９０￥６９０￥６９０

ＬサイズＬサイズＬサイズＬサイズＬサイズ（（（（（２２２２２８８８８８.....５ミリ５ミリ５ミリ５ミリ５ミリ・・・・・リットル入り）リットル入り）リットル入り）リットル入り）リットル入り）

                                                                                                                                                                                                   ￥１，￥１，￥１，￥１，￥１，２５０２５０２５０２５０２５０

◇ＣＤＣダビング◇ＣＤＣダビング◇ＣＤＣダビング◇ＣＤＣダビング◇ＣＤＣダビング･････ワックスワックスワックスワックスワックス
ダビング時に塗りこむ事で浮力を増すと共にダビ
ング材のくっつきが良くなります。キャステイン
グ中にダビング･ボデイがバラバラになる事を防
ぐ事が出来ます。小型フライ用に適した液体タ
イプ･ワックスと使いやすい固形タイプの２種類
があります。成分は共に１２.５％が純正ＣＤＣ
オイル、残りが天然の油成分です。

㊧㊧㊧㊧㊧ＳサイズＳサイズＳサイズＳサイズＳサイズ（（（（（３３３３３㎜㎜㎜㎜㎜リリリリリッッッッットトトトトルルルルル）））））液体ＣＤＣ　液体ＣＤＣ　液体ＣＤＣ　液体ＣＤＣ　液体ＣＤＣ　￥４８０　　￥４８０　　￥４８０　　￥４８０　　￥４８０　　
㊨㊨㊨㊨㊨ＭサイズＭサイズＭサイズＭサイズＭサイズ・・・・・（（（（（１１１１１０００００㎜㎜㎜㎜㎜リリリリリッッッッットトトトトルルルルル）））））ソリッドソリッドソリッドソリッドソリッド･････ワックスワックスワックスワックスワックス

グレッシャーグレッシャーグレッシャーグレッシャーグレッシャー・・・・・グローブグローブグローブグローブグローブ
フライの交換時に親指と人差し指が開閉できますフライの交換時に親指と人差し指が開閉できますフライの交換時に親指と人差し指が開閉できますフライの交換時に親指と人差し指が開閉できますフライの交換時に親指と人差し指が開閉できます
②②②②②１００％ネオプレーン１００％ネオプレーン１００％ネオプレーン１００％ネオプレーン１００％ネオプレーン・・・・・タイプタイプタイプタイプタイプ￥４，￥４，￥４，￥４，￥４，９５０９５０９５０９５０９５０

ネオ・プレーン部分
は、縫目を完全に
シームした完全防水加
工済。素材の３ミリ
厚・ネオ・プレーンは
ソフトな感覚、更に裁
断も指のカーブに合わ
せた立体裁断、キャ
ステイング時にロッドを

長時間握っていても違和感がありません。袖口もベルクロ付きの
テープできっちりと閉じられるので冷たい風の進入をシャットアウ。
裏面にはフリースが付いているので、汗を吸い取り素早く乾燥さ
せ常に最適な使用感と優れた保温性を併せ持っています。
①③①③①③①③①③フリースフリースフリースフリースフリース・・・・・タイプタイプタイプタイプタイプ
フィッシングのみならず街での使用でも違和感がありません。釣
り堀等での使用に適したライト･モデルの①キーナイと本格的な防
寒グローブの②ウインド･ブロックの２タイプがあります。共に手
の平部分をネオ・プレーンにして （内部はフリースでカバーされ
ています）ロッド・グリップと防水性を高めてあります。

③③③③③キキキキキーーーーーナナナナナイイイイイ     ￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，８８８８８００００００００００　　　　　　　　　　　　　　　カカカカカラララララーーーーー：：：：：グググググレレレレレーーーーー               サササササイイイイイズズズズズ：：：：：S,M,LS,M,LS,M,LS,M,LS,M,L

①①①①①ウウウウウイイイイインンンンンドドドドド･････ブブブブブロロロロロッッッッッククククク￥￥￥￥￥５５５５５，，，，，３３３３３９９９９９０００００
　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　カカカカカラララララーーーーー：：：：：ブブブブブラララララッッッッッククククク     サササササイイイイイズズズズズ：：：：：S,M,LS,M,LS,M,LS,M,LS,M,L
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ダブルダブルダブルダブルダブル･････フライフライフライフライフライ･････グープグープグープグープグープ･････ホルダーホルダーホルダーホルダーホルダー

