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一通りのバンブー・ロッドなら、今ではアマチュアーのビル
ダーの方でも驚くほどたくみに作る方が少なくありません。
当然プロの作るロッドはそれを超えたロッドでなくてはなら
なくなります。当店では従来から海外のバンブー・ロッドの
みを取り扱ってきました。それはどうしても此処で作られる
ロッドがイギリスやアメリカのバンブー・ロッドの大きな影
から抜け出せないと言う印象をもったからです。彼の地で現
在のようなスタイルに近いバンブー・フライ・ロッドが生ま
れて１００年以上、骨格となるアイデアも殆ど既に考えられ
そして工夫されつくした後に、この国でバンブー・フライ・
ロッドが生まれたと言う事から考えて仕方のない面もありま
す。この国でも、かなりの腕を持つ多くのアマチュアー・ビ
ルダーが生まれたお陰で、バンブーを普通に使用する方がか
なり増えてきました。その事が今までバンブー・ロッドに関
して言われて来た説の幾つかに多くの疑問符を抱く方が増え
たように思えるのです。優れたアクションを出すための単な
るデザインがロッド製作の目的となったり、仕上げだけを強
調したりするロッドには食傷気味な方も少なくないと当店で
は感じております。バンブー・ロッドの本質を見極める目を
持った方が増えたことが国内ビルダーのロッドを扱ってみる
きっかけとなりました。
クラモチ・バンブー・ロッドは当店で始めてお届けする日本
のプロのビルダーが作るバンブー・ロッドです。当店ではバ
ンブー・ロッドの基本であるラインが飛ぶ事をまず第一義に
考えてこのロッドをお届けいたします。物まねを脱した個性
と快適な釣心地をたんのうできるアクション、軽さ、耐久
性・・・釣を楽しむ機能性の高いバンブー・ロッドとしてご
期待下さい。この“物まねのアクション”と言う事について
は、テーパーのアイデアが既にほぼ出尽くしておりますの
で、何らかの有名なロッドに近いアクションに似てしまうの
は仕方のない面もあります。当店のご説明もお客様のアク
ションのイメージを理解される助けとなるので、ヤングとか
レナードとかと言わざるを得ません。ただ、このクラモチ・
ロッドではたとえそれと近くても自らのアイデアを加えてそ
れとは異なる日本のフィールドに合うようにデザインしてい
ます。それをご理解いただければ大変嬉しい事です。
塗装や仕上がりは当店の考えでは第２儀的なことになります
が、当然のこととして細心の心配りで仕上げてありますので
ご安心下さい。例えば当たり前のことではありますが、この

バンブーの６角の各辺はごく僅かです
が角をペーパーで削られています（削
ると言うと誤解をされますが、数回こ
する程度のごく僅かです）。これは第

一に障害物に当たったときに角が剥離したり繊維が折れたり
することが少なくなります。更に角に塗料が乗りやすくなり
ます。これらの事が結果としてバンブーの耐久性を高めると
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テイップとバットの素材を変えてテイップとバットの素材を変えてテイップとバットの素材を変えてテイップとバットの素材を変えてテイップとバットの素材を変えて
ショートショートショートショートショート・・・・・レンジからロングレンジからロングレンジからロングレンジからロングレンジからロング・・・・・レンレンレンレンレン
ジまで、ジまで、ジまで、ジまで、ジまで、ライトライトライトライトライト・・・・・ラインからヘビーラインからヘビーラインからヘビーラインからヘビーラインからヘビー
なラインまでなラインまでなラインまでなラインまでなラインまで・・・・・・・・・・楽しめるシーン楽しめるシーン楽しめるシーン楽しめるシーン楽しめるシーン
が大いに広がりますが大いに広がりますが大いに広がりますが大いに広がりますが大いに広がります
テイップには３５トン・プレスのハ
イ・モヂュラス・グラファイトを使用
し、バットには３０トン・プレスで若
干モデユラスの低いグラファイトを使
用しました。この事は一つのグラファ
イト素材でテイップとバットを作って
いるロッドとはいくつかの点で異なる
特徴が出ます。アクションは全体が滑
らかにカーブするセミ・パラボリックながら、ハイ・モデ
ユールで作られたロッド・テイップの素早い返りと、その動
きに同調してしなやかに曲がるモデユールを低めた素材で作
られたバット。この見事なハーモニーが快適なキャステイン
グ感を生み出してくれます。現在のところモデルはこの系流
用に最も有効性の高い８‘＃２－４の１サイズのみです。
ロッド重量４４グラム。ケースはクロス･ケースのみ。

シート

クラモチクラモチクラモチクラモチクラモチ・・・・・ロッド　ロッド　ロッド　ロッド　ロッド　当店がお届けする始めての国産ロッドです当店がお届けする始めての国産ロッドです当店がお届けする始めての国産ロッドです当店がお届けする始めての国産ロッドです当店がお届けする始めての国産ロッドです
慎重なテストとビルダーのロッド作りへの志を見て取り扱いを決めたカスタム慎重なテストとビルダーのロッド作りへの志を見て取り扱いを決めたカスタム慎重なテストとビルダーのロッド作りへの志を見て取り扱いを決めたカスタム慎重なテストとビルダーのロッド作りへの志を見て取り扱いを決めたカスタム慎重なテストとビルダーのロッド作りへの志を見て取り扱いを決めたカスタム･････ ロッドですロッドですロッドですロッドですロッドです

バンブーとグラファイト、バンブーとグラファイト、バンブーとグラファイト、バンブーとグラファイト、バンブーとグラファイト、共に皆様にビルダーの意志を伝えられるロッドだと思って共に皆様にビルダーの意志を伝えられるロッドだと思って共に皆様にビルダーの意志を伝えられるロッドだと思って共に皆様にビルダーの意志を伝えられるロッドだと思って共に皆様にビルダーの意志を伝えられるロッドだと思っていますいますいますいますいます

考えています。
塗装はブランク
状態の時に２回、
ラッピング終
わった後にガイ
ドをつけたまま
で更に２回ロッ

ドをデッピングしています。これでスレッドの端が毛羽立っ
たりする事が少なくなります。。。。。ケースはクロス･ ケースのみ。
モデル　長さ長さ長さ長さ長さ：：：：：①６’６”②７’③７’６”ライン：＃３
アクションアクションアクションアクションアクション：：：：：①ライト②スタンダード③ハード 　同じサイズ
に３つのテーパーがあります。ライトは細身でショート・レ
ンジまたは魚の引きを楽しむアクション。ハードはロング・
レンジでより大きな魚とのファイトを楽しむアクション。ス
タンダードは最も扱いやすい多目的ロッドになります。
オーダーについて：どのような特別注文でもお受けいたしま
す。サンプルの写真のバンブーは①４’ ４”＃４藪沢専用の
ロッドです。理解の為にペインのバンテイーをイメージして
下さい②５’ ５”＃５・北海道の藪沢用モデル③６’ ３”＃
４はポール・ヤングのミッジをイメージ下さい。④７’＃３・
スタンダード・モデル＊＊＊＊＊参考にあげたロッドはお客様の理解の
ためのもので、クラモチ・ロッドのアクションはこれと同じ
ではありません。
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アンビルアンビルアンビルアンビルアンビル・・・・・アイスアイスアイスアイスアイス・・・・・テンパードテンパードテンパードテンパードテンパード・・・・・タイングタイングタイングタイングタイング・・・・・シザースシザースシザースシザースシザース
今では、アメリカで販売されて
いるほとんどのタイング･シザー
スは販売元は違ってもインド、
パキスタン等のアジアで作られ
ています。このアンビルだけが
高品質で耐久性の高いシザース
をと言うタイヤーの為に現在も
作り続けている、唯一といって

も過言でないアメリカ製タイング･シザースです。
アイステンパード加工を施した刃先は鋭い切れ味
を長期間にわたって維持することが出来ます。円
形のハンドル部分を、指の大きさに合わせて自由
に変形することが出来ることも大きな特徴です。
タイング作業の向上には大切な特徴です。このア
ンビルのシザース類はバイス・メーカのトンプソ

ンで販売されていたもので、トンプソンのモデルはビニール
製カバーがレッドでした。当店でも大変人気の高いシザース
でした。共に全長は１０５ミリ＃６０Ａは小型用、＃７０は
万能型です。①①①①①＃６０Ａ＃６０Ａ＃６０Ａ＃６０Ａ＃６０Ａ 税込￥２，￥２，￥２，￥２，￥２，７３０７３０７３０７３０７３０（税別￥２，６０

