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メドー・クリーク・グラス・１ピース･ブランクはロッド作り愛好者
の方に根強い人気があるグラス･ロッドです。グラス･ロッドは特に優
れたアクションと言われるアメリカの有名メーカーが作ったブラン
ク。塗装面に微小な塗り斑等の不都合があるためにメーカーの倉庫に
しまわれていた多量なストックを当店で全て買い取った為の特別価格
になっています。ロッドそのもののアクションには、長い年月にわ
たって高い評価を得続けてきております。
ロッド作りを楽しむビルダーの間で、当店のブラス･フェルールを使
用してこの1ピース・ブランクから２ピースや３ピース・ロッドを完
成する方が多くいらっしゃいます。このやり方はフェルールの製作が
簡単で、仕上がりがクラシック。バンブー･ロッド程の手間を掛けず
にメタル･フェルール付きの昔風なロッドに作れる事が人気を呼んで
います。基本的なデザインが確りしているためにメタル製フェルール
を取り付けてもアクションに違和感を感じることはありません。

カットしてフェルールを
付けるだけ
メドー・クリーク・１ピース・
グラス・ブランクは大人の楽
しい工作。出上がりは懐かし
い１９７０年代のあのアク
ション、投げる・釣る・・・
基本的な事はそれほど変わっ
ていないものです。
後は渓流に持ち出してのんび
り楽しむだけだ。小さなヤマ
メの引きでも手元から曲がる

完完完完完成成成成成しししししたたたたたブブブブブララララランンンンンクククククととととと
必必必必必要要要要要パパパパパーーーーーツツツツツ類類類類類ののののの一一一一一例例例例例

金属製のフェルールを付けて
もアクションに違和感があり
ません。カウンター・バランス
の役目をして重厚なアクショ
ンの感じが出てくるようです。

写真のパーツを取り付けた７’3ピースの”””””カカカカカッッッッットトトトト”””””仕様の合計金額は
￥１４，０８１になります。写真左の完成品（リール付のロッド）は
この組み合わせで作られています。＊ブランクの直径は塗装厚により一定ではあり
ません。同じブランクでもフェルールのサイズが違う場合もありますので、左記の価格表と若
干の違いが出る場合があります。

根本的なデザインが確りしているためにメタル製フェルール
を取り付けてもアクションに違和感を感じません。勿論この
ロッドは、だらしなくただ曲がるだけのグラス･ロッドでは
ありません、メリハリの利いたアクション、ラインの遠投力
にも定評がある実用に適したグラス･ロッドです。

製作に慣れたビルダーは”””””ブブブブブララララランンンンンククククク”””””とフェルールをご購入下さい。”””””カカカカカッッッッットトトトト”””””はブランクを
ご希望の継ぎ数にカットして、最適のフェルールが付属しています。”””””接接接接接着着着着着”””””は、フェルール
をブランクに接着したものです。製作に自信が持てない場合は最初だけカット、又は接着の
状態でのご注文をお奨めします。ご購入が決まりましたらお電話にてご相談下さい。

①フェルールにあわせて希望本数にカットした
ブランクを加工します。きつい場合は塗装面を
ペーパーで落とすことで入るようになります。
また、ゆるい場合はスレッド等を巻いて隙間を
埋めます。接着の前にフェルールの角を滑らか
にしておくとスレッドで巻き込んだ場合に仕上
がりがきれいになります。フェルールのコル
ク・エンド等も前もってあわせておいてくださ
い。②エポキシを塗って接着します。この時、
ドライヤーでフェルールを暖めると接着剤が隙
間無く付きます。隙間を埋める為に巻いた余分
のスレッド等はお接着剤がおよそ固まった時点
でカッター等で切り取ってください。ブランク
の完成は思ったより簡単です。カットする長さ
や製作法の説明書が付いています。

１ピースの
７’をカッ
トして（左）
７’の３
ピースを完
成したもの
です。(右)は
７’２ピー
スのグラン
クを製作し
たものです。

メドークリーク･グラス･ロッ
ドの製作には、グラス･ロッ
ドの卓越したデザイナーと言
われているジョー･フィッ
シャーが参画していました。
当店がお奨めする大きな理由
の一つです。

メメメメメドドドドドーーーーー･････クククククリリリリリーーーーーククククク・・・・・11111ピピピピピーーーーーススススス・・・・・グググググラララララススススス･････
ブブブブブララララランンンンンクククククのののののカカカカカッッッッットトトトトととととと
フフフフフェェェェェルルルルルーーーーールルルルル取取取取取りりりりり付付付付付けけけけけ法法法法法

アアアアアンンンンンテテテテテイイイイイーーーーーククククク・・・・・バババババンンンンンブブブブブーーーーー・・・・・ロロロロロッッッッッドドドドドののののの修修修修修理理理理理
二二二二二つつつつつににににに割割割割割れれれれれたたたたたロロロロロッッッッッドドドドド・・・・・テテテテテッッッッッ
プププププ・・・・・・・・・・こここここれれれれれでででででももももも直直直直直りりりりりままままますすすすす
大切なアンテイーク・ロッド、
メーカーでの修理はほぼ不可能
です。当店ではヨーロッパの

ロッド、アメリカのロッド、それぞれの専門知識を持った者が、ご要
望に沿った修理を行っております。諦めないでください、ほとんどの
リペアーは可能ですのでご相談ください。例えば二つに離れたロッ
ド・テップ、こんな修理も手慣れたものです。下記にヨーロッパの
ロッドの修理代金をご紹介申し上げます。レナード等のアメリカン・
ロッドは一般的にこれより割高です。レストアーは破損の状態が千差
万別です、下記の税税税税税込込込込込価格はご判断の目安とご理解ください。当店で
はロッドを拝見の上お話し合いをさせていただきます。その上で詳細
な見積りをお出ししてから修理に取り掛からせていただきます。

ガガガガガイイイイイドドドドドののののの修修修修修理理理理理・・・・・交交交交交換換換換換ガガガガガイイイイイドドドドドををををを取取取取取りりりりり外外外外外ししししし巻巻巻巻巻ききききき直直直直直ししししし
ててててて塗塗塗塗塗装装装装装すすすすするるるるる付いているガイドを使用した場合、1箇
所あたり￥￥￥￥￥３３３３３，，，，，７７７７７８８８８８０００００
そそそそそののののの他他他他他：：：：：修修修修修理理理理理・・・・・調調調調調整整整整整・・・・・塗塗塗塗塗装装装装装等等等等等11111箇箇箇箇箇所所所所所あああああたたたたたりりりりり

フェルール部ラッピングほつれひび直し
￥￥￥￥￥３３３３３，，，，，７７７７７８８８８８０００００
フェルール・差込のガタツキや緩みの調整
￥￥￥￥￥３３３３３，，，，，７７７７７８８８８８０００００

フェルール・１セット・取り外し･取り付け･まき直し塗装・ピン付き
フェルールの場合￥￥￥￥￥７７７７７，，，，，６６６６６６６６６６５５５５５
フェルール･１セット取り外し･取り付け･まき直し塗装・ピン無し
フェルールの場合￥￥￥￥￥６６６６６，，，，，６６６６６１１１１１５５５５５
段巻き（インター・ミデイエットラップ）￥￥￥￥￥３３３３３７７７７７８８８８８～～～～～￥￥￥￥￥９９９９９４４４４４５５５５５
バット部飾り巻き　ペゾン３色旗カラー巻き￥￥￥￥￥１１１１１，，，，，８８８８８９９９９９０００００

コココココルルルルルククククク･････グググググリリリリリッッッッップププププののののの修修修修修理理理理理他他他他他
コルクの穴埋め補修・１センチ四方あたり・直線
部￥￥￥￥￥１１１１１，，，，，８８８８８９９９９９０００００

コルクの穴埋め補修・１平方センチあたり・曲線部￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，８８８８８３３３３３５５５５５
グリップ、シート、ガイドの取り外し・シングル･ハンド・ロッドの
場合（ピン無しタイプのロッドの場合）￥￥￥￥￥３３３３３，，，，，７７７７７８８８８８０００００
フック･キーパー取り付け巻き直し塗装￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，８８８８８３３３３３５５５５５
グリップ交換・当店販売モデル使用・シングル・ハンド￥￥￥￥￥１１１１１，，，，，８８８８８９９９９９０００００
グリップ交換・付いていた形に成型・再生する場合（シングル・ハン
ド）￥￥￥￥￥７７７７７，，，，，５５５５５６６６６６０００００～～～～～￥￥￥￥￥９９９９９，，，，，４４４４４５５５５５０００００
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長長長長長いいいいいススススストトトトトーーーーークククククににににに短短短短短いいいいいフフフフファァァァァイイイイイバババババーーーーー、、、、、
惚惚惚惚惚れれれれれ惚惚惚惚惚れれれれれすすすすするるるるるハハハハハイイイイイ・・・・・グググググレレレレレーーーーードドドドド・・・・・

ハハハハハッッッッックククククルルルルル　　　　　ホホホホホワワワワワイイイイイテテテテテイイイイインンンンングググググ･････
ブブブブブロロロロロンンンンンズズズズズ･････グググググレレレレレーーーーードドドドド･････