￥９５０￥９５０￥９５０￥９５０￥９５０
フロータント類も現
在ではパウダー、
液体、ペーストと
状況に合わせて
使い分ける時代で
す｡それにシンキ

ング用ドレッシングまで加えるとフライ・ファイッシャマンのポケットに
は何種類ものビンやボトルが収納されているに違いありません｡これ
らのボトル類はベストの中でかさばる上にこぼれだしてフライ･ボック
ス等を汚すことも少なくありません。このツールは強力なゴムバン
ドの間にボトル類の口を押さえて上部のプラステイック・フックでベ
スト等のリングに下げることができます。ゴムバンドの輪の大きさは
中に調整できますのであらゆるサイズのボトルを合計4個まで下げ

ることが出来ます。
サンサンサンサンサン・・・・・ブリーズ　偏光メガネ　ブリーズ　偏光メガネ　ブリーズ　偏光メガネ　ブリーズ　偏光メガネ　ブリーズ　偏光メガネ　
　　　　　                                        サンサンサンサンサン･････グリップグリップグリップグリップグリップ￥１４，￥１４，￥１４，￥１４，￥１４，９００９００９００９００９００
レンズ部分がハネアゲ式の機能的な偏光グラス。リーダーの結束
等にはレンズを跳ね上げる事で手元が明るくなり作業効率が上がり

ます。眼
鏡取り付
け部はメ
タル･ フ
レーム、
インナー
のリム部

分はチタンと使用して軽量化を計っています。フレームとレンズ･カ
ラーの組み合わせは下記の2種類。レンズは偏光・調光レンズで
は世界一と言われるピルキントン社を組み合わせてあります。
カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①①①①①ピューターピューターピューターピューターピューター･････フレーム＆グレーフレーム＆グレーフレーム＆グレーフレーム＆グレーフレーム＆グレー･････レンズレンズレンズレンズレンズ
②②②②②アンテイークアンテイークアンテイークアンテイークアンテイーク・・・・・ゴールドゴールドゴールドゴールドゴールド･････フレーム＆ブラウンフレーム＆ブラウンフレーム＆ブラウンフレーム＆ブラウンフレーム＆ブラウン･････レレレレレ
ンズンズンズンズンズ

ウエデイング用アンダーウエデイング用アンダーウエデイング用アンダーウエデイング用アンダーウエデイング用アンダー･････ウエアーウエアーウエアーウエアーウエアー

上￥上￥上￥上￥上￥３，３，３，３，３，９００９００９００９００９００　下　下　下　下　下￥２，￥２，￥２，￥２，￥２，９００９００９００９００９００
１００％ポリエステル素材を2層構造にした高機能アンダー･ウエ
アー。内側の素材には起毛したポリエステルを使用しています｡高
い保温性と汗を素早く乾かすことができるようになっていますので極
めて快適な着用感が生まれます。外の素材はすべりの良さを出す

ためにつるつるした仕上がりのポリエステルを
使用しています｡伸縮性の高さも特徴の一つで
す。ウエーダーの着用時は特徴である汗をか
きにくく着脱がスムースな事から使用頻度が高
いのがパンツです、下端部がベルクロで上に
ずり上がらないようにしっかり固定するように
なっています。直接肌に触れる下
着として使用しても結構ですが、
アンダー ・ウエアーと防寒ウエ
アーの中間に使用するとより効果
的です。陽気が良い季節には
オーバー・ウエアーとして使用する

ことも出来ます。サイズサイズサイズサイズサイズ：：：：：S,M.L.XLS,M.L.XLS,M.L.XLS,M.L.XLS,M.L.XL

デラックスデラックスデラックスデラックスデラックス・・・・・ウッドウッドウッドウッドウッド・・・・・ランデイングランデイングランデイングランデイングランデイング・・・・・ネットネットネットネットネット
当当当当当店店店店店ががががが今今今今今まままままででででで取取取取取りりりりり扱扱扱扱扱っっっっったたたたたネネネネネッッッッットトトトトののののの中中中中中でででででももももも

そそそそそののののの作作作作作りりりりりののののの丁丁丁丁丁寧寧寧寧寧さささささととととと仕仕仕仕仕上上上上上がががががりりりりりののののの
美美美美美しししししさささささががががが際際際際際立立立立立っっっっっててててていいいいいままままますすすすす

インフォメーション80号でご紹介し
たランデイング・ネット、他のモデ
ルも入荷しましたので再度ご紹介
申し上げます。ウエデイング最中
にスリップしてタックルを壊す事は
良くある事です。そんな場合に備
えて、グリップとフレームを硬い木
製の釘で固定して補強、強固な一
体構造にして破損を
防いでいます。更に
フレーム部分はは９
枚の張り合わせ、
その上から防水性に
優れたカシュー塗料を7 層に重ね塗りして仕上げ
てあります。最も目立つグリップ部分にはカバの
瘤部分の木 （美しいバーズ・アイ模様が綺麗に出ているセレクト･
ウッド）が使われております。持っていても、使用しても、愛着
が湧いてくる美しいネットです。３サイズとネット・カラー、グリッ
プ形状の組み合わせで下記のモデルがあります。ご注文時には