０）②②②②②＃７０＃７０＃７０＃７０＃７０ 税込￥２，￥２，￥２，￥２，￥２，９４０９４０９４０９４０９４０（税別￥２，８００）

ホワイテイングホワイテイングホワイテイングホワイテイングホワイテイング･････ プロプロプロプロプロ･････ グレードグレードグレードグレードグレード･････ クッククッククッククッククック･････ ネックネックネックネックネック
税込￥２，￥２，￥２，￥２，￥２，９８２９８２９８２９８２９８２（税別￥２，８４０）

ホワイテイングホワイテイングホワイテイングホワイテイングホワイテイング・・・・・ヒーバートヒーバートヒーバートヒーバートヒーバート・・・・・コーチマンコーチマンコーチマンコーチマンコーチマン・・・・・ブラブラブラブラブラ

ウンウンウンウンウン・・・・・ドライ用サドルドライ用サドルドライ用サドルドライ用サドルドライ用サドル
税込税込税込税込税込￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，９４８９４８９４８９４８９４８（税別

￥３，７６０）
長さ３０～４０センチに
もなる超ロング・ドライ
用クック・サドル。ホワ
イテイング農場のヒー
バート部門が生産してい
る優れた品質のドライ専
用サドルです。ホワイ
テイングでは殆どが細
すぎて多様なサイズが
巻けないという問題が

ありますが、このヒーバートのクック・サドルは若干幅広い
サイズに対応できるフェザーです。それでも＃１４が中心で
＃１６が少しと思っていただいたほうが宜しいと思います。
サドルのご注文時には最も使用目的の多いフック・サイズを
お知らせいただければお選びしてお送り申し上げます。カ
ラーはコーチマン・ブラウンのみです。

最も使用頻度が高いフェザーの長さ
は10センチを超えています。多量の
ドライ・フライが巻けるスーパー･
ネック・ハックル。
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
造ったものですので、グレードは同じです。
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、
入荷量とカラーに
限りがありますの
で売り切れの説は
お許し下さい。ま
た、ご入用の場合
はご予約いただく
事をおすすめ申し
上げます。

カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①ダーク・ブルー・ダン②ダーク ・グラッシー・ダン
③クリーム④コーチマン ・ブラウン⑤ブラウン⑥ブラック⑦
ファーニス⑧ジンジャー⑨グリズリー ・バリアント⑩ミデア
ム・ダン⑪ゴールデン ・バジャー⑫シルバー ・バジャー⑬ライ
ト・ダン⑭ダン ・バリアント * メーカーのカラーの表示が一定
しません。当店のヘッダーの表示と異なる場合があります。

アメリカンアメリカンアメリカンアメリカンアメリカン・・・・・グリズリーグリズリーグリズリーグリズリーグリズリー・・・・・バリアントバリアントバリアントバリアントバリアント・・・・・サドルサドルサドルサドルサドル税込税込税込税込税込￥２，￥２，￥２，￥２，￥２，９９９９９
８２８２８２８２８２税別￥２，８４０
フェザーの一部にブラウン
や黒が混ざったバリアント・
タイプのドライ用サドル。
フェザーの長さは３０セン
チ程度あり沢山のフライを
巻くことが出来ます。一般的
に巻けるフック・サイズは＃
１４が中心で、＃１２、＃１
０が巻けるグレードとなっ
ています。ただ、一部には殆

どが＃１４・＃１６と
言うグレードも含まれ
て居ます。そのような
ご希望の場合は＃１４
フック用が多いものと
ご注文時にご指示下さ
い。ウーリー・ボンバー
や少し大型のドライ、
パラシュートなどに適
した当店おすすめの徳
用クック・サドルです。

カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①ナチュラル・グリズリー・バリアント②グリズリー ・
ブラウン③グリズリー ・オリーブ

ＨＭＨチューブＨＭＨチューブＨＭＨチューブＨＭＨチューブＨＭＨチューブ・・・・・フラフラフラフラフラ

イイイイイ・・・・・スタータースタータースタータースタータースターター･････ キットキットキットキットキット
税込税込税込税込税込￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，７８０７８０７８０７８０７８０（税別
￥３，６００）あらゆる
サイズのバイスに取り付

けられる便利なチューブ・フライ用ス
テンレス製補助ツール。当店でも発売
以来高い人気を保っているセットで
す。チューブは長くかつ柔らかい為タ
イング作業がしにくいといわれていま
す 。 このツールには長さ 9 センチで

直径の異なる２サイズのステンレス・ニードルが付いていま
す。希望の長さにカットしたチューブの穴に、ニードルを目
一杯差し込むとテーパーの所でチューブが固定されます。こ
のニードルを板状のアタッチメントの穴に通してネジで固定
します。このアタッチメントをバイスに固定する事で、ニー
ドルをさして固定されたチューブを自在にタイングする事が
出来ます。タイングが終了したらチューブをニードルから引
き抜きます。ニードルの外径は①Ｓ ：１．１㎜②Ｌ ：１．６
２㎜の２種類。 長さ１３センチの、それぞれのニードルに合
う内径のプラステック･ チューブＳ，Ｌ各３本が含まれて居ま
す。（＊６、７ページに関連商品掲載）
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グーデブログーデブログーデブログーデブログーデブロ・・・・・プロ用プロ用プロ用プロ用プロ用・・・・・サイズＡサイズＡサイズＡサイズＡサイズＡ・・・・・１オンス巻きＮＣＰワイ１オンス巻きＮＣＰワイ１オンス巻きＮＣＰワイ１オンス巻きＮＣＰワイ１オンス巻きＮＣＰワイ

ンデイングンデイングンデイングンデイングンデイング・・・・・スレッドスレッドスレッドスレッドスレッド
税込￥１，￥１，￥１，￥１，￥１，３１２３１２３１２３１２３１２（税別￥１，
２５０）
１９７０年代多くのメーカー製
のグラスやグラファイト・ロッ
ドに使用された由緒あるガイ
ド・ラッピング・スレッドです。
独特の光沢とカラーが、ロッド

を昔風に仕上げたいと言うビルダーに人気のスレッド。１オン
ス巻きと大変多量に巻かれているので糸切れを心配せずに巻き
事が出来ます。仕上がりが独特のぬめりけのある光沢、特にグ
ラス・ロッドには大変雰囲気が合うといわれています。現在で
はこれらのカラーは全て製造されていません。カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①＃
００２・ホワイト②＃５４１ ・ブラウン③＃５８９６ ・グリー
ン④＃５２７４ ・ブラウン⑤＃３３７ ・クムゾン⑥＃６０２ ・
グレー⑦＃３９６ ・ダーク・グレー

　　

強力用フェルール用ホット強力用フェルール用ホット強力用フェルール用ホット強力用フェルール用ホット強力用フェルール用ホット･････ グルーグルーグルーグルーグルー税込税込税込税込税込￥６２０￥６２０￥６２０￥６２０￥６２０（税別￥
５９０）フェルールは、
接着後に微妙に曲がって
取り付けられている場合
が少なくありません。こ
の強力なフェルール用
ホット･ グルーなら温める
事で柔らかく出来るので

接着後の曲がりなおしも簡単に行えます。この接着剤は直線
的な飛びが必須なボー・ガン用のボーのフェルールの接着に
も使用されるほど強力です。熱で調整できるためにボーの鏃
を真っ直ぐに直せる優れものです。アメリカでのボーによる
ハンテイングは非常に盛んで大きな鹿類おもターゲットにし
ていますのでフェルール程度の強度には有り余る接着力とい
えます。フェルールの接着に関して、ホット・グルーを使用
することに不安なお客様は、右行ページのフェールール用ピ
ンをご使用になれば万全です。本体の長さは約 7 5 ミリです。

コルクコルクコルクコルクコルク･････ テープテープテープテープテープ①①①①① 11111 ミリミリミリミリミリ②②②②② 1 . 51 . 51 . 51 . 51 . 5 ミリミリミリミリミリ・・・・・税込税込税込税込税込￥２３１￥２３１￥２３１￥２３１￥２３１（税別
￥２１０）シートとブランク
とのわずかな隙間を埋めるた
めのコルク･ テープ。強力両
面テープが付いているので写
真のように簡単にブランクに
巻きつけることが出来ます。
後はコルクの上からエポキシ
接着剤を塗ってシートを取り