クククククッッッッッククククク･････ネネネネネッッッッッククククク               税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥５５５５５，，，，，７７７７７７７７７７５５５５５（税別￥５，５００）

ホワイテイング農場で作られるヒーバート･ブランドはナチュ
ラル・カラー・ハックルの多い事が特徴です。このブロンズ･
グレード・ドライ用ネック・ハックルは、サドルかと思うほ
どの長いストーク(＃１４サイズ用では12cm程度、＃１６で
10cm程度)と細いファイバーを持っています。小型ドライ･フ
ライを沢山巻くフライ･タイヤーにお奨めのお買い得グレー
ド。更にホワイテイング･ヒーバート･ハックルのストークは
細く柔らかいために大変巻きやすくフライの仕上がりが
シャープになります。ストークが非常に長いので、＃１４程
度（殆どのハックルが＃１６も）が巻ける１本のハックルか
ら2本（時として３本）のフライを巻ける物が少なくありま
せん。それらを考慮すると大変お得な特別グレードのハック
ルと言えます。人気のプロ･グレード（現在売り切れ中）と比
べても、フェザーの密生度とストークの長さから勘案すると
かなりお買い得なグレードになります。　

ro

ホホホホホワワワワワイイイイイテテテテテイイイイインンンンングググググ・・・・・ヒヒヒヒヒーーーーーバババババーーーーートトトトト・・・・・カカカカカラララララーーーーー・・・・・チチチチチャャャャャーーーーートトトトト：：：：：写真と実際
のカラーとは若干異なる場合があります。

ウウウウウーーーーーリリリリリーーーーー・・・・・バババババーーーーーガガガガガーーーーー用用用用用クククククッッッッッククククク・・・・・サササササドドドドドルルルルル
税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，９９９９９４４４４４０００００（税別￥２，８００）

ウーリー・バーガー
用として販売されて
いる＃８～＃１２程
度の大型フライ用
クック・サドル・
ハックル。価格の割
にはハックルのグ
レードがかなり高く、
一般的なドライ用サ
ドルとしても十分使
用できます。中には
＃１４まで巻くこと
が出来るハックルも
含まれています。ス
トークの長さが３０

センチ程度あり、１本で３～４本のフライを巻く事が可能な
事を考えると大変お買い得なクック・サドルです。カカカカカラララララーーーーー：：：：：
①ブラック②オリーブ③ブラウン

ホホホホホワワワワワイイイイイテテテテテイイイイインンンンングググググ・・・・・ヒヒヒヒヒーーーーーバババババーーーーートトトトト・・・・・プププププロロロロロ・・・・・グググググレレレレレーーーーードドドドド・・・・・ドドドドドララララライイイイイ用用用用用サササササ
ドドドドドルルルルル税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥３３３３３，，，，，１１１１１５５５５５０００００（税別￥３，０００）ホワイテイングのプ

ロ･グ
レード
はフラ
イを製
造する
メーカ
向けに
販売し
ている
特殊な
徳用
ハック
ルで
す。常

に販売されているわけではなく在庫があるときのみの販売と
なります。品質はホフマン･スーパー･ハックルを長年販売し
てきた当店の目からみても非常にグレードの高いものです。
殆どのフェザーが３０センチ程度かそれを超えた非常に長い
ものです。巻けるドライのサイズも殆どが＃１４で時には＃
１６が巻けます。この価格と品質から考えると大変お買い得、
＃１４前後を主に巻くタイヤーにはネックより巻きやすいの
でお奨めいたします。カカカカカラララララーーーーー：：：：：①ブラウン②クリーム③ジン
ジャー④クーリー⑤グリズリー･バリアント⑥ライト･ダン
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ホホホホホワワワワワイイイイイテテテテテイイイイインンンンングググググ･････プププププロロロロロ・・・・・グググググレレレレレーーーーードドドドド・・・・・デデデデデシシシシシーーーーーバババババーーーーー・・・・・ハハハハハッッッッッ
クククククルルルルル税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，４４４４４１１１１１５５５５５（税別￥２，３００）デシバー･フライは

ソルト用パターンの中でも最
もポピュラーなフライの一つ
です。小魚のイメージを再現す
る為に、ボデイからテールに掛
けてウイング状に数枚取り付
けるハックルはそのフェザー
の幅と長さが大変重要です。こ
のハックルはデシバー・フライ
用に最適な形状と長さを持っ
たハックルです。ファイバーが
短く細長い一般的なサドル・
フェザーより、小魚の胴体に似

合った少し幅広のファイバーを持ったフェザーが
必要とされます。ソルト用フライには数枚のデシ
バー･ハックルを取り付けますのでこのスキンでお

買い求めになる事をお奨めします。又、このフェザーをストリーマーや
ウエットのウイングに使用すると、大変綺麗なプローポーションを
持った効果的なフライが巻けます。カカカカカラララララーーーーー：：：：：①レッド②シャトリュース
③ブラック④ホット・オレンジ⑤ホワイト⑥イエロー

　　

ホホホホホワワワワワイイイイイテテテテテイイイイインンンンングググググ・・・・・ヒヒヒヒヒーーーーーバババババーーーーートトトトト・・・・・プププププロロロロロ・・・・・グググググレレレレレーーーーードドドドド・・・・・ススススストトトトト
リリリリリーーーーーマママママーーーーー・・・・・ケケケケケーーーーープププププ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥３３３３３，，，，，７７７７７８８８８８０００００（税別￥３，６００）

ホワイテイン
グ製の大型ホ
ワイト・ヘ
ン・ケープ
（スキンの全長
約30センチ）
をダイドした
ストリーマー
用ウイング材
やハックル材
に適したマテ
リアル。ホワ
イトをダイド
してあるので、

魚の関心を引き付ける鮮やかな発色
が特徴です。ソルト用やサーモン・
フライ、バス用のマテリアルとして
も大変効果的で有効なマテリアルで
す。ウエット用ウイングやハックル

に使用するファイバーにはある程度の幅と、外形に独特の
カーブが必要です。それらの組み合わせが丈夫でリアルな小
魚の外形をイミテートします。ホワイテイング農場の血統を
受け継ぐこのケープは中国製の弱くて薄っぺらなハックルと
は異質のグレードです。カカカカカラララララーーーーー：：：：：①ホット・オレンジ②シャ
トリュース③イエロー④ホワイト⑤レッド⑥パープル⑦ホッ
ト・ピンク⑧ブラック

ホホホホホワワワワワイイイイイテテテテテイイイイインンンンングググググ・・・・・プププププロロロロロ・・・・・グググググレレレレレーーーーードドドドド・・・・・グググググリリリリリズズズズズリリリリリーーーーー・・・・・バババババ
リリリリリアアアアアンンンンントトトトト・・・・・サササササドドドドドルルルルル税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，７７７７７３３３３３０００００（税別￥２，６００）

長く（１０～15センチ）幅広い
フェザーはストリーマーやウ
エット、ソルト用フライのウイ
ング材に適しています。この長
さと幅の広さ、更にリアルな縞
模様はフライの完成度を想像以
上に高めてくれます。長いファ
イバーは＃４～＃８程度のあら
ゆるウエット用ハックルとして
も効果的です。各種ウエット、
サーモン・フライ、ソルト用、ス
トリーマー、バス用と幅広い使
用法が考えられます。サドル・ス

キンの全長は約３０センチ。カカカカカラララララーーーーー：：：：：①ホット・オ
レンジ②シャトリュース③ナチュラル ・グリズ
リー④タン⑤イエロー⑥パンプキン⑦オリーブ⑧
レッド

ホホホホホワワワワワイイイイイテテテテテイイイイインンンンングググググ・・・・・バババババラララララエエエエエテテテテテイイイイイーーーーー・・・・・パパパパパッッッッッククククク

税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，５５５５５２２２２２０００００ (税別￥
２，４００ )ホワイテイング農
場の選別作業で、分類が出来な
いフェザー、皮の一部が切れて
しまったもの・その他一般的な
グレードとしては販売が出来な
いハックルを１２０～１５０グ
ラム程度パックにした徳用モデ
ル。特に大型のウエット・ハッ
クルやスペイ・ハックル材とな
るフェザーが数多く含まれてい

ます。ソルト･ウオーター、バス･バグや各種バス･フライ、ストリー
マー、サーモン･フライなどの大型フライを巻くには最適のハックル
です。個々のハックルはホワイテイング農場の他のハックルと全く
同じです、つまり品質は折り紙付。パックされているハックルのカ
ラーや種類はまちまちですが、写真のような多量のハックルが
（パックごとにカラー、種類等は異なります）一つのパックに含まれ
ています。写真の全量が１パック分です。

ホホホホホワワワワワイイイイイテテテテテイイイイインンンンングググググ・・・・・プププププロロロロロ・・・・・グググググレレレレレーーーーードドドドド・・・・・グググググリリリリリズズズズズリリリリリーーーーー・・・・・バババババリリリリリアアアアア
ンンンンントトトトト・・・・・ススススストトトトトリリリリリーーーーーマママママーーーーー・・・・・ケケケケケーーーーープププププ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥４４４４４，，，，，４４４４４１１１１１０００００（税別￥４，

