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DM リール・ダイカスト＆マシンカット
アルミ・ダ
イキャスト
を更にマシ
ン・カッ
トで仕上げ
たモデルで
す。ドラッ
グはスムー
スで強力な
デイスク・
タイプ、そ
の機能は十

分有効に働いています。この価格には十分過ぎる
ほど見合ったグレードです。欧米でも大変人気が
高く OEM で多くのメーカー名で販売されています。
スプールの着脱はラチェット・タイプです。強い
て言えば、ラチェットの爪の厚みと幅が若干足り
ないようで、スプール着脱時に指先に刺激を感じ

るかもしれません（右段の ML も同じです）。右ハンドルにセット
されていますが左右両用です。布袋状のケースが付いています。

フライ・リール　当店取り扱いの中国製フライ・リールをご紹介申し上げます。テスト的な販売ではおおむねご好評をいただい
たことから継続的に輸入を致すことになりました。全てが欧米に輸出されているリールですが、その品質に不安をお持ちのお客様も
少なくないと思いますので、たとえ些細な不都合とまでは言えない印象でも出来る限りお知らせ致したいと思います。ご注文時にそ
れらをご説明いたし、ご確認・ご了解の上発送の手配を申し上げます。原稿制作中の間、幾つかのモデルが売り切れました。１２月
末にも輸入を行いますが、欧米の OEM 製作時に合わせて出荷される為不定期です。＊価格が予告なく若干変更される場合があります。

MC リール・シリーズ
軽量かつラー
ジ・アーバー・
タイプのマシ
ンカット・モデ
ル。削り出しで
作られた大きな
スプールなので
ラインの巻き癖
が付きにくく快
適なキャステイ
ングをお楽しみ
いただけます。
各部がセミ・ウ

オーター・プルーフ機構を備えているので耐久性にも優れていま
す。ドラッグもかなり強力です。右巻きになっていますが左右両
用です、繊細な＃２～３用からスペイ用の＃９～１１用まで５サ
イズがあります。布製の袋状のケースが付いています。

０６Nフライ・リール
マシン・カット製の綺麗な外観のモデルです。マシン・カットしてはかなり価格が
お買得になっていることから欧米でも人気が高く、かなりの数のメーカーが OEM で

自社ブランドとして販売
しているモデルです。ド
ラッグの効きも良好、価
格から考えるとかなり良
くできたモデルと言えま
す。１１月時点では＃２/
３、９/１０のみ売り切れ
です。左右両用です。

モデル スプール外径 /内径 スプール幅 重量 税込

DM 3/4 74/39 mm 25 mm 128 g ￥６，７２０

DM 5/6 88/42 mm 27 mm 154 g ￥７，４５５

DM 7/8 94/48 mm 29 mm 161 g ￥８，６１０

モデル スプール外径 /内径 スプール幅 重量 税込

MC 2/3 74/42 mm 27 mm 125 g ￥１４，２８０

MC 3/4 83/54 mm 27 mm 134 g ￥１４，７００

MC 5/7 89/60 mm 27 mm 140 g ￥１５，５４０

MC 7/8 97/67 mm 27 mm 143 g ￥１７，４３０

MC 9/11 104/70 mm 27 mm 161 g ￥１９，８４５

ML フライ・リール
全てマシン・
カット、ムク
素材から削り
出したモデル
としてはかな
りお求めやす
い価格になっ
ています。マ
シン・カット・
リールなので
ラインに巻き