付けるだけでブランクとシートの隙間を埋めてしっかりと固
定できます。コルク･ スペーサーで埋める程の大きな隙間で
なく 1 ミリ～ 2 ミリ程度のわずかな隙間を埋める場合に最適
です。タコ糸では全体を平らに巻いて隙間を平均的に埋める
のは容易ではありません。どうしても凹凸が出来ますので全
体を隙間無く接着するのは難しい作業になります。コルクの
厚みに① 1 ミリ② 1 . 5 ミリの２サイズがあります。共に幅は
1 0 ミリ、長さは 9 0 センチですので 1 0 本以上のブランクの隙
間を埋めることが出来ます。＊必ず①①①①① 11111 ミリミリミリミリミリか②②②②② 1 . 51 . 51 . 51 . 51 . 5 ミリミリミリミリミリ
をご指示下さい。

ニッケル＆ブラス用とアルミ用ブルーイングニッケル＆ブラス用とアルミ用ブルーイングニッケル＆ブラス用とアルミ用ブルーイングニッケル＆ブラス用とアルミ用ブルーイングニッケル＆ブラス用とアルミ用ブルーイング･････ リキッドリキッドリキッドリキッドリキッド
税込税込税込税込税込￥１，￥１，￥１，￥１，￥１，４４９４４９４４９４４９４４９（税別￥１，３８０）

プロのロッド･ ビルダーのように
フェルールを黒く染めるための液体
です。作業は極めて簡単です。フェ
ルールの油分をシンナー等で拭き
取った後に棒の先等につけたフェ
ルールをボトルの中の液に浸しま
す。この時ジェフ・ワーグナー・デ
イッピング・プラグをご使用になる
と中に液体が浸透しません。引き上
げて後１５～２０秒程度空気に晒し
た後に水洗いしてください。科学変
化でニッケル･ フェルールが徐々に
黒く変色していきます。この液体で
黒く染められるのはニッケルとブラ
スです。アルミ･ シートなどを染め
るには別のモデル①をご使用下さ
い。尚、ビンのキャップ上端部まで

の高さは 9 0 ミリです。＊直接手で液体に触れる事は危険です
ので避けてください。必ずゴム手袋等を着用してから作業を
行ってください。＊写真①アルミ用②ニッケル＆ブラス用、 ご
注文時には必ずアルミ用かニッケル用かをご指示下さい。

アメリカ製１８％ニッケルアメリカ製１８％ニッケルアメリカ製１８％ニッケルアメリカ製１８％ニッケルアメリカ製１８％ニッケル･････ ピンイングピンイングピンイングピンイングピンイング・・・・・

ワイヤー＆ドリルワイヤー＆ドリルワイヤー＆ドリルワイヤー＆ドリルワイヤー＆ドリル･････ セッセッセッセッセットトトトト
強力なフェルール用の接着剤が開発された今日でも、クラシッ
クにバンブーを作ろうとするビルダーは数多くいます。また、
どんなに強力な接着剤を使用しても、ピンで補強を入れる以上

に安全な方法はありません。年月の経過と共
に一般的にバンブーは乾燥して収縮するため
に、フェルールとの間に隙間が開いてきます。
柔らかく丈夫なアメリカ製１８％ニッケル製
のピンニング・ワイヤーと少し細い口径のド
リルを使ってフェルールを固定すれば、不慮

のフェルールの脱落を未然
に防ぐ事ができます。使用
方法は（左図をご参照下さ
い）、フェルールを接着�ド
リルを使用して、ピン用の
穴をあけ�マレット（金槌）
を使用してピンを押し込み
�ファイルで削ってフィ
ニッシュです。ピニング・

ワイヤーをご使用の場合は、フェルールの接着に強力フェルー
ル用ホット･ グルーを使用すると真っ直ぐの調整が簡単に行え
ます。●●●●●アメリカ製１８％ニッケル・ピンニング･ ワイヤー・1
メートル・外径 0 . 0 4 インチ（約０．９６㍉） 税込￥５１０
（税別￥５００）●●●●● 0 . 0 3 9 インチ･ ドリル・2 本セット税込￥５７
８（税別￥５５０）

オリジナルオリジナルオリジナルオリジナルオリジナル・・・・・コルクコルクコルクコルクコルク･････ブッシングブッシングブッシングブッシングブッシング
シートとブランクの隙間を埋めるためのオリジナル・ブッシ
ング。太いタコ糸などで巻くとシートを真っ直ぐつけるのが
難しくなります。また満遍なく接着できないので外れ

たり曲がったりする原因にもなります。
テープですと中に接着剤が入っていか
ないために外れることがあります。こ
のコルク･スペーサーなら内径・外径と
もサイズの調整は簡単です。また、隙
間なくシートとブランクに接着剤が付
くので強度や耐久性の面でも最も優れ
ています。これは当店でロッ

ドを製作するためにメーカーに依頼して製作してい
ます。インチ･サイズのシートに合わせてあるために
若干ミリ･サイズと異なります。多少の隙間は接着剤
が埋めてしまうので強度とうに支障はありません。

　　内径ｘ外径ｘ長さ　　　税込　　税別
①７ｘ１９．６ｘ１１０　￥３６８（￥３５０）
②７ｘ１７．５ｘ８３　　￥３０５（￥２９０）
③８ｘ１７．０ｘ８６　　￥１５８（￥１５０）
④７ｘ１５．０ｘ８０　　￥３０５（￥２９０）
⑤９ｘ１９．８ｘ３２　　￥３０５（￥２９０）
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日頃のお引き立てに感謝申し上げて､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厚地
の特製スポーツ・タオル 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。例年１月中旬頃には終了致
しておりました。＊写真のタオルは２００５年の
ものです。

クラシッククラシッククラシッククラシッククラシック･････ タイプタイプタイプタイプタイプ・・・・・メタルメタルメタルメタルメタル・・・・・ワインワインワインワインワイン
デデデデデンンンンングググググ・・・・・チェックチェックチェックチェックチェック税込税込税込税込税込￥７１４￥７１４￥７１４￥７１４￥７１４（税別６
８０）一時代前のバンブー･ ロッドの
チェックに使用されていた金属性のモ
デル。内径が太いのでバンブー･ ロッ
ドやグラファイトのダブル･ ハンド、
バンブー･ ロッドにしか合わせられま

せん。製品は１９７０年代のアメリカ製の為、インチを換算
してあるので正確なミリとは若干の差があります。サイズサイズサイズサイズサイズ
①１１．６②１３． ８③１５④１５． ５⑤１５． ８⑥１７㎜
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コンプリートコンプリートコンプリートコンプリートコンプリート･････ アングラーアングラーアングラーアングラーアングラー・・・・・防水ガイド防水ガイド防水ガイド防水ガイド防水ガイド･････ バックバックバックバックバック税込税込税込税込税込￥６，￥６，￥６，￥６，￥６，

０９００９００９００９００９０（税別￥５，８００）アメリカの大き
な川をボートで釣り下るガイドが使
う完全防水大型バック。瀬の強い
場所では船は大きく傾き水をかぶ
ります、このようなバックがな
いと貴重品を持ち込む事ができ
ません。このような完全防水

バックはガイドの必需品。日本ではソ
ルト･ ウオーター･ フィッシングの愛好者にお奨め

します。塩水から大切な釣具やカメラを保護する事が出来ま
す。ボートの上での安定を考えて下端部が平らな 3 角形の形状
になっています。上部は簡単に折り曲げてベルクロで止めるだ
けで内部を完璧な防水状態に保ちます。開閉は非常に簡単です
ので、タックルの取出しが素早く行えます。大型タックル・
バックとしても使用できます。サイズ：底部幅 4 2 センチｘ長さ
5 2 センチ。高さ３０センチ。入り口を折り曲げて閉じるベルク

ロはバックの上端 1 0 センチの所に 4 センチ幅で付いています。

管理釣り場で抜群の効果をほこる管理釣り場で抜群の効果をほこる管理釣り場で抜群の効果をほこる管理釣り場で抜群の効果をほこる管理釣り場で抜群の効果をほこる
アタリバチアタリバチアタリバチアタリバチアタリバチ・・・・・ボンバー＆アタリバボンバー＆アタリバボンバー＆アタリバボンバー＆アタリバボンバー＆アタリバ
チチチチチ・・・・・ソフトソフトソフトソフトソフト・・・・・ハックル、ハックル、ハックル、ハックル、ハックル、外見は同外見は同外見は同外見は同外見は同
じに見えても、じに見えても、じに見えても、じに見えても、じに見えても、見えない工夫見えない工夫見えない工夫見えない工夫見えない工夫・・・・・・・・・・