２００）最
もリアルな
カラーであ
る グ リ ズ
リー、この
ホワイテイ
ング製の大
型ケープは
ス ト リ ー
マ ー や ウ
エット・フ
ライのウイ
ングに適し
ています。
ク ッ ク ・
ハックルな
ので、ファ

イバーに適度な硬さがあり、ウイングのシャープなプローポー
ションを水中でもきれいに保つことが出来ます。フライの耐久
性も高くなります。この特徴はソルト用フライやサーモン・フ
ライのウイングやハックルとしても大変効果的です。ウイング
の他にもハックルにも効果的です。十分長く硬いファイバーは
ドライ・フライ用テール材として最も優れた物の一つです。カカカカカ
ラララララーーーーー：：：：：①ホット・オレンジ②グリズリー③オリーブ④レッド⑤
パンプキン（実際はもっと黄色がかっています）⑥タン⑦イエ
ロー⑧シャトリュース

ホホホホホワワワワワイイイイイテテテテテイイイイインンンンングググググ･････ヒヒヒヒヒーーーーーバババババーーーーートトトトト･････ヘヘヘヘヘンンンンン・・・・・サササササドドドドドルルルルル
税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥６６６６６３３３３３０００００（税別￥６００）ヘン･サドルは
渓流用小型ウエットを巻く方に大変有効なマテリ

アルです。工夫次第では大変ユニー
クなフライを創作する事が出来ま
す。下端部に細かいウエッブの出た
フェザーが付いている部分がありま
すが、これは超小型マラブーとして
ウエット･フライ用テール材に大変
有効です。オーストリッチに似た微
小なウエッブが細かなバイブレー
ションを生み出します。中間部分は
ウエット用のハックルとして＃６～

＃１４程度のフックに適しています。バ
ス用フライのウイングや、先端部をカッ
トしてハックル・テイップ・ウイングと
して使用する事もできます。カカカカカラララララーーーーー（実
際のカラーは少し異なります）：：：：：①ブ
ラック②クリーム③Ｍｅｄ．ブラウン・

ダン④ユニーカー･バリアント⑤Ｄｋ．ブラウン・ダン
⑥Ｍｅｄ．ジンジャー⑦Ｌｔ・グレー・ダン⑧ブラウ

ン⑨Ｍｅｄ．グレー・ダン⑩ペール・ウエットリー・ダン⑪Ｄｋ．グレー・
ダン⑫Ｌｔ．ジンジャー⑬Ｌｔ．タン・ダン

１１１１１９９９９９６６６６６０００００年年年年年代代代代代・・・・・ウウウウウ
オオオオオーーーーーカカカカカーーーーー・・・・・バババババンンンンンプププププトトトトト
ンンンンン・・・・・アアアアアーーーーーニニニニニッッッッッククククク・・・・・１１１１１

２２２２２’’’’’＃＃＃＃＃８８８８８～～～～～９９９９９ハーデイと同じアーニックのメーカーであるウオー
カー・バンプトンのロッドは殆どがハーデイのＯＥＭモデル。オリジ
ナル・ハーデイ･ロッドが正確に類推できるほどパーツ、アクション
がそっくり。当店でもお奨めのメーカーです。このモデルはハーデイ
のワイそっくりです。３ピース、２テイップ、最も使い勝手に優れた
１２フィート。ハーデイそっくりの布ケース付き、フェルールはハー
デイのスパイラル･ロック･タイプ。状態が極めて良好、使用頻度が僅
かのお奨めのロッド。問合せ番号ＳＡ１７７。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥７７７７７７７７７７，，，，，０００００００００００００００
（税別￥７，４０００）
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柾柾柾柾柾目目目目目スススススペペペペペシシシシシャャャャャルルルルル・・・・・ワワワワワイイイイインンンンン栓栓栓栓栓・・・・・コココココルルルルルククククク

柾目コルク(ストレート･グレイン)とはコルク素材を横に使用
するタイプのコルクです、コルクの目は素材に対して並行に
入っています。通常のタイプは素材に対して縦に取りますの
でコルクの目がグリップに対して縦（握った面からブランク

面に向
かって）
に入る事
になりま
す。良質
なコルク

が潤沢にあった１９００年代初期頃
までのロッドにはよく取り付けられ
ていた柾目コルク。グリップ用素材

のコルク・リングは、一般的に薄いほど入手が簡単で厚くな
るほど良質な素材の入手が難しくなります。現在ではこの柾
目コルクはワイン栓に使用されるくらいでフライ用グリップ
では見られなくなりました。柾目にコルクをとるためには、
コルクの素材の厚みが４０～４５ミリ程度なくてはなりませ
ん。通常のコルクの目が横に入っているもの（約３０ミリ程
度）とはまったく異質のグレードとなります。同じ年月で倍
近くに成長するコルクは中の空気質が大きくそれが柔らかさ
を引き出しています。柾目のコルクはその柔軟性が特徴です。
大きな伸縮性がワイン栓にとって大切なために、今でも柾目
のコルクが使用されます。柔軟性を高める要素は接着面の少
なさにも原因があります。どうしてもコルクの接着面は硬く
なり握った時に違和感が残ります。つまり薄いコルクを張り
合わせたコルクは硬いことになります。２２ミリの長い柾目
コルクを接着した抜群の握り心地のデラックス・コルク栓・
柾目グリップをお試し下さい。

チチチチチャャャャャンンンンンネネネネネルルルルル･････ロロロロロッッッッッククククク・・・・・ナナナナナッッッッットトトトト・・・・・タタタタタイイイイイプププププ・・・・・ＰＰＰＰＰＣＣＣＣＣＬＬＬＬＬ
シート上端部がコルク･グリップに埋め込めるタイ
プのチタン･カラー・アルミ・シート。上端外径サ
イズが埋め込むコルクの必要な穴径サイズです。
フットを固定するナットが本体の溝で左右に動か
ないように固定されます。リールをがっちり固定
できる特殊機構。大きな魚をターゲットにするソ
ルトや本流での釣りに適したシンプルなアルミ･
シート。③はダブル･ハンドやソルト用に適してい
ます。① のみバット･プレート付き、②③はエク
ステンションやエンド･プレートが付けられます。
     内径   全長  上端外径   価格税税税税税込込込込込

     ＃ 1  13.9     90      21.65 ￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，６６６６６２２２２２５５５５５
     ＃ 2  15.7     90      24.90 ￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，７７７７７３３３３３０００００
     ＃ 3  19.0    106      28.53 ￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，８８８８８３３３３３５５５５５

ブブブブブルルルルルーーーーー・・・・・カカカカカラララララーーーーー・・・・・リリリリリセセセセセッッッッッスススススドドドドド・・・・・シシシシシーーーーートトトトト
シート上端部を細く丸い形状に仕上げてコルク･ブ
リップに埋め込めるように作られたタイプは一般的
にリッセッスド･シートと呼ばれています。今回綺
麗なブルー･カラーのリッセッスド・シート類が入
荷して参りました。ブルーのシートはソルトや本
流、湖のロッド用に人気の高いカラーです。このブ
ルー･カラーのシートを他に６タイプほど取扱う予
定です。
①内径１４ｘ長さ１００ｘ上端外径２１．３ｍｍ
税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，８８８８８３３３３３５５５５５
②②②②②内径１５．７ｘ長さ１１０ｘ上端外径２２．８ｍ
ｍ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，９９９９９４４４４４５５５５５

グググググラララララフフフフファァァァァイイイイイトトトトト･････スススススペペペペペーーーーーサササササーーーーー・・・・・タタタタタイイイイイプププププＰＰＰＰＰＧＧＧＧＧＲＲＲＲＲ
グラファイト・ロッドとの組み合わせに大変
マッチするシートです。グレーの綺麗な網目が
見えます。耐水性は全く問題がありませんので
濡れても大丈夫です。①のみバット･プレート付
き、②③はエクステンションやエンド･プレート
が付けられます。

内径  全長 外径  上端       外径　  価 格税税税税税込込込込込
＃1　12.8　90　16.5 ２２ ￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，８８８８８３３３３３５５５５５
＃2  14.5  90  18.5 ２５ ￥￥￥￥￥３３３３３，，，，，０００００４４４４４５５５５５
＃3  14.5 102  18.9 ２５ ￥￥￥￥￥３３３３３，，，，，５５５５５７７７７７０００００

カカカカカスススススタタタタタムムムムム･････コココココルルルルルククククク当店
のグリップは最高級グ
レードのコルク素材から
製造されています。形状は
お客様のご要望やアンテ
イーク･ロッドの形を参考
にして製造しています。飽
きが来ないデザインと高
いグレードが多くのお客
様にご好評をいただいて
いる当店のロング･セラー
です。モデルは更に増やし
て参ります。＊印のグリッ
プにリバース用の穴をあ
ける場合や内径を広げる
場合（９、１０、１１ミリ）
はサイズをご指示下さい。