癖が付かず、スムースな出し入れが出来るラージ・アー
バー・タイプになっています。スプールの着脱はラッ
チ・タイプ（着脱時、金属製の爪が指に刺激を感じる

場合があります）。手頃なマシン・カット・ラージ・アーバー・
リールをお探しの方にお勧めのモデルです。１１月時点で ML

＃９/
１１以
外は在
庫があ
ります。
左右両
用です。

モデル スプール外径 /内径 スプール幅 税込

ML 2/3 新入荷モデル ￥１０，７１０

ML 3/5 83/52 mm 27 mm ￥１１，１３０

ML 5/6 90/58 mm 27 mm ￥１２，０７５

ML 7/9 97/62 mm 30 mm ￥１３，０２０

ML 9/11 104/67 mm 30 mm ￥１４，３８５

NZ フライ・リール
美しいマシンカット・モ
デル。このリールはラー
ジ・アーバー・タイプで
はないのでバッキングが
沢山収納出来、リールの
外観もスマートに見えま
す。スプールの着脱もセ
ンターのボタンを押すこ
とでスムースに行えま
す。ドラッグの効きもデ
リケートで強力です。ド
ラッグ機構には砂などが
入りにくいので快適にご
使用になれるでしょう。

機能・デザイン共に良く出来たリールです、左右両用。尚、
１１月末の在庫は、NZ ９/ １１のみが売り切れです。

モデル スプール外径 スプール幅 重量　ｇ 税込

NZ　3/5 74 mm 21 mm 107 ￥１１，７６０

NZ　5/6 86 mm 24 mm 122 ￥１２，８１０

NZ　7/9 75 mm 27 mm 147 ￥１３，８５０

NZ　9/11 107 mm 35 mm 208 ￥１５，３３０

モデル スプール外径 /内径 スプール幅 税込

06N　2/3 68/37 mm 20 mm ￥９，３４５

06N　3/4 74/40 mm 21 mm ￥９，９７５

06N　5/6 86/46 mm 23 mm ￥１１，０２５

06N  7/8 94/50 mm 27 mm ￥１１，７６０

06N 9/10 94/50 mm 34 mm ￥１２，３９０
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特製 ･２０１４年オリジナル・サーモン・フライ・
スポーツ・タオル・プレゼント

日頃のお引き立てに感謝申し上げ ､年末・新春に
ご来店・又は通信販売にて税別￥８,０００以上
（雑誌を除いて）お買い上げ戴きました御客様に
厚地の特製スポーツ・タオルとフェイス・タオル
の計２本セットを進呈申し上げます。数に限りが
ありますので、品切れを以て終了させて戴きます。
２０１４年版はブルー地に黒の印刷です。

フライ・リール・ケース税込￥６３０（税別￥６００）
外径９５ミリｘ高さ５５ミ

リ。サイドのタン・カラー部

分はナイロン、リールの重要

部分を守る上下のブルーの部

分がネオプレーン。所謂３

-1/2“用で＃３～＃６程度ま

での渓流用リールの収納用で

す。上下のネオ・プレーンは

伸縮性が強く、伸びの無いナ

イロンとの縫い目が子細にみ

ると若干スムースな円になっていない個所も見られますが使用上支障

はありません。中国製。サイズｍｍ：９５（外径）ｘ６０（高）ｍｍ。

レザー・リーダー・ストレーナー＆ライン・クリーナー税込￥８１９（税

別￥７８０）ソフトとハードの２枚の

ラバー、加えて１枚のフェルトが付い

た３枚のセットが本革レザーの中に収

納されています。リーダー・ストレー

ナーとライン・クリーナーがセットに

なった便利なツールです。リーダー・

ストレーナーは、ソフト・ラバーがテ

イペット部の細い箇所、ハード・ラバー

はバットの太い部分を伸ばすことが出

来ます。フェルトはライン・クリーナ

として使用します。ラインとリーダーの両方を手入れする事が出来ま

す。中国製。サイズは４６ｘ５０（タテ）ｘ１６（厚）ｍｍ。

１９３０年代ファーロー・ロンドン The Barratt Paris” 9’6”
＃６税込￥３９，９００（税別￥３８，０００）

ファーローでは大変珍しいウッド・スペーサー付きのアップ・ロッ
ク・リング・タイプ・シート。リールを固定すると５センチ程の
スペースが出来るのでセミ・ダブルとして使用可能。当店オリジ
ナルのハーデイ用エクステンション金具の取り付けも可能。ロッ
ド重量約２１０グラム、グリップ全長１８センチ。経年によるオ
ス・フェルールの摩耗が原因と思われる、僅かなガタツキ音がし
ます。ファーロー独特の特殊ねじ止式フェルールで固定されるの
で、使用上支障はありません。大変良くオリジナルの状態を保っ
ている貴重なファーローのアンテイーク・ナチュラル・ケーン・
ロッド。フェルール・キャップ付き、状態はかなり良好、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ＳＡ５６１。