シールス･ ファーをボデイに巻き、ヘッドにハックルを数回巻
いたウーリー・ワームの変形パターンは多くの方が管理釣り場
に於いて使用する最も基本的なフライです。当店がお届けする
アタリバチ・ボンバーの特徴は、とにかく良く釣れる事です。
これは管理釣り場で最も求められる要件ではないでしょうか。
当店でもサンプル・フライで半信半疑の気持ちを抱きながら何
度か実験を行いましたが、あらゆる条件で想像以上の優れた効

果を発揮しました。そのテストから皆様にご紹
介申し上げる事に致しました。
このフライは見かけからは想像できないほど手
間をかけて巻かれています。最大のポイントは
フライのネーミングの由来にもなっているすり
鉢で丁寧にシールズ・ファーを柔らかくすり
つぶすことにあります。これによってフライ
のボデイがシャープになるので、魚の警戒感
を和らげ、水中でのフライの動きに自然な感
じを与えることが出来ます。使用中に絡まな
いように、テールの巻きとめにも大変な注意

を払っています。テールが魚に与えるインパクトは大変大きい
ものですから、管理釣り場での実際テストから選ばれた赤い特
殊のシルク・スレッドで、確りとまき止められています。この
角度と巻き止め方にも工夫が施されています。フライ各部に管
理釣り場での度重なるテストの結果が活かされた、良く釣れる
フライが完成しました。管理釣り場で釣れない時の為におすす
めいたします。
アタリバチ・ソフト・ハックルはアタリバチ・ボンバーと同じ
すりつぶしたシールズ・ファーをボデイに巻いたソフト・ハッ
クル・タイプ。魚が少し上ずった時やヤマメ用に適しています。
アタリバチ・ボンバーに反応が鈍くなったときに大いに効果を
発揮します。ソフト・ハックル・タイプはアタリバチ・ボンバー
のテールを取り去ったモデルになります。

アタリバチアタリバチアタリバチアタリバチアタリバチ・・・・・ボンバーボンバーボンバーボンバーボンバー税込税込税込税込税込￥４７￥４７￥４７￥４７￥４７
３３３３３（税別￥４５０）
サイズ：①＃１０②＃１２　
ウエイトウエイトウエイトウエイトウエイト：①ウエイト無し②ウエ
イト入り
マテリアルマテリアルマテリアルマテリアルマテリアル：：：：：テール：オリーブ・マ

ラブー・アンダーテール：フラッシャー
ブー / ボデイ：シールズ・ファー / リブ：
ゴールド・ワイヤー / ハックル：ブラウン・
ヘン・ハックル

カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①オリーブ②ゴールデン・オリーブ③ブラウン・オ
リーブ④グリーン⑤ブラウン ＊ご注文時にはカラー、サイズ、

ウエイトの有無をご指示下さい。
アタリバチアタリバチアタリバチアタリバチアタリバチ・・・・・ソフトソフトソフトソフトソフト・・・・・ハックルハックルハックルハックルハックル・・・・・フライフライフライフライフライ税込税込税込税込税込

￥３１５￥３１５￥３１５￥３１５￥３１５（税別￥３００）
サイズ：①＃１０②＃１２・ウエイト無し
マテリアル：テール：オリーブ・マラブー
アンダー・テール：フラッシャーブー

ボデイ：シールズ・ファー　リブ：ワイヤー　ハックル：ブラ
ウン・ヘン・ハックル
カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①オリーブ(写真のカラー)②ゴールデン・オリーブ③
ブラウン・オリーブ④グリーン⑤ブラウン ＊ご注文時にはカ
ラー、サイズをご指示下さい。

ウエデイングウエデイングウエデイングウエデイングウエデイング・・・・・シューズ専用替靴ひもシューズ専用替靴ひもシューズ専用替靴ひもシューズ専用替靴ひもシューズ専用替靴ひも税込￥４１０￥４１０￥４１０￥４１０￥４１０（税別

￥３９０）
水中を歩行するウエデイング・
シューズは大変厳しい条件の
中で使用されます｡水に濡れ、
岩にこすられるために各部の
痛みは大変激しく靴紐も岩で
切れてしまいます。この専用
靴紐は極めてへービーにつく

れらており激しいウエデイングにも十分耐えられます。オリ
ジナルで付属している靴紐より丈夫に作られています。長さ
は１５０センチ、２本１セット。

コンプリートコンプリートコンプリートコンプリートコンプリート・・・・・アングラーアングラーアングラーアングラーアングラー・・・・・
ウエーダーウエーダーウエーダーウエーダーウエーダー･････ パック＆バックパック＆バックパック＆バックパック＆バックパック＆バック･････

パックパックパックパックパック税込税込税込税込税込￥６．￥６．￥６．￥６．￥６．０９００９００９００９００９０（税別
￥５，８００）
ウエーダー･ バックながらロッ
ド・ケースを止めたり色々なタッ
クルをぶら下げたりと、全ての
タックルが収納できるデイ･ パックとしても

使用できる便利なケース。車の中でのウエー
ダーの着脱時には同封のフェルトをバックの
中にひいて行います。このフェルトはデイ･
パックにしたときには背中部分に当てる事で
クッションにもなります。このパック・パッ
ク・タイプのケースはストラップの掛ける位
置を変えることで、ショルダー･ バックに使用

したり手提げに使用したりと多目的な用途に使用することが
できます。表がメッシュですので中のウエダーの乾燥にも有
効です。サイズ：縦４０ｘ横３０ｘ厚２５センチ。

コンプリートコンプリートコンプリートコンプリートコンプリート･････ アングラー　アングラー　アングラー　アングラー　アングラー　HHHHH 型ウエーダー型ウエーダー型ウエーダー型ウエーダー型ウエーダー･････ サスペンサスペンサスペンサスペンサスペン
ダーダーダーダーダー税込税込税込税込税込￥１，￥１，￥１，￥１，￥１，７８５７８５７８５７８５７８５(税別￥１，７００）

５センチ幅の強力なラバーの H 型サスペ
ンダー。弱いラバーの製品では長期間の
使用で丸まったり、変形したりしがちで
すがこの製品ではそれが殆どありませ
ん。又、あらゆるパーツが光らないよう
にブラック･ カラーが使われています。
魚を刺激しないよう配慮されています。
サスペンダーが伸びない状態での長さが

約８０センチです。

コンプリートコンプリートコンプリートコンプリートコンプリート･････ アングラー　エラステイックラバーアングラー　エラステイックラバーアングラー　エラステイックラバーアングラー　エラステイックラバーアングラー　エラステイックラバー･････ ウエウエウエウエウエ
デイングデイングデイングデイングデイング･････ ベルトベルトベルトベルトベルト

強力なラバー･ バンド製ウエデイン
グ･ ベルト。ベルトの幅は５センチ。
ラバー・バンドの裏側は強度と滑り
にくさを出すために別の白い繊維で
織られています。着用感も快適、万
が一の転倒時にはワンタッチで特殊
バックルを外すことができます。カ

ラーはダーク･ オリーブとカモフラージュの２色があります。
①カモフラージュ 税込税込税込税込税込￥１，３６５（税別￥１，３００）②
ダーク･ オリーブ税込税込税込税込税込￥１，４７０（税別￥１，４００）

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

１９７０年代初期フェンウイック１９７０年代初期フェンウイック１９７０年代初期フェンウイック１９７０年代初期フェンウイック１９７０年代初期フェンウイック･････ グラスグラスグラスグラスグラス･････ ロッド８ロッド８ロッド８ロッド８ロッド８‘‘‘‘‘＃＃＃＃＃６６６６６
表示は＃６となっています
が＃５－６とお考え下さ
い。ロッド重量９５グラ
ム、持ち重りを感じないア

クションです。オリジナル･ クロス･ ケースとデラックスなオリ
ジナル・アルミ･ ケース付き。当店お問い合わせ番号ＳＡ１２
８ＬＧ・ＦＥＮＷ。税込税込税込税込税込￥２６，８８０（税別￥２５，６００）
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アマドウアマドウアマドウアマドウアマドウ税込￥￥￥￥￥９８７９８７９８７９８７９８７（税別￥９４０）
天然の海綿ですのでフライ
のウイングを傷めないソフ
トな感触で水分を何度も吸
収して浮力を回復させる事
ができます。
天然の海綿状のキノコ類
は、以前からフライの水分
を脱水する為に使われるポ
ピュラーなツールでした。
水を吸い込んだフライを二