特特特特特製製製製製･････２２２２２００００００００００７７７７７年年年年年オオオオオリリリリリジジジジジナナナナナルルルルル・・・・・サササササーーーーーモモモモモンンンンン・・・・・フフフフフララララライイイイイ・・・・・ススススス
ポポポポポーーーーーツツツツツ・・・・・タタタタタオオオオオルルルルル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。＊写真のタオルは２００５
年用のものです。

高高高高高級級級級級グググググレレレレレーーーーードドドドド・・・・・飽飽飽飽飽きききききのののののこここここななななないいいいい
デデデデデザザザザザイイイイインンンンン、、、、、当当当当当店店店店店のののののベベベベベススススストトトトト・・・・・セセセセセ
ラララララーーーーー・・・・・コココココルルルルルククククク・・・・・グググググリリリリリッッッッップププププ
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スススススパパパパパーーーーー･････ハハハハハーーーーードドドドド･････クククククロロロロローーーーームムムムム･････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
最も一般的に使用されるスネー
ク･ガイドです。タフなハード･
クローム･コーテイングは現時点
では最も耐摩耗性に優れたワイ
ヤー･ガイドと言われています。
ワイヤーの太さに①スタンダー

ド・ワイヤー（SHSN）と②ライト･ワイヤー（SHSNL）の2つがあり
ます。ご注文時には商品名、コード番号（例：SHSN＃１）、サイズ、
個数をお書き下さい。
スススススパパパパパーーーーー･････ハハハハハーーーーードドドドド･････クククククロロロロローーーーームムムムム･････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税税税税税込込込込込価価価価価格格格格格（1個あたり）
①混合１～３０個￥８４②同一サイズ１～２０個￥８４③混
合３１～４０個￥７４④同一サイズ２１～３０個￥７４⑤
混合４１～５０個￥６３⑥同一サイズ３１～４０個￥６３⑦
混合５１個～￥５３⑧同一サイズ４１個～￥５３
スーパー･ハード･クローム・スネーク・ガイドはお買上げ個数によ
り価格が異なります。①スタンダード･ワイヤーと②ライト･ワイ
ヤーは別々のモデルです。＊同一サイズ価格は同じモデルの同じサ
イズのみに適用されます。製造サイズ①①①①①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･････ワワワワワイイイイイ
ヤヤヤヤヤーーーーー＃２/０～＃６・計８サイズ②②②②②ララララライイイイイトトトトト･････ワワワワワイイイイイヤヤヤヤヤーーーーー＃１/
０～＃５・計６サイズ。

トトトトトッッッッップププププ･････ガガガガガイイイイイドドドドド一一一一一覧覧覧覧覧
①①①①①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･････ワワワワワイイイイイヤヤヤヤヤーーーーー･････トトトトトッッッッップププププ･････ガガガガガイイイイイ
ドドドドド・・・・・ＰＰＰＰＰＦＦＦＦＦＴＴＴＴＴ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２６６６６６３３３３３：あらゆる･フライ･
ロッドに使用される最もポピュラーなスーパー・
ハード・クローム・トップ･ガイド。高い耐摩耗性と
フライ･ロッドらしさを損なわない美しいデザイン
のガイドです。ご注文番号はＰＦＴ。ガイドのルー
プ横幅内径は約５．３ミリ。
②②②②②ララララライイイイイトトトトト･････ウウウウウエエエエエイイイイイトトトトト･････ワワワワワイイイイイヤヤヤヤヤーーーーー･････トトトトトッッッッップププププ･････ガガガガガイイイイイ
ドドドドド・・・・・ＰＰＰＰＰＦＦＦＦＦＴＴＴＴＴＬＬＬＬＬ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２６６６６６３３３３３：：：：：バンブー･ロッド

やライト・ロッド用にデザインされた軽いループのスーパー・ハード・
クローム・ガイド。ライト･グラファイトやグラス･ロッドにも適してい
ます。ご注文番号はＰＦＴＬ。ガイドのループ横幅内径は５．３ミリ。
③③③③③ブブブブブラララララッッッッッククククク・・・・・クククククロロロロローーーーームムムムム・・・・・トトトトトッッッッップププププ・・・・・ガガガガガイイイイイドドドドド・・・・・ＰＰＰＰＰＦＦＦＦＦＴＴＴＴＴＢＢＢＢＢ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥
２２２２２６６６６６３３３３３：：：：：ブラック・クローム・スネーク・ガイドと組み合わせるトッ
プ。特にバンブー・ロッドに使用されます。ご注文番号はＰＦＴＬＧ。
④④④④④ラララララーーーーージジジジジ･････ワワワワワイイイイイヤヤヤヤヤーーーーー･････トトトトトッッッッップププププ･････ガガガガガイイイイイドドドドド・・・・・ＰＰＰＰＰＦＦＦＦＦＴＴＴＴＴＬＬＬＬＬ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２６６６６６
３３３３３：：：：：遠投用の湖やソルト用ヘビー･ロッドに適したトップ･ガイドです。
ガイドのループ横幅内径は７．７ミリ。耐摩耗性の最も高いハード･ク
ローム･カラーのみ取り扱っています。ご注文番号はＰＦＴＬＧ。

１１１１１９９９９９６６６６６０００００年年年年年～～～～～７７７７７０００００代代代代代・・・・・レレレレレナナナナナーーーーードドドドド
工工工工工房房房房房のののののレレレレレッッッッッドドドドド･････ラララララッッッッップププププ・・・・・シシシシシルルルルルククククク・・・・・
スススススレレレレレッッッッッドドドドド・・・・・サササササイイイイイズズズズズＡＡＡＡＡ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥３３３３３，，，，，３３３３３
６６６６６０００００（税別￥３，２００）テッド･シム
ロが中心となって製造していた当時
のレナード・レッド・ラップ・ロッ
ドは、次のブラウン系スレッド・モ
デルとは一線を画した優れたバン
ブー･ロッドとして多くのビルダー

が捜し求めているシリーズです。このスレッドは当時の工房で
使用されていたスレッドそのものです。グデブロが作ったもの
で６３０ヤードの大巻きシルク･スレッド（市販のナイロンは
１００ヤード巻き）。多くのコレクターから高い評価を得てい
るレッド･ラップ･ロッドを作っていた当時の工場で使用されて
いたものですので、それと同じカラーに仕上がります。箱に確
りと保管されていたので何十年経た今でも変色等はありませ
ん。レナードのレッド･ラップと同じカラーに発色します。プ
ロ用の大巻きですので、２０～２０本程度のロッドを巻くこと
が出来ます。未使用状態。＊残っている数が大変少なく人気の
高いアンテイークですのでご予約が必要です。インフォメー
ションお届けの頃には再入荷の予定、同時にブラウン等も入荷
予定です（入荷しない場合もあります）。

１１１１１９９９９９５５５５５０００００年年年年年代代代代代・・・・・ヘヘヘヘヘドドドドドンンンンン･････バババババンンンンンブブブブブーーーーー・・・・・ロロロロロッッッッッドドドドド･････ガガガガガイイイイイドドドドド全全全全全サササササイイイイイ
ズズズズズ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥８８８８８４４４４４０００００（税別￥８００）１９５０年代～７０年代にかけ

てはヘドンも多くのバンブー･フ
ライ･ロッドを製作しております。
このガイドはヘドン社に残ってい
た１９５０年代のミルドラム製ス
トリッピング･ガイドです。所謂
ＳＲＭＣと共に人気の高いＭＤと

思われます。ＭＤはＳＲＭＣより太目のカーボロイ･リングがつい
ていますのでよりクラシックな印象を与えます。バンブー･ロッド･
ビルダーに最も人気の高いモデルのブラック仕上げです。現在ミル
ドラムのオリジナル・ガイドは殆ど出回っておらず、ほとんどが再
生品です。このミルドラム･カーボロイはヘドンの特注で強いブ
ラック･カラーにメッキされています。ご注文時には必ずサササササイイイイイズズズズズ(①
７ミリ②８ミリ③９ミリ)をご指示下さい。フット部分はラッピン
グしやすいように削ってあります。未使用状態。＊残っている数が
大変少なく人気の高いアンテイークですのでご予約が必要です。イ
ンフォメーションお届けの頃には再入荷の予定（入荷しない場合も
あります）。

クククククラララララシシシシシッッッッッククククク・・・・・カカカカカラララララーーーーードドドドド・・・・・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個個個個個

税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥３３３３３７７７７７８８８８８（税別￥３６０）バン
ブー・ロッドに適したクラシックな
カラーのスタンダード・ワイヤー・ス
ネーク・ガイド。耐摩耗性ではスー
パー・ハード・クロームに若干及び
ませんが、外観も大切な要素のバン

ブー・ロッドにはお勧めのモデルです。ブロンズ、ゴールドともに落

ち着いたカラーです。ワイヤーの太さはスタンダードのみ。製造サイズ
＃２/ ０～＃６・計８サイズ。カカカカカラララララーーーーー：：：：：①イングリッシュ･ブロンズ・
CSNEB②ボンベイ･ゴールドCSNBG
ブブブブブラララララッッッッッククククク・・・・・クククククロロロロローーーーームムムムム・・・・・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BBBBBCCCCCSSSSSNNNNN税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥１１１１１０００００５５５５５