１９７０年代ファーストライク・グラス・ロッド８‘＃５～
６税込￥１８，９００（税別￥１８，０００）

ストリッピングはブラック・フレームの人造メノウ、トップは最
初から付けられていたと思われるフジのセラミック、ロッド年代
はこのガイドからの推測です。ブランクの素材からみるとかなり
初期のグラス・ロッドと思われます。ロッドの作りはバンブー仕
様で、雰囲気・丁寧な仕上げ、手作り感覚の雰囲気が強く残って
いる完成度の高いグラス・ロッドです。ロッド重量１４０グラム。
非常にすっきりとまとまったテイップ・アクション、渓流のドラ
イ・フライ・ロッドとしてお勧めです。２ピース、１テイツプ、
オリジナル布ケース付き。当店お問い合わせ番号 SA ５７９。

１９９０年・未使用ユニーカー３－１/4“９税込￥３２，５５０
（税別￥３１，０００）スプー
ルの外径約７３ｍｍ、内幅約
１８ミリ、＃４ラインに適した
サイズです。リール重量約９８
グラム。左右両用です。このリー
ルは未使用状態、ハーデイの紙
のケースと説明書付。布の袋が
付いていますがハーデイのもの
ではないと思われます。英国製
時代のハーデイ製品は現在は大
変人気が高く、未使用のリール
やロッドは中々入手が難しく価
格が高騰しています。手頃な英
国製ハーデイの渓流用リールを

お探しの方にはお勧めです。 当店お問い合わせ番号ＳＢ４０２。

１９７０年代・ハーデイ ･マーキス＃８～９税込
￥３１，１８５（税別
￥２９，７００）リール重量約
１６３グラム。スプール外径約
９２ミリ、本流や湖用に適した
＃８～９ライン用リール。ライ
ト・ サーモン・リールとも呼
ばれるサイズです。リールの状
態はかなり良好で格別の瑕疵は
見当たりません。リールの状態
はかなり良好と言えますが、友
人達からプレゼントされたリー
ルらしく数人の名前が小さな文
字で刻印されています。専門家

が彫ったらしく綺麗な極小の文字で余り目立ちません。この点を
考慮してお買い得な価格になっています。ハーデイのオリジナル・
ケース付。当店お問い合わせ番号ＳＢ４０１。