つ折りにしたアマドウの間に挟んで押さえる
と、マテリアルの間に浸透した水分をきれい
に拭き取る事が出来ます。再度パウダー状フ
ロータントを付けると浮力は瞬時に最初と同
じ状態に回復します。何度も繰り返し脱水作

業を繰り返すことが出来ます。サイズは７０㍉ｘ１００㍉。
サマドウーサマドウーサマドウーサマドウーサマドウー①①①①① 税込税込税込税込税込￥７８８￥７８８￥７８８￥７８８￥７８８（税別￥７５０）

②②②②②リトリーバーリトリーバーリトリーバーリトリーバーリトリーバー･････ 付付付付付税込税込税込税込税込￥１，￥１，￥１，￥１，￥１，３６５３６５３６５３６５３６５（税別￥１，３００）
海綿状のキノコ類はフライの水分を
脱水する為に使われるポピュラーな
アクセサリーです。このオリジナ
ル・サマドウーはそれとほぼ同じよ
うな効力を持つ人造のスポンジで
す。水を吸い込んだドライ・フライ

を ２ 枚 の サ マドウーの間に挟んで押さえると、
マテリアルの間に浸透した水分をきれいに拭き取る
事が出来ます。再度パウダー状フロータントを付け
ると浮力は瞬時に最初と同じ状態に回復します。サ
マドウーのパットの乾燥も人造の為早く頻繁な使用
でもフライの水分をしっかりと取り去ることが出来
ます。サイズは５５㍉ｘ４５㍉で両面に貼り付けら
れています。

フルーガーフルーガーフルーガーフルーガーフルーガー・・・・・メダリスト用フットメダリスト用フットメダリスト用フットメダリスト用フットメダリスト用フット税込税込税込税込税込￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，５７０５７０５７０５７０５７０

（税別￥３，４００）
１９８０年代以前のアンテイーク･
モデルのメダリストは、フットが現
在のリール･ シートに入らない場合
があります。このムクのバーストッ
ク･ アルミから作られたデラックス･
フットならその問題を解決できま
す。機能性だけではなくアンテイー
ク･ フルーガー･ メダリストをカスタ

ム化する事も出来る専用パーツです。ナットも
付属していますので簡単に取り付ける事が出来
ます。一般的なモデルと、リール・モデル番号
の後ろに " １ / ２ "（例えば１４９４ - 1 / 2 のよ
うに）が付いたワイド･ スプール･ タイプ用の 2
種類があります。ご注文時には必ずモデル番号

をご確認下さい。①①①①①スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード ・・・・・タイプ用タイプ用タイプ用タイプ用タイプ用②②②②②ワイドワイドワイドワイドワイド ・・・・・ススススス
プール用プール用プール用プール用プール用

ダーツダーツダーツダーツダーツ・・・・・牛革スエード製牛革スエード製牛革スエード製牛革スエード製牛革スエード製・・・・・シンサテイックシンサテイックシンサテイックシンサテイックシンサテイック・・・・・フリースフリースフリースフリースフリース・・・・・タタタタタ
イプイプイプイプイプ・・・・・ウエット用フライウエット用フライウエット用フライウエット用フライウエット用フライ・・・・・ブックブックブックブックブック
税込￥１，￥１，￥１，￥１，￥１，４７０４７０４７０４７０４７０（税別￥１，４００）
大変お買い得な価格のスエード
製フライ･ブック。ウエットの愛
好者にはクラシックなタックル
を好まれるフライ・フィッシャ
マンが多いので、この本革スエード製

フライ・ブックはそんな好みにぴったり。内部は軽く・水切れ
の良いシンセテック・フリース・タイプ。使いやすいハンデ
イーな大きさ。サイズは１０ cm ｘ１５．５ cm。

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･････ タックルタックルタックルタックルタックルご購入のお気持ち
が固まりましたら、見積り書をご請求の上該当
アンテイーク･ タックルの状態をお尋ね下さい。

気がかりな点を確認の上再度ご検討を御願い申し上げます。
アンテイーク･ タックルには通常の商品と異なる販売条件等
がございます。当店ホーム･ ページをご高覧下さい。

１９６６年製ハーデイ１９６６年製ハーデイ１９６６年製ハーデイ１９６６年製ハーデイ１９６６年製ハーデイ・・・・・ＣＣデユＣＣデユＣＣデユＣＣデユＣＣデユ・・・・・フランス８フランス８フランス８フランス８フランス８‘‘‘‘‘＃＃＃＃＃５５５５５
ハ ー デ イ
の バ ン
ブー・ロッ
ド の 中 で
も 非 常 に
人 気 の 高

いＣＣデユ・フランス、その中でもショート・ロッドは特に人
気の高いモデルです。このロッドはフル・レストアーがイギリ
スで行われており当店では若干の調整を行っただけです。
ロッドの状態は曲がりも無くパワーも十分です、竹の素材が
かなり良好なものと思われます。ロッド自重１１グラム。オリ
ジナル布ケース付き。２ピース、１テップ・モデル。当店お問
い合わせ番号ＳＡ１１６ＬＤ・ＨＡＤＹ。税込税込税込税込税込￥９８，￥９８，￥９８，￥９８，￥９８，７００７００７００７００７００
（税別￥９４，０００）

１９６０年代ＪＪＳ１９６０年代ＪＪＳ１９６０年代ＪＪＳ１９６０年代ＪＪＳ１９６０年代ＪＪＳ・・・・・ ウオーカーウオーカーウオーカーウオーカーウオーカー・・・・・ ハンプトンハンプトンハンプトンハンプトンハンプトン・・・・・ ハ ルハ ルハ ルハ ルハ ル
フォード６フォード６フォード６フォード６フォード６‘‘‘‘‘１１１１１０００００
“““““＃＃＃＃＃５５５５５
ＪＪＳウオーカー・
ハンプトンは１９
２１年～１９６８

年までハーデイと同じアーニックの地でバンブー・ロッドを
製作していました。このハルフォードはハーデイのＯＥＭモ
デルではないかと思っています。このドライ・フライ･ フィッ
シングの始祖と言われるハルフォードの名を記したロッドは
ハーデイにもあるのです。オリジナル・クロス・ケース、フェ
ルール・キャップ付き。２ピース、１テップ。お問い合せ番号
ＳＡ１２４ＬＧ。税込税込税込税込税込￥６９，￥６９，￥６９，￥６９，￥６９，３００３００３００３００３００（税別￥６６，０００）

１９６０年代オービス１９６０年代オービス１９６０年代オービス１９６０年代オービス１９６０年代オービス・・・・・バテンキル８バテンキル８バテンキル８バテンキル８バテンキル８‘‘‘‘‘＃＃＃＃＃６６６６６
渓流で最も使いや
すい長さとサイズ
ではないでしょう
か。ラインはＤＴ
５も快適に振る事

ができます。状態は耐久性の高いインプリグネーションのた
めに良好です。更にエクストラ・テップ付きとあいまって、こ
れからも長期間にわたって快適にご使用になれるロッドです。
２ピース、２テップ・モデル。オリジナル・アルミ・ケースと
クロスバック・ケース付き。当店お問い合わせ番号ＳＡ１３３
ＬＧ・ＯＲＶ。税込税込税込税込税込￥１０２，￥１０２，￥１０２，￥１０２，￥１０２，９００９００９００９００９００（税込￥９８，０００）

１９５４年１９５４年１９５４年１９５４年１９５４年・・・・・ＨａｒｄｙＨａｒｄｙＨａｒｄｙＨａｒｄｙＨａｒｄｙ・・・・・パラコナパラコナパラコナパラコナパラコナ・・・・・ワンレスワンレスワンレスワンレスワンレス・・・・・スピニスピニスピニスピニスピニ
ング２ポンドング２ポンドング２ポンドング２ポンドング２ポンド
バンブー・スピニ
ング･ ロッドの傑
作といわれるハー

デイ･ ワンレス、ワンレスの名前はデザイナーのアレックス・
ワンレスに由来しています。特に最も軽いモデルの２ポンド
は、当時のイギリスで作られた数も少なく極めて貴重なロッド
といえます。ロッド重量１４０グラム。ケース類等の付属品が
ついていない為のこの価格です。２ピース、１テップ。当店お
問い合わせ番号ＳＡ１３１ＬＧ・ＨＡＤＹ。
税込税込税込税込税込￥４３，￥４３，￥４３，￥４３，￥４３，０５００５００５００５００５０（税別￥４１，０００）