（税別￥１００）バンブー・ロッ
ドに多用されるブラック・
フィニッシュのガイド。メッ
キ硬度はスーパー・ハード・
クロームより若干落ちます
が、バンブー・ロッドには十

分の硬度があると言われています。トップ・ガイドも同色のタイ
プがそろっています。 製造サイズ＃２/０～＃６・計８サイズ。

クククククラララララシシシシシッッッッッククククク・・・・・カカカカカラララララーーーーードドドドド・・・・・トトトトトッッッッップププププ・・・・・ガガガガガイイイイイドドドドドクラシックなカラー
のスタンダード・トップ・ガイド。耐摩耗性
ではスーパー・ハード・クロームには若干及
びませんが、外観も大切なバンブー・ロッド
にはお勧めのモデルです。ブロンズ、ゴール
ドともに落ち着いたカラーです。カラー：①
ボンベイ･ゴールド・ＰＦＴＢＧ②イングリッ
シュ･ブロンズ・ＰＦＴＥＢ。全色全サイズ１
個税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥５５５５５８８８８８８８８８８

トトトトトッッッッップププププ･････
ガガガガガイイイイイドドドドド・・・・・
サササササイイイイイズズズズズ表表表表表

フフフフフッッッッッククククク・・・・・キキキキキーーーーーパパパパパーーーーー税税税税税込込込込込①ハード･クローム￥￥￥￥￥５５５５５３３３３３②ブラック･ク
ローム￥￥￥￥￥８８８８８４４４４４③ゴールド￥￥￥￥￥８８８８８４４４４４④イリュー
ジョン￥￥￥￥￥３３３３３１１１１１５５５５５（（（（（④④④④④～～～～～⑦⑦⑦⑦⑦））））） ⑤イングリッ
シュ･ブロンズ⑥ブルー⑦ボンベイ ･ゴール
ド⑧ハード･クロームL￥￥￥￥￥５５５５５３３３３３⑨ブラック･ク
ロームL￥￥￥￥￥８８８８８４４４４４⑩パーフェクション・アンテ
イーク･ブロンズ￥￥￥￥￥１１１１１０００００５５５５５⑪ドライ用Ｓ￥￥￥￥￥５５５５５
３３３３３⑫ドライ用Ｍ￥￥￥￥￥５５５５５３３３３３⑬ニッケル･リング用
￥￥￥￥￥４４４４４１１１１１０００００

バババババンンンンンブブブブブーーーーー･････ロロロロロッッッッッドドドドド用用用用用・・・・・クククククラララララシシシシシッッッッッククククク・・・・・タタタタタイイイイイプププププ･････ガガガガガイイイイイドドドドド
仕上がりの雰囲気にこだわるバンブー･ロッドには金属製スト
リッピングが好まれます。カーボロイやステンレス製の各種人気

ガイドをご紹介申し上げます。
フット部分はスレッドが巻きや
すいように少し研磨又は加工が
施されています。①～④はステ

ンレス･フレーム
とリングでそれ
ぞれにチタン･
コート、ブロン
ズ・クローム、
ゴールド･クロー

ム、ハード･クローム加工が施されています。＃５はカーボロイ･
リングが付いています。

TTTTThhhhheeeee     AAAAAtttttlllllaaaaannnnntttttiiiiiccccc     ＳＳＳＳＳａａａａａｌｌｌｌｌｍｍｍｍｍｏｏｏｏｏｎｎｎｎｎ     ＦＦＦＦＦｌｌｌｌｌｙｙｙｙｙ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥１１１１１
６６６６６，，，，，８８８８８００００００００００ 1991年の初版本です。 全137ペー
ジ、世界中の著名なフライ･タイヤーの巻いた
サーモン･フライの写真による解説集。美しい

写真を見るだけでも楽しめる古書、
当店で最も人気の高い古書の一つで
す。当店お問合せ番号はＳE177。著
者はJudith Dunham出版社は
Chronicle Booksです。本の状態はか
なり良好です。

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・・・・・
サササササイイイイイズズズズズ表表表表表
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ホホホホホフフフフフマママママンンンンン･････ハハハハハッッッッックククククルルルルル限限限限限定定定定定品品品品品
台紙に油のしみが出ていた
りするホフマン・ハックルを
特別価格で販売しています。
在庫量は極めて少なく、１枚
から有っても数枚です。売り
切れの節はお許し下さい。
クククククッッッッッククククク･････ネネネネネッッッッッククククク：：：：：税税税税税込込込込込価価価価価
格格格格格：：：：：＃＃＃＃＃１１１１１・・・・・￥￥￥￥￥７７７７７，，，，，２２２２２４４４４４５５５５５
＃＃＃＃＃２２２２２・・・・・￥￥￥￥￥５５５５５，，，，，０００００９９９９９３３３３３
＃＃＃＃＃３３３３３・・・・・￥￥￥￥￥３３３３３，，，，，６６６６６７７７７７５５５５５
①＃１・シルバー･バジャー
②＃２・ホワイト③＃３・グ
リズリー・ダイド･レッド④
＃３・ホワイト･ダイド・オ
リーブ・ダン⑤＃３・ダー

ク･ジンジャー⑥＃２ ・シルバー･バジャー⑦＃３・ゴールデン･バ
ジャー⑧＃３・ライト･バリアント⑨＃３・グリズリー・ダイド・グリー
ン⑩＃３・バード･ジンジャー⑪＃３・クリーム

クククククッッッッッククククク･････サササササドドドドドルルルルル：：：：：
税税税税税込込込込込価価価価価格格格格格：：：：：＃＃＃＃＃シシシシシグググググネネネネネ
チチチチチャャャャャーーーーー￥￥￥￥￥８８８８８，，，，，３３３３３２２２２２７７７７７
＃＃＃＃＃１１１１１・・・・・￥￥￥￥￥６６６６６，，，，，０００００９９９９９０００００
＃＃＃＃＃２２２２２・・・・・￥￥￥￥￥４４４４４，，，，，８８８８８５５５５５１１１１１
＃＃＃＃＃３３３３３・・・・・￥￥￥￥￥４４４４４，，，，，０００００４４４４４３３３３３
①＃シグネチャ・ライト･
ジンジャー②＃１ ・ク
リーム③＃２・バード・Ｍ
ｅｄ.ジンジャー④＃２・
ホワイト･ダイド･タン⑤
＃２・バリアント⑥＃２・
シルバー･バジャー⑦＃
２・ホワイト･ ダイド･
ペール･イエロー⑧＃２･
ゴールデン･バジャー⑨＃

２・コーチマン⑩＃３・ハニー･ダン⑪＃３・シルバー･バジャー⑫＃
３・ナチュラル･ダン

スススススクククククエエエエエルルルルル・・・・・ハハハハハーーーーーフフフフフ･････スススススキキキキキンンンンン　　　　　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税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥１１１１１，，，，，１１１１１５５５５５５５５５５
     ダダダダダイイイイイドドドドド                    税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥１１１１１，，，，，４４４４４７７７７７０００００
スクエル・スキンはヘヤーが短く
先端が綺麗に揃っているので小型
フライにも使用出来る大変有効な
マテリアルです。最もポピュラー
な使用法としては細くカットして
ゾンカ･テープを作り、＃１０～１
６程度の小型ウエットのシャープ
なゾンカ･ボデイが巻けます。ガー
ド･ヘヤーは小型ドライのウイング
やテールとしても非常に優れたマ
テリアルです。アンダー・ファー
は起毛したリアルなボデイが作れ

る優れたダビング材になります。カーフ･
テールのように大きくフレアーする事も無
くシャープな仕上がりのフライが作れま
す。長さが３０～４０センチの一頭のス

キュエレル各色を半分にカットした徳用スキン、十分使いでがあり
ます。カカカカカラララララーーーーー：：：：：①ナチュラル･グレー・スクエレル②ナチュラル･
フォックス・スクエレル③シャトリュース④ブラウン⑤ラステイー ･
オレンジ⑥スカルピン･オリーブ⑦ブラック⑧オリーブ

スススススクククククエエエエエレレレレレルルルルル･････テテテテテーーーーールルルルルスクエル･テールは他のアニマル･ヘヤーと異
なり非常にまとまりが良いため
に、モダーン・サーモン･フライ
やウエットのウイングに多用さ
れます。ガード･ヘヤーの先端
が綺麗に揃っていて、ウイング
に使用すると出来上がったフラ
イが大変シャープな印象になり
ます。一般的にサーモン･フラ
イや大型ウエットのウイングと
してポピュラーなマテリアルで
す。カカカカカラララララーーーーー：：：：：税税税税税込込込込込①ナチュラル･

フォックス・スクエレル￥７１４②ナチュラル ･グ
レー・スクエレル￥４７３③ホット・オレンジ￥４
７３④パープル￥４７３⑤イエロー￥４７３⑥レッ
ド￥４７３⑦ブルー￥４７３⑧グリーン￥４７３⑨
ブラック￥６８３