カスタム・メイド・リームバブル・４－１/２”・エクステンショ
ン・セットにニュー・
タイプ
ロング・シングル・ロッ

ドをセミ・ダブルやス

イッチ・ロッドに変更

できるオリジナル・エ

クステンション、当店

の人気商品です。今回

写真＃１・ラウンド・エ

ンド・モデルが加わり

ました。指が掛けられ

るように下端部がカー

ブしています。尚、コ

ルク外径２６ｍｍモデ

ルは全て下端

部にハイカ・

コルク付で

す。ロッドの

シート下端部

に接着するメ

ス部分と、そ

こにネジで脱着するシャフト部のセットです。シートの

内径が１５．５ミリ以上あればメス金具は接着可能です。

上記のイズはｍｍ表示です。REC ４は写真がありません

が、写真＃４・ＲＥＣ６のラバー・エンド無しモデルです。

商品番号 長さ 最大外径 税込価格

＃１ ＲＥＣ３HR

１１５
２６

￥３，４６５

＃２ ＲＥＣ３H ￥３，１０８

ＲＥＣ４ ３２ ￥３，２５５

＃３ ＲＥＣ５H
１２７

２６ ￥５，０４０

＃４ ＲＥＣ６ ３２ ￥５，３５５

１９６４年ハーデイ・ワイ１１‘＃７税込￥５３，５５０（税

別￥５１，０００）”ワイ”は最も人気の高いハーデイの
サーモン・スペイ・ロッド。大変珍しい１１’、しっかり

したアクションで大型フライでも楽に遠投が出来ます。状態はか
なり綺麗ですが、トップ・ガイドが二つ共交換されています。エ
クストラ・テイップが約１２ｃｍショート、オープン・ブリッジ・
ガイドを１個加えてバランスを捕ってあるので＃８ライン用に使
用可能。使用上支障はありませんが、ミドル・オス・フェルール
の爪が取れています。３ピース、２テイップ。ご説明の瑕疵の為
お買得になっています。重量約３５５グラム。グリップ全長約
４４ｃｍ。オリジナル布ケース付。お問い合わせ番号 SA ５８１。
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ネオ・プレーン・フライ・リール・ケース税込￥４７３（税
別￥４５０）使用されて
いるネオ・プレーンがか
なり厚手で作りも丈夫な
ので大切なリールを安全
に保護出来ます。リール
をロッドに取り付けたま
までも使用が可能です。
又、伸縮性が高いので実
際のサイズより多少大き
なリールでも収納出来ま
す。フラップはベルクロ・

テープで止めます。中国製。サイズ：１３ｘ１３センチ。

ウオーター・プルーフ・コン
パートメント・フライ・ボック
ス税込￥６９３（税別￥６６０）
サイズは約１１５ｘ７５ｘ３５
ミリ、１２小間に分かれていま
す。１２小間は４カ所のボタン
を押すだけで開閉が出来ます。
内部にはフライのみならずシン
カー、インデイケーター等も収
納できます。ボックスは完全防
水性で水に落としても浮いてい

ますので釣り場での紛失を防ぎます。

トラウトレット・オール・カリン・ネット税込￥２９，４００（税
別￥２８，０００）全工程をハンド・メイドで丁寧に仕上げた
デラックスな手編みネット付渓流用ランデイング・ネット。

フレー
ムとグ
リップ
部分に
美しい
模様が
浮き出
たカリ
ンを使
用して
います。
木目模

様の美しさと耐水・耐久
性に優れたカリン、ネッ
トには最適なウッド素材
の一つです。2枚のカリ
ンでサンドイッチされた
メープルと外側のカリン
がグリップ部分の終端ま
で一体形成されている一

般的デザインの①タイプと、途中でカリン・グリップの木目
を多く見せた②タイプの２週類があります。サイズ、グリッ
プの仕様はご希望に合せてお作りします。写真の渓流用サイ
ズの場合若干の大小の違いはこの価格で制作申し上げます。
本流用の大形ネットの場合は価格が若干高くなります。サイ
ズ（概寸）：２８ｘ２１センチ、グリップ長１２センチ。

トラウト・レット・カリン・ミニチュア・ネット税込￥２，
９４０

（税別
￥２，
８００）
グリッ
プには
木目の
美しい
カリン
を使用

し、 ウッド部分・ネット部分もすべて手作りのミニチュア・ネッ
ト。本物とほぼ同じ工程で丁寧に手作りされています。フレーム
とグリップ接合部の丁寧な仕上げをご覧いただければ手抜きのな
い丁寧な作りはお分かり頂けるでしょう。ネット・フレーム部分
全体の長さは 6cm、幅は 28mm。全長 45mm の取り付けチェーンの
長さと比較してもその小ささがお分かりいただけると思います。
ネット・カラー：①ブラウン②レッド③オリーブ・グリーン

ネオ・プレーン・リール・ポウチ伸縮性の高い厚手のネオ・プレー
ン製フライ・リール・
ケース。引き伸ばし
て収納すればケース
のサイズより大きな
リールも入れられま
す。フラップはベル
クロで止められるの
で、ロッドにリール
を付けたままでもこ
のケースに収納する