１９６４年ハーデイ１９６４年ハーデイ１９６４年ハーデイ１９６４年ハーデイ１９６４年ハーデイ・・・・・アーサーアーサーアーサーアーサーアーサー・・・・・ウッド＃ウッド＃ウッド＃ウッド＃ウッド＃ 11111 ・・・・・１２’１２’１２’１２’１２’＃＃＃＃＃
８８８８８
オ
リ
ジ
ナ

ル性を非常に高く保ったアーサー・ウッド１２フィート。
ロッド総重量３９０グラム、３ピース、エクストラ・テップ
付き。エクストラ・テイップ、メノウ・ガイド等の破損・交
換等もなくオリジナル状態を極めて高く保った非常に状態の
良いロッドです。但し、当時のオリジナル・ロッドの塗装は
暑い季節に密封状態の中に保管しておいたために塗料の表面
に縮みしわが見られますが、使用上支障はありません。フェ
ルール・キャップ、クロス・ケース付き。オリジナル・ケー
ス付き当店お問い合わせシリアル番号 S A ９１ L D 。グレード
は - ３ピース・２テイップ。
税込税込税込税込税込￥９１，￥９１，￥９１，￥９１，￥９１，３５０３５０３５０３５０３５０（税別￥８７，０００）

１９５０年代ハーデイ１９５０年代ハーデイ１９５０年代ハーデイ１９５０年代ハーデイ１９５０年代ハーデイ・・・・・セントセントセントセントセント・・・・・ジョージ３インチジョージ３インチジョージ３インチジョージ３インチジョージ３インチ
非常に人気が高く入手の難しい３インチ・
モデルのセントジョージ。リブド・ブラ
ス・フット。リム・テンション・スク
リュー・タイプのマークⅡチェック。 ホワ
イト・メノウ・リング・ガイド付き。メノ
ウには言われないと気が付かないほどの微
細なヘヤー・ライン・クラックが２箇所付
いています。このヘヤー・ライン・クラ -
ックは指で触っても何の抵抗ありません
し、目で見てもなかなか判別が出来ないほ

どですのでフライ・ラインへの影響は全くありません。又１
９４０年以降のモデルの２スクリュー・ラチェット・カバー
がこのリールにも付いています。このカバーにはデラックス
なリールのセント・ショージの特徴でもあるローレット加工
が施されています。当店問い合わせ番号 SB1 ３１ LD。
￥１０２，￥１０２，￥１０２，￥１０２，￥１０２，９００９００９００９００９００(税別￥９８，０００）
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当店がセレクトした新しいマテリアルの一部です。
新しいフライへの創作意欲が刺激されるようなユ

ニークな新しいマテリアルをご紹介させていただきます。

リールリールリールリールリール・・・・・エッグエッグエッグエッグエッグ税込税込税込税込税込￥５９９￥５９９￥５９９￥５９９￥５９９（税別￥５７０）

硬さと大きさが本物のイクラと同じようなソフトなエッグ・
マテリアル。紐で１２個
がくくられているので紛
失も無くタイング作業も
楽に行えます。まさにイ

クラそのもののようなリアルさです。
作り方は極めて簡単です。①エッグ
の中心に刺し通した紐の先端部を
カットし、②フックをその穴に刺し
通しながら紐を引き抜いていきます。
④フックに通し終わったら瞬間接着
剤で固定して、⑥エッグ・ベール・

ミルキー・ホワイト￥４１０（写真の白い
ハックル状の繊維）やマラブー、ハックル等
を巻きつけるだけです。１２個入り。
カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①蛍光サーリス②蛍光・フレーム③
ホット・ピンク④オレゴン・チーズ⑤レッド⑥
ローテン・エッグ⑦夜光ホワイト⑧ブリリ
アント・ピンク⑨チヌーク・レッド⑩ベー
ビー・ピンク

ブラックブラックブラックブラックブラック・・・・・バードバードバードバードバード・・・・・ラビットラビットラビットラビットラビット・・・・・ゾンカゾンカゾンカゾンカゾンカ・・・・・
マテリアルマテリアルマテリアルマテリアルマテリアル税込税込税込税込税込￥７１４￥７１４￥７１４￥７１４￥７１４（税別￥６８０）

幅約３．３ミリ、長
さ２５センチのラ
ビット・ゾンカ・
テープ、１パックが
４本入り。先端部に
幅３ミリ程度のブ
ラックの縞模様が
付いています。巻き
上がったゾンカの
見るからに魅惑的

な先端部がブラックになったフラ
イになります。テープを４本合わ
せると約１メートルにもなるので
かなりの数のゾンカ・フライを巻
くことが出来ます。ブラックの縞
が付いたラビットのカラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①
ゴールデン・バリアント②グリズ

リー③ホット・オレンジ④ミデイアム・ブラウン⑤オリーブ⑥
オリーブ・バリアント⑦レッド⑧ラスト⑨ブライト・パープル
⑩ホワイト⑪ワイン⑫イエロー⑬シャトリュース⑭ベービー・
ブルー⑮チンチラ⑯クローフィッシュ・オレンジ①ライト・タ

ン②イエロー③オリーブ

クリスタルクリスタルクリスタルクリスタルクリスタル・・・・・ハックルハックルハックルハックルハックル
税込税込税込税込税込￥４９４￥４９４￥４９４￥４９４￥４９４（税別￥４７０）
撚ったナイロン芯の片側だけに約
１センチのキラキラする繊維が取
り付けたマテリアル。ウエット用

ハックルを巻くときに
ファイバーをフェザー
の芯の片側に折り曲げ
たりして苦労します
が、このマテリアルな
ら簡単に巻くことが出
来ます。ハックルや
レッグに使用します。

普通のフェザーとはちょっとイメー
ジの違うウエット・フライを巻くこ
とが出来ます。カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①蛍光
フューシャ②蛍光ホット ・ピンク③
蛍光オレンジ④蛍光イエロー⑤ホッ
ト・オレンジ⑥オリーブ⑦オリー
ブ・ブラウン⑨パープル⑩ボーン
フィシュ・ピンク⑪ボーンフィ
シュ・タン⑫レッド⑬ラステイー ・

オレンジ⑭シュリンプ ・ピンク⑮ホワイト ・クリアー⑯イエ
ロー⑰ブラウン⑱クラレット

スキュレルスキュレルスキュレルスキュレルスキュレル・・・・・ゾンカゾンカゾンカゾンカゾンカ・・・・・テープ２本テープ２本テープ２本テープ２本テープ２本税込税込税込税込税込￥４９４￥４９４￥４９４￥４９４￥４９４（税別￥４

７０）

約２．４
ミリ幅、
長さ２３
センチの

小型ゾンカ・テープ。１パックに２本
入り。スキュレルのスキンはスキン側
（下側）からグレー/タン/ブラック/
タンと綺麗な縞模様になっているのが
特徴です。ヘヤーの長さも１０～１５
ミリ程度と短いので、ラビットでは長
くて使用が難しい渓流や管理釣場用の
小型フライにも使用できます。出来上
がったフライの印象は非常にリアルで

いかにも釣れそうな印象を与えます。カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①ブラック②
シャトリュース③スカルビン・オリーブ④ブラウン⑤ラステ
イー・オレンジ⑥オリーブ⑦ナチュラル・フォックス⑧ナ
チュラル・グレー

アイスランデックアイスランデックアイスランデックアイスランデックアイスランデック・・・・・シープシープシープシープシープ税込税込税込税込税込￥６９３￥６９３￥６９３￥６９３￥６９３（税別￥６６０）
長さが２０～２５センチにもなる
長いヘヤー。アイスランデック･
シープは極寒の地のシープですの
で、ヘヤーに強い光沢がありま
す。ソルト･ウオーター･フライ用
に適した長いヘヤーはそれほど種
類が多くありません。このソフト
で光沢のあるアイスランデック･

シープのヘヤーはアメリカではソル
ト･ウオーター･フライやマスキー等
のフライに使われます。クリスタル･
フラッシュなどのシンサテック・ウ
イング材をアンダー･ウイングに使用
して小魚の背中をイミテートしたり、
数種類のアイスランデックを組み合
わせて小魚の側面をイミテートした