３３３３３ＤＤＤＤＤ・・・・・ホホホホホロロロロログググググラララララフフフフフィィィィィッッッッッククククク・・・・・アアアアアイイイイイ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥５５５５５０００００４４４４４（税別￥４８
０）立体的でリアルなカラーのフ
ライ用アイ。透明感が非常に高く
本物そっくりの小魚の目玉が作れ
ます。各サイズ２０個入り、アイ
の裏側には両面テープが付いてい
るので、簡単にフライに取り付け

られます。その後は、エポキシ系の塗料で
コーテイングするとキャステイング中に取れ

ることも少なくなります。サササササイイイイイズズズズズは① 3.12ミリ② 4.76ミリの２サイ
ズがあります。カカカカカラララララーーーーー：：：：：①シルバー②ゴールド③レッド④イエロー

スススススノノノノノーーーーーシシシシシュュュュュ・・・・・ラララララビビビビビッッッッットトトトト
税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥８８８８８９９９９９３３３３３・・・・・２本（税別８
５０）新新新新新色色色色色ががががが更更更更更ににににに加加加加加わわわわわりりりりり合合合合合計計計計計
１１１１１１１１１１色色色色色ににににになななななりりりりりままままましししししたたたたた。。。。。カ
ラー：①ライト･ダン②Ｍｅｄ．
ダン③Ｄｋ．ダン④オリーブ⑤
ナチュラル･クリーム⑥ブラッ
ク⑦シャトリュース⑧蛍光オレ
ンジ⑨タン⑩Ｍｅｄ．グレー・
ダン⑪Ｄｋ．グレー･ダン

フフフフフロロロロロッッッッッグググググ・・・・・フフフフフォォォォォーーーーームムムムム税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥３３３３３１１１１１
５５５５５（税別￥３００）フロッグの模様
がリアルにプリントされたバグ、
ポッパー用フォーム。適当な形に
カットしたフォームをスレッドで
フックに巻きつけてレッグや下段
の３Ｄ・ホログラフィック・アイ

を取り付けるだけでポッパー類が出来ます。アンダー・
ボデイに発泡スチロール等を取り付けるとボリュウムの
あるボデイが作れます。この模様をいかしてテレストリ
アルのボデイを作ることも出来ます。ラバーの厚さは２

ミリ、サイズは１４センチｘ９．５センチ。カカカカカラララララーーーーー：：：：：①タン②オリー
ブ③イエロー

１１１１１９９９９９６６６６６０００００年年年年年代代代代代・・・・・ハハハハハーーーーーデデデデデイイイイイ・・・・・セセセセセンンンンントトトトト・・・・・アアアアアンンンンンドドドドドリリリリリュュュュューーーーー・・・・・４４４４４イイイイインンンンンチチチチチ
セント･アンドリューはＬＲＨシ
リーズ最大のサーモン用大型リー
ル、１９６２年から１９６９年まで
の短い期間だけ製造されていまし
た。入手の難しい原因にはこの生産
量の少なさがあります。見分けにく
いのですがシルバーのスプールに合
わせてリール本体の塗装を綺麗には
がしたように見えます。外見は非常
に綺麗で良好な状態です。オリジナ
ル･リール･ケース付き。お問い合わ

せ番号ＳＢ１７７。グレードは良好。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥６６６６６８８８８８，，，，，２２２２２５５５５５０００００

１１１１１９９９９９７７７７７０００００年年年年年代代代代代末末末末末・・・・・ハハハハハーーーーーデデデデデイイイイイ・・・・・ゴゴゴゴゴーーーーールルルルル
デデデデデンンンンン・・・・・プププププリリリリリンンンンンススススス＃＃＃＃＃５５５５５/////６６６６６日本では大
変人気の高い＃５～６ライン用、シ
リアル・ナンバー＃４６８入りの特
別限定モデル。このリールは使い込
まれた感じはしますが機能は良好。
エクストラ・スプール付き徳用モデ
ル。ＳＢ３８。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥３３３３３９９９９９，，，，，９９９９９００００００００００

オオオオオーーーーービビビビビススススス・・・・・グググググラララララフフフフファァァァァイイイイイトトトトト･････ロロロロロッッッッッドドドドド９９９９９’’’’’＃＃＃＃＃９９９９９・・・・・１９７０年～８０年
代のモデルと思わ
れる”ナイン・バ
イ・ナイン”。全く

未使用状態のオービス･グラファイト･ロッド。ロッド重量１０３グラ
ム。標準仕様では付属していたと思われるエクステンションが紛失し
まったかで付いていません。２ピース、シングル･テップ。オリジナル･
クロス･ケース付。お問合せ番号SA１６６。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥３３３３３３３３３３，，，，，６６６６６００００００００００

１１１１１９９９９９７７７７７０００００年年年年年代代代代代・・・・・フフフフフェェェェェンンンンンウウウウウイイイイイッッッッッククククク･････グググググラララララススススス・・・・・ロロロロロッッッッッドドドドド・・・・・７７７７７”””””OOOOO"""""・・・・・＃＃＃＃＃５５５５５
～～～～～（（（（（６６６６６）））））グラスにはグラ
ファイトにないトルクの高
さと、小さな魚でもロッド

が大きく反応するデリケートさがある事から日本の渓流ではその楽し
さが倍増します。オリジナルのプラステック・トライアングル・ケー
スと布ケース付。ロッド自重は約８０グラム、状態はかなり良好。＃
５ライン用、お問合せ番号ＳＡ１５２。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２９９９９９，，，，，４４４４４００００００００００
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小小小小小型型型型型ドドドドドララララライイイイイ用用用用用ブブブブブリリリリリーーーーーチチチチチドドドドド･････エエエエエルルルルルククククク･････ヘヘヘヘヘヤヤヤヤヤーーーーー
日本の渓流で最もポピュラーなドラ
イ･フライの一つ、エルク･ヘヤー･ケ
デイスのマテリアル。このヘヤーは
縮れのないストレートで細め、強度
と十分な浮力を併せ持つ優れたグ
レードです。ブリーチは高い視認性
とリアルなカラーで最も人気の高い
カラーです。サイズは５センチＸ７
センチ。あわせてナチュラルもご紹

介申し上げます。当店のナチュラル･ゴールデン･エルクはグレードの
高いエルクです。共に、＃１８程度のドライまで巻くことが出来ま
す。①①①①①ブブブブブリリリリリーーーーーチチチチチドドドドド･････エエエエエルルルルルククククク税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥５５５５５０００００４４４４４②②②②②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・・・・・ゴゴゴゴゴーーーーールルルルルデデデデデンンンンン･････
エエエエエルルルルルククククク税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥４４４４４４４４４４１１１１１

小小小小小型型型型型ドドドドドララララライイイイイ用用用用用デデデデデイイイイイヤヤヤヤヤーーーーー・・・・・ヘヘヘヘヘヤヤヤヤヤーーーーー
通常のデイヤー・ヘヤーは、１本
のヘヤーが太く巻き止めると大
きくフレヤーしてしまいますの
で、小型ドライには不向きです。
このデイヤー･ヘヤーは特殊なモ
デルで、１本づつのヘヤーが短
く、細い上に通常モデルと同じ
位の強い浮力を持っています。

＃１６又は＃１８程度のドライに使用しても違和感な
く巻くことが可能です。勿論＃８又は＃６程度の大型
フライでもシャープな外観を持つフライを巻きたい場
合はご使用になれます。ヘヤーの長さは２５ミリ～３

０ミリ程度、一般的なデイヤーより硬さが少し強いので仕上がったド
ライの印象がとてもシャープな感じになります。①コースタル・デ
ヤーと②コンパラ・ダンがありますが、ほぼ似通ったものです。スキ
ンの大きさは５ｘ７センチ。
①①①①①コココココーーーーースススススタタタタタルルルルル・・・・・デデデデデヤヤヤヤヤーーーーー：：：：：①ナチュラル税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥４４４４４１１１１１０００００
　　　　　　　　　　　　　　　②ブラック税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥４４４４４７７７７７３３３３３③ブリーチ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥４４４４４７７７７７３３３３３

②②②②②コココココンンンンンパパパパパラララララ・・・・・ダダダダダンンンンン：：：：：⑤ナチュラル税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥３３３３３４４４４４７７７７７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥グレー・ダン税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥３３３３３６６６６６８８８８８

１１１１１９９９９９６６６６６４４４４４年年年年年ハハハハハーーーーーデデデデデイイイイイ・・・・・アアアアアーーーーーサササササーーーーー・・・・・ウウウウウッッッッッドドドドド＃＃＃＃＃２２２２２・・・・・１１１１１２２２２２’’’’’＃＃＃＃＃８８８８８－－－－－
（（（（（９９９９９）））））日本で非常に人気の高いアーサー･ウッドの１９４３年製モ

デル。ロッドの総重量は３９
０グラム。ロッド全体が再塗
装等のレストアーが施され

ています。数箇所に塗装の傷がありますが、塗装が施されているのでこ
の点が使用上の問題になる事はありません。このロッドのエクストラ・
テイップは１インチ程短くなっていますので価格がこのように安めに
なっております。また正常なテップの方のメノウ・ガイドは修理交換さ
れていると思われます。オリジナル・ケース付き、当店お問い合わせ番
号ＳＡ８６MM。３ピース・２テイップ税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥７７７７７６６６６６，，，，，６６６６６５５５５５０００００