事が出来ます。厚手の素材としっかりとした作りなので、大切な
リールをダメージから保護してくれます。中国製。サイズは最も

大きな位置で計っています。①＃５～＃７リール用：１１（タテ）
ｘ９（ヨコ）ｘ６（マチ）ｃｍ税込￥５２５②＃７～＃９リー
ル用１２ｘ９ｘ７ｃｍ税込￥５７８

ブラウン・バード・ラビット・ゾンカ・ストリップ税込￥８７２
（税別￥８３０）一般的な黒の
縞模様はアクセントがくっきり
と出ますが、ブラウンの縞模様
で巻かれたフライはリアルな仕上
がりになります。このストリップ
をフックの上に止めるだけで大変
効果的なゾンカ・タイプのウエッ
ト・フライを作る事が出来ます。
ゾンカ・フライはあらゆる場所で
その効果が確認されている人気の
ウエット・フライ・パターンです。
幅は約３．１ミリ、長さは約２８
センチ。４本入りパックです。カ
ラー：①ライト・タン②ピーチ③
ジンジャー④オリーブ⑤イエロー

オリーブ・バード・ラビット・ストリップ税込￥８７２
（税別￥８３０）オリーブは、釣れる
フライを巻く時のカラーとして、特に
ウエットでご使用になる方が多い色で
す。ダイドされた各色にオリーブの縞
模様をプリントしたリアルなカラーで
す。地の色との関連か、オリーブの
縞が若干ブラウンがかって見えます。
湖・本流・渓流とあらゆる場所で効果
があり、特に釣り堀での必須カラーで
す。このテープを上に止めだけでゾン
カ・タイプのフライを簡単に巻く事が
できます。ファーが水中で細かなバイ
ブレーションを生み出すリアルな動き
が特徴です。幅は約３．１ミリ、長さ
は約２８センチ。４本入りパックです。
カラー：①イエロー②ライト・オリー
ブ③ホワイト④シャトリュース⑤ライ
ト・タン⑥フレッシュ（Lt. ダン）

ツー・トーン・ラビット・ゾンカ ･ストリップ税込￥５３６
（税別￥５１０）このラビットをフックの上に乗せて止める

だけで、水中での動きが大
変リアルで効果的なゾンカ・
フライを簡単に巻く事が出
来ます。その効果は渓流・湖・
本流とあらゆる場所で実証
されています。このゾンカ・
テープは上下２色の縞模様
に染め分けたツー・トーン・
カラーですのでフライのリ
アルな外観が更に増します。
カラーの表示は上 /下（ス
キン側）の順になります。
動きとカラーの二つの効果
が高まる実用的なマテリア
ルです。幅は約３．１ミリ、

長さは約２８センチ。４本パックです。カラー：①パープル /蛍
光フューシア②ブラック /オリーブ③ホット・オレンジ /蛍光オ
レンジ④パープル /ベービー・ブルー⑤ブラック /蛍光ホット・
ピンク⑥バイオレット /ホワイト⑦パープル /ホット・ピンク⑧
ホット・オレンジ /イエロー⑨ブラック /蛍光シャトリュース⑩
ブラック /レッド⑪ブルー /ホワイト⑫ブラック /蛍光オレンジ
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バードＣＤＣ税込￥９０３（税別￥８６０）ＣＤＣフェザーは、
世界中のフライ・
フィッシャマン
達の間で、最も
効果的なフライ
の一つとして多
くの愛用者がい

らっしゃる大変ポピュ
ラーなマテリアルです。
今回、毛先が良質なＣ
ＤＣをセレクトしリア
ルな縞模様に染色した
モデルが入荷しました。
ＣＤＣフライは水面と

水面下を漂うアクションが効果的なフライですが、このバードＣ
ＤＣを巻く事でリアルな印象がより高まります。アクションとリ
アルな姿態はより効果的なＣＤＣフライの誕生です。１０枚セッ
ト。カラー：①ライト・ダン②オリーブ③ホワイト④イエロー