りと、色々のアイデアが考えられます。カラー：①蛍光イエ
ロー蛍光②オレンジ③パープル④ソルト･ウオーター･ブルー
⑤ラスト⑥レッド⑦ブラック⑧ホワイト⑨イエロー⑩ライト ･
オリーブ⑪蛍光ブルー⑫蛍光ピンク

ビートルビートルビートルビートルビートル・・・・・フォームフォームフォームフォームフォーム税込税込税込税込税込￥５９９￥５９９￥５９９￥５９９￥５９９（税別￥５７０）
テレストリアル用フォームとして最もポピュラーな２ｍｍ厚タ

イプのキラキラ輝く
縞上のパール・シー
トを圧着・貼り付け
たリアルなマテリ
アル。フォーム・フ

ライ愛好のタイヤーに
新しいアイデアを与えてくれるで
しょう。このエンボースト・パール
は光沢の強い昆虫類のボデイの光
沢を表現したものです。シートの
厚みは２．３ミリ。パール・シート
が張られた下から各色が透けて見

える大変リアルなマテリアルです。シートのサイズは７５ｘ１
０５ミリ、これが２枚入り。ラバーのカラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①ブラック②オ
リーブ③ブラウン④オレンジ
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ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト・・・・・ダイドダイドダイドダイドダイド・・・・・クッククッククッククッククック・・・・・フェザントフェザントフェザントフェザントフェザント・・・・・コンプリートコンプリートコンプリートコンプリートコンプリート・・・・・
スキンスキンスキンスキンスキン・・・・・ダイドダイドダイドダイドダイド・・・・・税込税込税込税込税込￥１０，￥１０，￥１０，￥１０，￥１０，０８００８００８００８００８０（税別￥９，６００）
タイング用に交配して作られた大型のホワイ・クック・フェザ

ントはダイドした時にカ
ラーが鮮やかに発色しま
す。ウエット・フライを巻
くためのフェザーがスキ
ンの各部から多量にとれ
ます。特に優れたスペイ・

ハックル用のフェザーが沢山取れるのが人
気の秘密です。また有効なウエット・フラ
イとしてあらゆる場所で非常にポピュラー

なマラブー・バーガー用の各サイ
ズに適したフェザーが密生してい
るのもウエット・フライの愛好者

には大変使い勝手にすぐれ
たスキンではないでしょう
か。スキンの上端から下端ま
で約４０センチにもなる大
型スキン、取れるフェザーも
かなり多量になります。カカカカカ

ラーラーラーラーラー：：：：：①ホット・オレンジ②オレ
ンジ③ホット・ピンク④蛍光フューシャ⑤ブラック：以下カ

ラー写真無し⑥シャートリュース⑦クラレット

ホワイテイングホワイテイングホワイテイングホワイテイングホワイテイング・・・・・ヒーバートヒーバートヒーバートヒーバートヒーバート・・・・・ヘンヘンヘンヘンヘン・・・・・
ネックネックネックネックネック・・・・・税込税込税込税込税込￥９８７￥９８７￥９８７￥９８７￥９８７（税別￥９４０）

プロ・タイヤー
用にホワイテイ
ング農場から提
供される高品質
ながらお買い得
のヘン・ネッ
ク。通常のグ
レードとその差
を探すのが難し
いほど品質が高
いハックルで
す。ウエットの
ハックル、ドラ
イのウイングと
幅広く使用する
ことができま

す。近来のソフト・ハックル系の流行には、
この優れた品質のヘン・ネックはピッタリ
です。カラーも非常に豊富で、ハッチする昆
虫に似せたリアルなカラーのフライを巻く
ことが可能です。現在在庫のあるカラーで
すが、順次他のカラーも入荷してまいり
ます。
カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①クリーム②バリアント③ライ
ト・グレー・ダン④ライト・ダン⑤ダー
ク・グレー・ダン⑥ライト・バリアント⑦
ダーク・ブラウン・ダン⑧ライト・タン・
ダン⑨Ｍｅｄ．グレー・ダン⑩ブラウン・
グレー・ダン⑪Ｍｅｄ．ブラウン・ダン

ゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデン・・・・・フェザントフェザントフェザントフェザントフェザント・・・・・ダイドダイドダイドダイドダイド・・・・・スキンスキンスキンスキンスキン・・・・・
税込税込税込税込税込￥２，￥２，￥２，￥２，￥２，７３０７３０７３０７３０７３０（税
別￥２，６００）

ゴールデン・フェザントは
あらゆるフライ・パターン
に使用できる非常に有効な
マテリアルです。特にウ
エット・フライには欠かせ
ないフェザーの一つではな
いでしょうか。このダイ

ド・モデルは鮮やかなカラーに染まっていて、これらのボデイ
から取った一本のフェザーを加える事でウエット・フライを美
しく仕上げる事ができます。スキンの各部はオリジナルの地色
が染められているので一見すると現在では捕獲できない珍しい
野鳥類の雰囲気に似ていて、これらを巻くことでフライに生き
返ったような印象を与えてくれます。カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①オレンジ②

パープル③レッド④ブラック⑤ホット・ピンク

ギニヤギニヤギニヤギニヤギニヤ・・・・・フォールフォールフォールフォールフォール・・・・・ダイドダイドダイドダイドダイド・・・・・スキンスキンスキンスキンスキン税込税込税込税込税込￥５，￥５，￥５，￥５，￥５，１４５１４５１４５１４５１４５（税別
￥４，９００）ナナュラルのみ税込税込税込税込税込￥６，５１０（税別￥６，２

００）
ギニヤー・フォールは
ウエット・フライや
サーモン・フライにな
くてはならないマテリ
アルの一つです。特に
ハックルやチーク材に
は大変有効です。柔ら
かく良く広がるので

ハックルとして巻きやすいと言うウエットに求められる優れた
特徴をもっています。模様も綺麗な縞模様に巻き上がるのでウ
エット・フライの印象が釣れそうな雰囲気に見えてきます。こ
のボデイ・スキンには多量のハックル材やマラブー、ウイング
材が密生しているので、色々工夫する事で新しいフライを創作
する事が出来ます。カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①グリーン②レッド③パープル
④オレンジ⑤ピンク⑥ナチュラル

ƒp•[ƒ‹ •EƒJƒNƒ̂ƒX •EƒVƒFƒj•[ƒ‹ 税込税込税込税込税込••‚T‚X‚X （税別￥５７０）
ソルト・フライや本流の大型フラ
イのボデイに巻くシェニール。複
雑な反射光線を出して魚を刺激す
るパール・カラーのファイバーの
長さが芯の両側に各１センチ、両
側で２センチあります。ダビング
の上やテンセルの上からオーバー
ラップすると水中で、かなり目立

つフライが巻けます。ハックルとしてもボデイ材としても使
用できます。

ＨＭＨプラステックＨＭＨプラステックＨＭＨプラステックＨＭＨプラステックＨＭＨプラステック･････チューブチューブチューブチューブチューブ
税込￥５９９￥５９９￥５９９￥５９９￥５９９（税別￥５７０）
長さ１３センチでスターター･キット
のニードルの外径に合うチューブが
①Ｌ（外径３．１５ミリ）②Ｓ（２．
１ミリ）が各１２本パックになって
います。

ＨＭＨチューブＨＭＨチューブＨＭＨチューブＨＭＨチューブＨＭＨチューブ･････フライ用コーンフライ用コーンフライ用コーンフライ用コーンフライ用コーン・・・・・
ヘッドヘッドヘッドヘッドヘッド税込￥１，￥１，￥１，￥１，￥１，００８００８００８００８００８
（税別￥９６０）
ＨＭＨのプラステック･
チューブの外径に合わせた
コーン・ヘッド・ビーズ。ウ
エットではどうしても沈めた

いときがあるものですが、このヘッドがあ
れば直接フライにウエイトが掛けられるの
でキャステイング時のトラブルも少なくな
ります。各１０個入れ。カラーカラーカラーカラーカラー：：：：：①ゴー
ルド②ブラック　 サイズサイズサイズサイズサイズ：：：：：①Ｓ （高さ
５・下端部外径６．２ミリ）②Ｌ（高さ
６．５・下端部外径７．８ミリ）