◇◇◇◇◇印の各種類をご指示ください。
◇◇◇◇◇サイズ　　　　サイズ　　　　サイズ　　　　サイズ　　　　サイズ　　　　①①①①①スモールスモールスモールスモールスモール②②②②②ラージラージラージラージラージ③③③③③シーマシーマシーマシーマシーマ
◇◇◇◇◇グリップ形状　グリップ形状　グリップ形状　グリップ形状　グリップ形状　①①①①①カーブ　　カーブ　　カーブ　　カーブ　　カーブ　　②②②②②ストレートストレートストレートストレートストレート
◇◇◇◇◇ネット仕様　　ネット仕様　　ネット仕様　　ネット仕様　　ネット仕様　　①①①①①手編み　　手編み　　手編み　　手編み　　手編み　　②②②②②リリースリリースリリースリリースリリース
◇◇◇◇◇ネットネットネットネットネット･････カラー　カラーカラー　カラーカラー　カラーカラー　カラーカラー　カラー・・・・・サンプルからお選び下さいサンプルからお選び下さいサンプルからお選び下さいサンプルからお選び下さいサンプルからお選び下さい
★★★★★サイズ　　　★グリップ形状サイズ　　　★グリップ形状サイズ　　　★グリップ形状サイズ　　　★グリップ形状サイズ　　　★グリップ形状

★ネット仕様　★ネット仕様　★ネット仕様　★ネット仕様　★ネット仕様　
魚を傷つけにくいリーリス・ネットと大
型魚用の手編み・ネットがあります。カ
ラーはそれぞれに下記の各色がありま
す。

★★★★★ネットネットネットネットネット･････カラー　カラー　カラー　カラー　カラー　リーリースリーリースリーリースリーリースリーリース・・・・・ネットネットネットネットネット（（（（（左左左左左かかかかかららららら）））））①パ
ンプキン②リーフ・グリーン③ベー
ジュ④ブラウン⑤ブラック

手編みネット手編みネット手編みネット手編みネット手編みネット（（（（（左左左左左かかかかかららららら）））））①イエロー②ケーリー・グリー
ン③リーフ・グリーン④グレー⑤タン
⑥パンプキン⑦ピーチ⑧スカーレッ
ト

サイズ ① ② ③

Ｓ 34 22 23

Ｌ 44 30 30

シーマ 60 42 46

サイズ リリース 手編み 黒檀フレーム

S ￥１８，５００ ￥２０，５００
フレームに黒
檀を使用した
場合は￥２，
０００加算

L ￥１９，５００ ￥２１，５００

シーマ ￥２８，０００

S,L,シーマの３サイズに①カーブ②ストレートの２タイプのグ
リップがあります。価格は同じです。



81-881-881-881-881-8
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Home Page http://www.sasanofly.com
E-mail shop@sasanofly.com

発　　行 株式会社　株式会社　株式会社　株式会社　株式会社　佐々野釣具店本店佐々野釣具店本店佐々野釣具店本店佐々野釣具店本店佐々野釣具店本店

トーマス＆トーマス　フィシングトーマス＆トーマス　フィシングトーマス＆トーマス　フィシングトーマス＆トーマス　フィシングトーマス＆トーマス　フィシング・・・・・

トーマス＆トーマストーマス＆トーマストーマス＆トーマストーマス＆トーマストーマス＆トーマス・・・・・デカールデカールデカールデカールデカール　　　　　￥３００￥３００￥３００￥３００￥３００
トーマスのロゴが入った防水性デカール｡サイズは1１センチｘ１１

センチ。市販品中最も高級なフライ・
ロッドと言われるトーマス・ロッド、持っ
ていることが誇らしげに思える数少ない
ロッド・シリーズです。このデカールは
ロッド・ケースに取り付けたりする目的
で作られたものです。

トーマス＆トーマストーマス＆トーマストーマス＆トーマストーマス＆トーマストーマス＆トーマス・・・・・ロゴロゴロゴロゴロゴ・・・・・
パッチ　パッチ　パッチ　パッチ　パッチ　￥７００￥７００￥７００￥７００￥７００
横７センチｘ縦６．７センチ。トーマス＆
トーマスのロゴが刺繍されたワッペン。帽
子やベスト、バック等に取り付けください。