ホワイテイング・ヒーバート・ハックルが入荷しました
長いストークに短いファイバー、ホワイテイング・ヒーバート・クック・ネックとサドルは品質が更に進
化しています。当店ではあらゆる機会に輸入を心がけており、最もご要望の多い１２月からのタイング・シー
ズンに備えてストックを積み増しております。１１月末時点での在庫をお知らせ申し上げます。円安の為
価格が値上がりいたしております。＊印は在庫量が豊富なハックルです。

ブロンズ・グレード・サドル税込￥５，９８５（税別￥５，
７００）１本で５～６本のフライが巻ける長いハックルが特

徴のブ
ロン
ズ・グ
レー
ド・サ
ドル。
今回の
入荷は
極めて
少なく
カラー
も２色
のみで
す。②

のミデイアム・グレー・ダンは在庫が豊富です。カラー：①
ブラウン②＊ミデイアム・グレー・ダン

プロ・グレード・サドル税込￥５，７７５（税別￥５，５００）

プロ・
グ
レー
ド・
サド
ルは
フラ
イ
製作
者用
のグ
レー

ドです。色が少し混ざっている、形が悪い等で通常グレード
から漏れたハックルですが、かえって色が変わっているとか
色々のフライが巻けると大変人気が高いモデルです。規格外
の為入荷は極めて限定的です。＊印のカラーはかなりの在庫
量があります。カラー：①＊Ｍｅｄグレー・ダン②＊ブラッ
ク③ブラウン・グレー・ダン

ブロンズ・グレード・クック・ネック
税込￥６，９３０（税別￥６，６００）　

このブロン
ズ・グレー
ド・ネック
は、フェザー
が長くファイ
バーの幅は狭
くと年々進化
していますの
で、＃１６～
＃１８用の浮
力の強いミッ
ジ・フライ
を多く巻く
事が出来ま
す。＃１８～
＃１４をメイ
ンに巻く場合
はサドルより
このネックを
お勧め申し上
げます。一般
的に＃１６～
＃１８を巻く
ハックルでは
１本で２～３

本のフライを巻く事が出来るで
しょう。現時点でネックの在庫
はかなり豊富です。＊印は在庫量
が豊富なハックルです。カラー：
①＊Ｍｅｄ．グレー・ダン②＊

コーチマン・ブラウン③クリー
ム④＊ブラック⑤ブラウン⑥Ｍ

ｅｄ．ジンジャー⑦＊シルバー・バジャー
オーストリッチ・スペイ・フェザー税込￥６３０（税別￥６００）

小型の
オース
トリッ

チ・フェザー、ステム
からむしり取ってハッ
クルにしたり、このま
まスペイ・ハックルと
して巻く事も出来ま
す。ソフトなファイ
バーが水中で微妙なバ
イブレーションを起こ
して魚を誘います。マ
ラブーやオーストリッ

チ・フェザーが極めて効果的な事は良く知られています。ファイ
バーの長さは３センチ前後、フェザーの全長は約１０～１２セン
チです。１０枚入り。カラー：①キング・フィッシャー・ブルー
②へーロン・グレー③オリーブ④蛍光オレンジ⑤ミデイアム・ダ
ン⑥イエロー⑦ブラウン⑧ブラック⑨レッド⑩シャトリュース

フェザント・ラムの新色が入荷しました税込￥１，２８１
（税別￥１，２２０）リングネッ
ク・フェザント・ボデイのテール

付け根部分に付いているカラーがリ
アルで美しいフェザーです。ダイド
したラム部分には、現在は商取引が
禁じられているウエット・フライに
有効なフェザーに類似した模様やカ
ラーのマテリアルが多く付いていま
す。主にウエットのハックル、トッ
ピング、テール等に使用できます。
新色が入荷しましたので併せて全カ