１９７０年代アメリカ製フルー１９７０年代アメリカ製フルー１９７０年代アメリカ製フルー１９７０年代アメリカ製フルー１９７０年代アメリカ製フルー
ガーガーガーガーガー･････ メダリスト＃１４９８メダリスト＃１４９８メダリスト＃１４９８メダリスト＃１４９８メダリスト＃１４９８・・・・・替替替替替
スプール付きスプール付きスプール付きスプール付きスプール付き税込税込税込税込税込￥１９．￥１９．￥１９．￥１９．￥１９．９５０９５０９５０９５０９５０
（税別￥１９，０００）フルーガーの淡水
リール中最も大きな１４９８はダブ
ル･ ハンドやソルト用に根強い人気が
ある大型リールです。適合ラインは
＃９～＃１０、ドラッグも思ったよ

り強力に効かせる事が出来ます。このサイズになると幾つかの
ラインを使い分けるのでスプールは必需品です。新品ではあり
ませんが、数回使用されただけのモデルです。ＳＢ１５１ＬＧ
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フルーガーフルーガーフルーガーフルーガーフルーガー・・・・・ラチェットラチェットラチェットラチェットラチェット・・・・・カバーカバーカバーカバーカバー税込税込税込税込税込￥９９８￥９９８￥９９８￥９９８￥９９８（税別￥９
５０）
フリューガーはアメリカを代表するフ
ライ･リールの一つですが１９７０年代
以前のアメリカ本国製から１９７０後
半の日本製、日本製シュークスピア・ロ
ゴ入り、現在の中国製と生産地が変わ
ると共に外観も変更されています。こ
のラチェット･カバーは１９７０年代後

半の日本製モデルのカバーです。当店の調査ではそれ以降の２
０００年代の初期モデルまでのリールには取り付け可能です。

•y ƒ̂ƒbƒNƒ‹¥ƒCƒ“ƒtƒHƒ••[ƒVƒ‡ƒ“‚²•w“Ç—¿‹à‚É‚Â‚¢‚Ä•z

当店では新製品の入荷等に合わせて１年に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￥１，７００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￥１，７００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 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

ラ バ ーラ バ ーラ バ ーラ バ ーラ バ ー ・・・・・ ス プ ース プ ース プ ース プ ース プ ー
ルルルルル・・・・・バンドバンドバンドバンドバンド・・・・・税込税込税込税込税込￥￥￥￥￥
６０９６０９６０９６０９６０９（税別￥５８０）
タイング・スレッドはそ
のまま放置すると、端っ
この部分がずるずると出
てきて始末に悪いもので

す。幾つかのスレッド先端が絡み合って団子状態になって困っ
た経験はどなたでもあるのではないでしょうか。このラバー製
スプール・バンドは、スプールから出たスレッドの端を止めて、
ほつれ出ないように固定する事が出来ます。先端部にはツマミ
を兼ねたラバーがついていてスプールが転がる事を防ぐ事がで
きます。通常のタイングに使用するスプールなら殆どのサイズ
に使用可能です。５個入り。

安藤吉彦作ポスト安藤吉彦作ポスト安藤吉彦作ポスト安藤吉彦作ポスト安藤吉彦作ポスト・・・・・
カード６枚セットカード６枚セットカード６枚セットカード６枚セットカード６枚セット
税込税込税込税込税込￥１，￥１，￥１，￥１，￥１，０５００５００５００５００５０（税
別￥１，０００）
精密なカラー・イラスト
を描く安藤吉彦の原画を
プリントしたオリジナ
ル・ポスト・カード。６
種類の異なる魚とアンテ

イーク・タックルが組み合わされたカラー・イラスト・プリ
ント６枚と封筒１枚がセットになっています。美しい魚とア
ンテイーク・タックルの両方を楽しむ事が出来ます。

年末は２９日まで営業。
３０日～１日は休業。２
日・３日は定休日ですが
平常通り営業いたします。

•y‰¿Ši•\‹L‚É‚Â‚¢‚Ä •z
インフォメーションでは税込・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。その
ためパソコン・ソフトも税込の商品であっても、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。

ピュアーピュアーピュアーピュアーピュアー・・・・・ウッドウッドウッドウッドウッド・・・・・メープルメープルメープルメープルメープル・・・・・ウッドウッドウッドウッドウッド・・・・・タイングタイングタイングタイングタイング・・・・・ツーツーツーツーツー

ルルルルル・・・・・スタンドスタンドスタンドスタンドスタンド税込税込税込税込税込￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，５７０５７０５７０５７０５７０（税別￥３，４００）
木目の美しいムクのメープル・
ウッドを使用したデラックスな
ツール・スタンド。この価格は
端材を使用している為の特別な
価格です。ツールを差し込む穴
が２０個、フックやビーズ・ア
イ等の小さなマテリアルを入れ
る凹みが３ヶ所付いています。
付属した２本棒にはスレッドを

保管できます。底部には滑らないようにコルクが貼り付けて
ある等細心の注意を払って製作されています。綺麗な木目を
生かすために塗装をせずに磨きだして光沢を出しています。
各部のサイズは２０ｘ８．５ｘ３．５ｃｍ（高さ）。

安藤吉彦作品安藤吉彦作品安藤吉彦作品安藤吉彦作品安藤吉彦作品
原画にこだわりをもつ安藤吉彦

木彫はナイフ一つで削りだし絵画は微細な描写で
フライ･フィッシャマンの心を打つ情景を描き出します

自らがフライ･フィッシャマンだからこそ・・
ポスト･カードを除き全てオリジナル作品です。一つずつ手で
作ったもので、全て一点づつが独立した作品です。一つのモデ
ルは殆どが１０個程度の限定的な製作数量になっています。
又、特別注文もお受けいたしますのでご相談下さい。トラウト
はヤマメ、イワナ、アマゴ、レインボー、ブラウン、イトウ、
サーモン・・・どのような組み合わせも可能です。価格等は構
図より若干異なる場合がありますので、ご注文の可能性が高く
なった時点で見積もりをご請求の上再度ご検討下さい。
安藤吉彦プロフィール安藤吉彦プロフィール安藤吉彦プロフィール安藤吉彦プロフィール安藤吉彦プロフィール
１９６８年静岡県御殿場市に生まれる
１９８９年千代田工芸技術専門学校イラステレーション科卒
業・同校デザイン教務課デッサン助手を務める
１９９５年・１９９６年　ダイワ精工カタログ･イラスト製作
１９９９年　ニューヨーク・アート・オブ・エクスポ出展
２００１年　ルアー製作始める

トラウト額縁トラウト額縁トラウト額縁トラウト額縁トラウト額縁・・・・・
税込税込税込税込税込￥１８，￥１８，￥１８，￥１８，￥１８，９００９００９００９００９００

魚の種類はご自由にお選び下さ
い。一般的な構図はこのように表
情の豊かな頭部を描いております
が、ご希望があればご相談下さ
い。サイズ：１５ｘ１１センチ。
額縁付き。

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・・・・・タックルとトラウトタックルとトラウトタックルとトラウトタックルとトラウトタックルとトラウト
お客様がお持ちのお気に入りの
アンテイーク･タックルとトラウ
トを組み合わせて描かせていた
だきます。お気に入りのタック
ルをお送りください。その後、ト
ラウトの種類・構図等の細部の
ご相談を賜ります。尚、絵画のサ
イズについては、お持ちのアン
テイーク･タックルの条件により
表示のサイズと異なる場合が
あります。
①①①①①上上上上上・・・・・ヤマメとアンテイーヤマメとアンテイーヤマメとアンテイーヤマメとアンテイーヤマメとアンテイー
ク　ク　ク　ク　ク　２３ｘ１８センチ
税込税込税込税込税込￥５２，￥５２，￥５２，￥５２，￥５２，５００　５００　５００　５００　５００　
②②②②②左左左左左・・・・・イワナとアンテイーイワナとアンテイーイワナとアンテイーイワナとアンテイーイワナとアンテイー
ククククク･････ タックル　タックル　タックル　タックル　タックル　
３３ｘ２２センチ　　　　　
税込税込税込税込税込￥６３，￥６３，￥６３，￥６３，￥６３，０００００００００００００００

ブローチブローチブローチブローチブローチ･････ ピピピピピ
ンンンンン税込税込税込税込税込￥３，￥３，￥３，￥３，￥３，
６７５６７５６７５６７５６７５
１個づつ小刀
で形を削りだして手でペイン
トした木製ブローチ。サイズは横４５ミリｘ高さ３０ミリｘ
厚さ１ミリ。左から①イワナ②レンボー③ブラウン
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