パパパパパーーーーーマママママネネネネネンンンンントトトトト・・・・・フフフフフロロロロローーーーートトトトト・・・・・ウウウウウオオオオオーーーーータタタタターーーーー・・・・・シシシシシェェェェェッッッッッドドドドド
税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥６６６６６５５５５５１１１１１一度つけたら長い期間にわたって浮力が
持続する当店の人気液体ドレッシングの一つ。強力な
浮力を生み出す元はドレッシングの粘着力にあります。
そのため、釣りに出かける前日までにフライに吹きか
けて乾燥しておいてください。フライを作ったら直ぐ
塗ると忘れることがなく便利かもしれません。現場で、
沈みだしたらドライ・フライ・パウダー等で水分を
取ってやったり、ベストのムートン等に掛けて乾燥さ
せてやってください。水分が取れると従来の強い浮力

が復活します。

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･････ダダダダダビビビビビンンンンン･････スススススピピピピピンンンンン税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥３３３３３８８８８８９９９９９フライ･ドレッシング
の専門メーカー、タイトライン社のダ
ビング･ワックス。当店では２０年以上
にわたり取り扱っており、根強いファ
ンがおります。指に塗りつけてスレッ
ドに刷り込むタイプですが、何時まで
も指にべとつく感じで残りません。接

着力は強力で、小さくて硬いシールス･ファーなども容易に取り付け
られると言われています。陳列している間に、僅かに溶け出している
ものがあります。ケースのサイズ：４９ｘ１２㎜。

１１１１１９９９９９６６６６６０００００年年年年年～～～～～７７７７７０００００年年年年年代代代代代初初初初初期期期期期フフフフファァァァァーーーーーロロロロローーーーー・・・・・ペペペペペゾゾゾゾゾンンンンン・・・・・パパパパパラララララボボボボボリリリリリッッッッッククククク・・・・・
スススススペペペペペシシシシシャャャャャルルルルル８８８８８‘‘‘‘‘６６６６６“““““＃＃＃＃＃５５５５５

ペゾンがブランクを
ファーローに提供し
て、ファーローが組

み立てたナチュラル・ケーンのパラボリック・スペシャル。ペゾンの
ロッドと言っても良いアクションは、まさにペゾンそのものです。ど
なたにも使いやすいノーマーレと思われます。ロッド自重１３０グラ
ム。フェルール・キャップ付き、オリジナルのクロス・バック・ケー
ス付。２ピース･シングル･テイップ･モデル。レストアー済みの状態の
良いロッドです。お問合せ番号ＳＡ１１８ＬＤ。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥７７７７７６６６６６，，，，， １１１１１２２２２２５５５５５

１１１１１９９９９９５５５５５８８８８８年年年年年ハハハハハーーーーーデデデデデイイイイイ･････パパパパパーーーーーフフフフフェェェェェクククククシシシシショョョョョンンンンン８８８８８’’’’’＃＃＃＃＃５５５５５このパーフェク
ションはゴールド･メダ
ルと同じく多目的に使用
できるロッドとしてたい
へん人気の高いモデルで

す。特に８ ‘はパーフェクションの中でも最も短いロッドで特に人気の
モデルです。２ピース、１テイップ、クロス･ケースが付属。ロッド自
重１４６グラム、メノウのトップとストリッピングに割れなどは見られ
ません。オリジナルのクロス･ケースが付属。グリップの一部が若干欠
けていますが使用上問題はありません。状態は良好。当店お問合せ番号
ＳＡ１６９。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥７７７７７９９９９９，，，，，８８８８８００００００００００

１１１１１９９９９９６６６６６０００００年年年年年代代代代代ヘヘヘヘヘドドドドドンンンンン・・・・・グググググラララララススススス･････フフフフフララララライイイイイ･････ロロロロロッッッッッドドドドド・・・・・７７７７７’’’’’６６６６６”””””＃＃＃＃＃４４４４４
この当時のへド
ン・ロッドのメイ
ンはバンブー作り
でした。バンブー

作りと同じような丁寧な作業とパーツ類で作られたデラックスなグラ
ス・ロッド。ブランクのカラーも綺麗なバンブー模様の出た特殊塗
装。フェルールはアルミのブラック仕上げ、ロッド自重は１３０グラ
ム。デラックス・オリジナル・アルミ･ケースと布ケース付き。２
ピース、１テイップ。お問合せ番号ＳＡ１４７。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２６６６６６，，，，，７７７７７７７７７７５５５５５

１１１１１９９９９９６６６６６０００００年年年年年代代代代代・・・・・ＯＯＯＯＯｒｒｒｒｒｖｖｖｖｖｉｉｉｉｉｓｓｓｓｓ・・・・・セセセセセブブブブブンンンンン・・・・・スススススリリリリリーーーーー７７７７７"""""＃＃＃＃＃３３３３３日本の渓
流でのドライ・
フライ・ロッド
として発売当時、
最も人気の高い

モデルでした。非常にデリケートなアクションながらオービス独特の
インプリ・バンブーの持つパワーと耐久性が特徴。ロッド重量７１グ
ラム。オービスの歴代バンブーの中でも、モダーン･バンブー･ロッド
の先駆的なモデルとして名を残しています。ケース類が付属していま
せんがロッドの状態はかなり良好です。２ピース、２テイップ。お問
合せ番号ＳＡ５０。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥１１１１１２２２２２３３３３３，，，，，９９９９９００００００００００

１１１１１９９９９９５５５５５３３３３３年年年年年・・・・・ホホホホホーーーーートトトトトンンンンン･････ドドドドドララララライイイイイ･････フフフフフララララライイイイイ･････ロロロロロッッッッッドドドドド１１１１１０００００’’’’’６６６６６”””””＃＃＃＃＃６６６６６
～～～～～（（（（（７７７７７）））））ホートン
はかってホートン･
クラブ･メンバーの
招きで J.J.ハーデ

イがテスト川を訪れた折にデザインしたロッドで、クラブの名前に由
来しています。このモデルはパラコナ・ステイール･センター･タイ
プ。フェルールの調整、１本のトップ･ガイドの巻き直し等を施して
ありますがオリジナル状態を強く保ったロッドです、瑕疵としては昔
の塗装の特徴でもある縮み皺がバット部分を中心に若干見られますが
使用上問題はありません。グリップ下端部に細かなコルクの欠落が見
られますがシートの機能には全く影響がありません。３ピース、２テ
イップ、フェルール･キャップと布ケース付き。ロッド自重２８０グ
ラム。ロッドとしての状態は良好。お問合せ番号 SA１６１。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥
８８８８８８８８８８，，，，，２２２２２００００００００００　　　　　

当当当当当店店店店店のののののベベベベベススススストトトトト・・・・・セセセセセラララララーーーーー・・・・・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、、、、、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     ドドドドドララララライイイイイ・・・・・フフフフフララララライイイイイ・・・・・パパパパパウウウウウダダダダダーーーーー
11111本本本本本・・・・・税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥５５５５５８８８８８８８８８８・・・・・     55555本本本本本セセセセセッッッッットトトトト税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，４４４４４
９９９９９９９９９９数あるパウダー・タイプのフロータント
の中で最も強力な浮力を持つものの一つがこ
のタイト・ラインの商品です。３０年来の当店
ベスト・セラー。指でこのパウダーを擦り込ん
だフライを沈めることは殆ど不可能です。こ

のパウダーが付着している限りフライは浮き続けます。使用中に濡れ
て沈みだしたフライに刷り込むように付着させると、水分をほぼ完璧
に取り去り浮力を回復させることが出来ます。今までのフロータント
の浮力にもの足りない方に、最も強力なパウダー・フロータントとし
てお勧めします。１５グラム入り。ウオーター・シェッドとの併用は
最も効果的です。写真左の専用のフロータント･フォルダー税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥３３３３３
２２２２２６６６６６を使用すると使用時に大変便利です。

１１１１１９９９９９２２２２２３３３３３年年年年年ペペペペペネネネネネルルルルル・・・・・１１１１１
０００００’’’’’７７７７７”””””＃＃＃＃＃６６６６６～～～～～（（（（（７７７７７）））））ス
テイール･センター入り
パラコナ仕様。ロッド重

量２７０グラム。5箇所ほどのガイドの巻きなおし、曲がり直し、
フェルール調整、一部の塗装等のレストアーが施されていますのでこ
れからも長く快適にご使用になれます。バット用フェルール･キャッ
プと布ケース付き。３ピース、シングル･テイップ。本流での釣りに
お奨めのバンブー･ロッドです。状態はかなり良好です。お問合せ番
号ＳＡ１６８。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥７７７７７８８８８８，，，，，７７７７７５５５５５０００００