ラーをご紹介申し上げます。ラム・パッチ・スキンのサイズは約
２０ｘ１０センチ。カラー：①ナチュラル②クラレット③イエロー
④ブラウン⑤オレンジ⑥ブラック⑦オリーブ⑧レッド

１９８０年代ハーデイ・LH ウルトラライト＃６税込￥３８，５００
（税別￥３７，０００）ドラッグは
リール本体裏側の大きなつまみで
調整できます。リール重量１０３
グラム、リール外径約８．２５ｃｍ。
使用可能なＤＴ６Ｆラインが付い
ています。リールがかなり小さい
ので＃４～＃６ラインに適したサ
イズです。状態はかなり良好で目
立つような大きな傷は見られませ
ん。ハーデイのオリジナル・ケー
ス付。お問合せ番号ＳＢ４００。
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グリズリー・ファイバー税込￥９０３（税別￥８６０）縞模様
のウイング材は色々
出ていますが、この
グリズリー・ファイ
バーは、素材の適度
な硬さ・リアルな模
様等がかなり完成度
の高いマテリアルで
す。マラブー・ウイ
ングやヘヤー・ウイ
ングのトッピングや
テール、ボデイなど
に少量加える事でフ
ライがよりリアルな

印象を与えてくれます。長
さは約 18 センチ。カラー：
①ホワイト②シュリンプ③
ブラウン④オリーブ⑤ベイ
ト・フィッシュ・グリーン
⑥テイール・ブルー⑦レッ

ド⑧オレンジ⑨ロイヤル・ブルー

ラテラル・スケール税込￥９９８（税別￥９５０）

魚の鱗状の模様に似せたテ
インセル、水中での動きに
合せて反射光線を強く発し
て魚を刺激します。長さは
約２２センチ、テインセル

の幅は約２ｍｍ程度。フライのボデイの両サイドにアクセン
トとして付けたり、ウイングに混ぜて付けると効果的です。
カラー：①ゴールド②シルバー③レッド④ブラック

バード・メイ・フライ・テール税込￥７１４（税別￥６８０）
長さ約５センチの
シンサテイック製
の極細テール材。
類似品の中でもか
なり細くしなやか
ですが使用中に壊
れる恐れは少ない
でしょう。先端部
がテーパーになっ

ているのでフライがリア
ルで美しいプロポーショ
ンに仕上がります。長さ
が約５センチありますの
で残りは更に他のフライ
に取りつける事が出来ま

す（２～３本のフライが巻けます。この場合は先端部がテー
パーにはなっていませんが極細ですので違和感は感じませ
ん）。極細縞模様でカラーも大変リアルです。カラー：①ライト・
ダン＆ブラック・バード②ホワイト＆ブラック・バード

フラツシャブー・アクセント・グロー・イン・ザ・ダーク
税込￥９９８（税別
￥９５０）フラッシャ
ブー社は良質のテイン
セル類を次々と作り出
しているメーカーで
す。この細いプラステ
イック製マテリアルは
水中で自発光します。
ウイングの上端やサイ
ド、テール等にアクセ

ントとして数本付ける事で暗い水中
で魚を引き寄せるアクセントになり
ます。長さは約３０センチ、ウイン
グ等のサイズに合わせてカットして
ご使用ください。カラー：①イエロー
②グリーン③ピンク④ホワイト⑤ブ
ルー⑥オレンジ