トトトトトーマス＆トーマスーマス＆トーマスーマス＆トーマスーマス＆トーマスーマス＆トーマス・・・・・ロゴロゴロゴロゴロゴ・・・・・ピンピンピンピンピン
￥９００￥９００￥９００￥９００￥９００     横２３ミリｘ縦２４ミリ。トーマス＆
トーマスのロゴが刻印されたピン・バッチ。

ザザザザザ・・・・・アートアートアートアートアート・・・・・オブオブオブオブオブ・・・・・フライフライフライフライフライ・・・・・フィッシィングフィッシィングフィッシィングフィッシィングフィッシィング
￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，９００９００９００９００９００

全１１０ペー

ジ、クラシッ

ク・タックルの

美しいカラー

写真が満載さ

れたコレクターにとっては大変楽

しい洋書です。ロッド、リール、

フライはもちろんクリール等の小

物までもが美しい大型写真で解

説されています。１２ページから３３ページまではフライ・フィッシィ

ング５００年の歴史、３４ページから５７ページまではウッド、スチー

ル、アルミ製のクラシック・リール。５８ページから７７ページまで

はウイロー製、バンブー製、グラファイト製クラシック・ロッド。７

８ページから１１０ページまではクラシック・フライを中心とした写真

集になっています。とにかく楽しく美しい大型写真満載のコレクター

にお勧めの洋書です。

【【【【【     価格価格価格価格価格・・・・・入荷入荷入荷入荷入荷にににににつつつつついて】いて】いて】いて】いて】
輸入品の為、為替レートや原価の変動等で表示価格・仕様等が予告な
く変更される場合があります。

【【【【【     タックルタックルタックルタックルタックル･････インフォメーションご購読料金インフォメーションご購読料金インフォメーションご購読料金インフォメーションご購読料金インフォメーションご購読料金につにつにつにつについて】いて】いて】いて】いて】
当店では新製品の入荷等に合わせて１年に３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￥１，６８０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，
６８０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。
営業時間 １１１１１１１１１１：：：：：００００００００００AMAMAMAMAM～７～７～７～７～７：：：：：００００００００００PMPMPMPMPM
定休日 毎週月毎週月毎週月毎週月毎週月・・・・・火曜火曜火曜火曜火曜

（月・火曜が休祭日の場合は、営業致します）

特製特製特製特製特製･2002･2002･2002･2002･2002 年オリジナル年オリジナル年オリジナル年オリジナル年オリジナル・・・・・カップカップカップカップカップ・・・・・プレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント
日ごろのお引き立てに感謝させて戴きま
して､年末・新春ご来店・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特製
コーヒー・カップ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。又、コーヒー・

カップ送料の増額分をご負担戴きたくお願い申し上げます。１月
中旬頃に終了させていただきます。
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P PP PP PP PP P パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス・・・・・プライプライプライプライプライ・・・・・フィッシングフィッシングフィッシングフィッシングフィッシング･････
キャップキャップキャップキャップキャップ

￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，８００８００８００８００８００
プレス・パウエル
が今まで会得した
ロッド・ビルデイ
ング技術のすべ
てを注ぎ込んで
作られたパフォー
マン・グラファイ

ト・ロッド。当店でももっとも完成度の高いロッドの一つとして皆
様にお勧めして、お使いのフライ・フィッシャマンのご好評をいた
だいています。パフォーマンス・プライのロゴが入ったフィッシィン
グ・キャップ、ロッドのオーナーのみならずプレス・パウエルを
はじめてするロッド工房のファンの方にお勧めのキャップです。
カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①ストーン・ウオッシュ・ブラック②ストーンウ
オッシュ・ネービー③ブラック *写真の番号がカラー番号です

モ デ ル 価 格 カ ラ ー

ス ト ン ウ オ ッ シ ュ

ド ・ コ ッ ト ン
￥３ ， ６ ０ ０

①カーキー②ホワ
イ ト ③ブルー

マ イ ク ロ ・ フ ァ イ

バ ー
￥３ ， ９ ０ ０

①ベージュ②セー
ジ・ グリ ーン

キャップキャップキャップキャップキャップ
トーマスのロゴ･マーク
が入ったオリジナル･
キャップ。トーマスは数
ある市販のアメリカン製
ロッドの中でも最も高級
なシリーズ、トーマスを
お持ちのフライフィッシャ
マンなら誇りに思える
ロッドではないでしょう
か。オーナーにお勧め
のキャップです。素材に
型崩れのしにくいコット
ン製と軽いマイクロ･
ファイバー製がありま
す。共にフリー･サイ
ズ｡