アアアアアンンンンンテテテテテーーーーーククククク商商商商商品品品品品にににににつつつつついいいいいててててて：：：：：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
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コココココンンンンンプププププリリリリリーーーーートトトトト･････ アアアアアンンンンングググググ
ラララララーーーーーズズズズズ・・・・・ウウウウウオオオオオーーーーーブブブブブンンンンン･････
フフフフフェェェェェルルルルルトトトトト･････ソソソソソーーーーールルルルル･････キキキキキッッッッッ
トトトトト税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥２２２２２，，，，，４４４４４１１１１１５５５５５（税別
￥２，３００）耐耐耐耐耐久久久久久性性性性性とととととグググググリリリリリッッッッッ
プププププ力力力力力ににににに優優優優優れれれれれたたたたたアアアアアメメメメメリリリリリカカカカカ製製製製製フフフフフェェェェェ
ルルルルルトトトトト・・・・・ソソソソソーーーーールルルルル

アングラーズ・スポーツの製
品は、アメリカ製らしくス
マートではないが頑丈という

ウエデイング用品には欠かせない特徴がありま
す。ごまかしがきかないウエデイング用品、当
店お奨めの品です。このフエルトはどんな大き
なウエーダーやウエデイング・シューズにも合
うほど大きく出来ています、はさみやカッター
で希望の形に切り抜いてお使い下さい。簡単に
切る事が出来ます。ナイロン/ポリエステル製

の大型ソール・セット、ソールが２枚、ヒールは４枚入っています。
一番磨耗が激しいヒールのスペアーが付いています。最初から磨耗
を考えてヒールのみ２枚重ねて張り合わせて使用する方もいらっ
しゃいます。接着剤は付属していません。サイズ（最大値）：ソール
３６センチｘ１４センチ、ヒール１２センチｘ１１センチ。厚さは
約９ミリ前後。

【【【【【     タタタタタッッッッックククククルルルルル･････イイイイインンンンンフフフフフォォォォォメメメメメーーーーーシシシシショョョョョンンンンンごごごごご購購購購購読読読読読料料料料料金金金金金（税別）にににににつつつつついいいいいててててて】】】】】
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
（税別）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￥３５０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

フフフフフィィィィィリリリリリプププププソソソソソンンンンン･････ロロロロロゴゴゴゴゴ･････マママママーーーーーククククク入入入入入りりりりり・・・・・キキキキキャャャャャッッッッップププププ・・・・・
２０００年代初頭に製造された
フィリプソン･ロゴ･マーク入り
フィッシング･キャップ。この
キャップはフィリプソン･ブラン
ドの権利を正統に受け継いだア
メリカの会社が製造した本物の
ロゴ･マーク入りです。マークを
無断で使用したものではありま
せん。未使用・新品状態。２２２２２トトトトトーーーーー
ンンンンン･････モモモモモデデデデデルルルルル①①①①①②②②②②③③③③③税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥４４４４４，，，，，９９９９９３３３３３
５５５５５（税別￥４，７００）ソソソソソリリリリリッッッッッドドドドド･････
カカカカカラララララーーーーー・・・・・モモモモモデデデデデルルルルル④④④④④税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥４４４４４，，，，，６６６６６２２２２２

０００００（税別￥４，４００）

年末は３０日まで営
業。３１日～２日は
休業。

　　　　　　　　　　【【【【【価価価価価格格格格格表表表表表記記記記記にににににつつつつついいいいいててててて】】】】】
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。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。

本本本本本流流流流流用用用用用ネネネネネッッッッットトトトト
＃＃＃＃＃５５５５５００００００００００＆＆＆＆＆＃＃＃＃＃４４４４４００００００００００

まさか地球は入りませんが、本
流のサーモン、サクラマス、レ
インボー、大型ヤマメは十分に
大きなターゲット。強烈なファ
イターを一気にネットに取り込
むことが出来る専用ジャンボ･
ネット＃４００・＃５００シ
リーズ。大型の魚をターゲット

にするフライ･フィッシャマン専用のジャン
ボ･ネット。大きな魚に対応するだけの強度
を持つようにネット各部の材質・厚み等に十
分配慮して製作されています。 写真左側の
ネットは＃５００タモ材･フレーム･モデル￥￥￥￥￥
４４４４４４４４４４，，，，，１１１１１００００００００００です。尚、ジャンボ･ネットの
大きさをご理解しやすいように一緒に小形渓

流用ネットを掲載申し上げました。これは渓流用ネットとして最も

ポピュラーな、オーク･グリップ・Ｓサイズ、テイアー･ドロップ･タ
イプ、手編みネット・モデル￥￥￥￥￥１１１１１６６６６６，，，，，８８８８８００００００００００です。

サササササンンンンンブブブブブリリリリリーーーーーズズズズズ偏偏偏偏偏光光光光光・・・・・調調調調調光光光光光レレレレレンンンンンズズズズズ　　　　　
全モデル共に、水中が見やすいという偏光性

能のみならず、明るさにあわせて丈
夫なガラス・レンズの濃淡が変わる
調光機能が付いているので車の運転
でも大きな威力を発揮します。
ルルルルルーーーーーチチチチチュュュュュ・・・・・エエエエエフフフフフ・・・・・ユユユユユーーーーー税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥
１１１１１５５５５５，，，，，６６６６６４４４４４５５５５５（税別￥１４，９０

０）フライやリーダーの交換時にレンズを跳
ね上げて明るさと視界を広く取ることが出来
る機能性の高い偏光・調光グラス。ガラス・
レンズのサイズは５６（横）ｘ３３（縦）ミ

リ。重量３８．７グラム。＊跳ね上げ式のルーチェ・エフ・ユーの
ピルキントン偏光･調光レンズの内側のフレームに度付きレンズを取
り付けることが出来ます。透明ダミー･レンズが付属していますの
で、かかり付けのメガネ店にお持ち頂き度付きレンズの取り付けを
ご依頼ください。当店でもご注文をたまわります。
サササササンンンンンブブブブブリリリリリーーーーーズズズズズ限限限限限定定定定定モモモモモデデデデデルルルルル高級偏光・調光グラスのサンブリーズの
特殊モデル。軽量が特徴のオール･チタン･フレーム・モデルとハン
ド･メイドのセル・フレーム・モデルの2タイプです。製造量は共に
数十個限定です。チタン･フレーム･モデルにはシリアル･ナンバーが
刻印されます。＊ガラス･レンズ･カラーををご指示下さい。
ハハハハハンンンンンドドドドドメメメメメイイイイイドドドドド･････セセセセセルルルルル･････フフフフフレレレレレーーーーームムムムム税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥１１１１１４４４４４，，，，，１１１１１７７７７７５５５５５（税別￥
１３，５００） 職人が一つずつ手でセルロイドを切り抜き、加工し

て作っている限定モデル。重量３７
グラム。レレレレレンンンンンズズズズズ･････カカカカカラララララーーーーーは①グレー②
ブラウン。写真のレンズは撮影のた
めにダミーのレンズを入れています。
オオオオオーーーーールルルルル･････チチチチチタタタタタンンンンン･････フフフフフレレレレレーーーーームムムムム･････シシシシシ
リリリリリアアアアアルルルルル･････ナナナナナンンンンンバババババーーーーー入入入入入りりりりり税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥１１１１１
８８８８８，，，，，９９９９９００００００００００（税別￥１８，００
０）傷の付きにくいガラス製偏光・
調光レンズを取り付けた重量が２７
グラムと圧倒的軽さが特徴です。弦
の部分はソフトなチタン、ベー
ター･チタンを使用しているので形

が崩れずに体に優しくフイットします。全モデルにシリアル･ナン
バーが入ります。レレレレレンンンンンズズズズズ･････カカカカカラララララーーーーーは①グレー（左写真のカラー）②ブ
ラウン

１１１１１９９９９９７７７７７０００００年年年年年代代代代代ペペペペペゾゾゾゾゾンンンンン・・・・・パパパパパ
ラララララボボボボボリリリリリッッッッッククククク・・・・・ソソソソソイイイイイヤヤヤヤヤーーーーー・・・・・ススススス
テテテテテイイイイイーーーーールルルルル・・・・・ウウウウウオオオオオーーーーータタタタターーーーー９９９９９’’’’’
６６６６６”””””＃＃＃＃＃６６６６６ペゾンがファー

ローのために製造したペゾン製ステイール・ウオーターです。全ての
パーツ、仕様はペゾンのものですが、クロス･ケースは販売先のファー
ローのケースに入っています。ロッド重量１９０グラム、２ピース、シ
ングル･テイップ･モデル。パーツ類などから１９７５年製モデルと思
われる。お問合せ番号SA164、税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥６６６６６９９９９９，，，，，３３３３３００００００００００

フフフフフララララライイイイイ・・・・・リリリリリーーーーールルルルルズズズズズ・・・・・オオオオオブブブブブ・・・・・ザザザザザ・・・・・パパパパパーーーーーススススストトトトト
Ａ４・１５５ページ。１９８７年の初版、ペ
パー・カバー。モノクロ写真とイラストで解説
されたコレクター達のバイブル的な洋書の一つ
です。状態が非常に良好でミントではありませ
んが（ほぼそれに匹敵します）書き込み、破損
等が見られません。当店お問合せ番号ＳＥ１６
２。税税税税税込込込込込￥￥￥￥￥１１１１１７７７７７，，，，，０００００１１１１１０００００