ヘヤーズ・マスク・ニュー・カラー税込￥６８３（税別
￥６５０）世界中で

最もポピュラーなニン

フ、ヘヤーズ・イヤー・

ゴールド・リブドのマテ

リアルとしてヘヤーズ・

イヤーはよく知られてい

ます。ただ、イヤーだけ

ではガード・ヘヤーが短

くアンダー・ファーが殆

ど無いためにダビングが

困難です。一般的にはア

ンダー・ファーの多いマ

スクのヘヤーとイヤーの

ガード・ヘヤーを混ぜる

事でリアルなカラーと耐

久性を増す事が出来ます。今回ニュー・カラーが入荷してまいりました

ので全色をご紹介申し上げます。ウエット・フライを巻く時には大変重

宝するマテリアルです。近年アニマル・スキン類の輸入が大変難しく

なってきて、いずれ貴重なマテリアルになる可能性があります。カラー：

①ナチュラル②ケデイス・グリーン③ブラック④オレンジ⑤オリーブ⑥

ダーク・ダン⑦ゴールド⑧ラスト⑨ブリーチ⑩レッド⑪ブラウン

フィッシュスカル・フィッシュ・マスク税込￥９９８（税別
￥９５０）ストリーマー・フラ
イ等のヘッドに取りつけてリア

ルな小魚の頭に似せたフライを

作るプラステイック製マテリア

ルです。金属製のヘッド製作マ

テリアルに比べて非常に軽いの

でキャストがしやすく表層での

釣りを楽しむ為のフライを作る

には最適です。作り方の説明書

が付いていますが、ウイング等

を付け終わった上から被せて瞬

間背着材等で固定し、両サイド

にアイを張り付けるだけです。

３サイズがあります。デザイン、

販売はアメリカですが製造は中

国で

す。＊

張り付

けるア

イは右

列下段の”ライビング・アイ”がお勧めです。

モデル 適合フック 適合アイ 幅 /高 /長さ mm 個数

①＃３ ＃６～１０ 3.2 mm 4.3/4.3/4.9 １２個

②＃４ ＃４～８ 3.9 mm 5.7/6.4 １０個

③＃５ ＃２～６ 4.8 mm 6.8/7.3/7.5 １０個

フィッシュスカル・ライビング・アイ税込￥６８３（税別
￥６５０）このニュー・
タイプのアイは本物の
魚のリアルな眼球と眼
球周りの縞模様を見事
に再現しています。光
線にかざして見るとま
さに本物の魚のアイ

そっくりです。従来のアイに
比べると本物の再現度が極め
て高いモデルです。強力な両
面テープになっているので張
り付るだけです。デザイン、
販売はアメリカですが製造は
中国です。サイズ：①３ミリ
②４ミリ　カラー：①アース

②ウインド③ファイヤー④アイス

ウイグリー・ニンフ・テール・シャンク税込￥６９３（税別

￥６６０）フックのテールに取り付ける

と水中でテールの動くニンフが簡単に

作れます。通常のフライのようにバイ

スに止めて、アイに向けてタイングを行いテー

ルを作ります。シャンクの長さは約１８ｍｍ・

太さは約０．３ｍｍ、巻き終わってから不要部

分をカットしてください。テール・シャンクの

アイにナイロンを通してフックにスレッドで固

定、上からボデイを作ります。２０本入り。
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ミルドラム・ＭＥ・カーボロイ・ガイド税込￥２，２０５（税
別￥２，１００）ミルドラムの
カーボロイ・ガイドは多くのバ
ンブー・ロッド・ビルダーに使
用されているクラシックなスト
リッピングです。グレーがかっ
たカラーと頑丈な外観が完成し
たバンブー・ロッドの印象を引
き締めます。サイズ：① ME ８ｍ
ｍ（リング内径５/外径７．８）②

ME １０ｍｍ（７．４/１０．３）＊①②共同一価格です。

REC ロッド・パーツアメリカで、バンブー・ビルダー

の望むグレードを作っている数少ないパーツ・メーカー

の一つが REC です。＊掲載のウッド・スペーサーは全て天然の

ココボロです。一般的な樹脂を注入し着色したウッドではありません。

ニッケル・コルク・リング・シート＆ニッケル・パーツ
ＲＥＣのパーツ

類には古い時代

の手を抜かな

い良質なアメ

リカ製品の良

さが見てとれ

ます。品質に

こだわるバン

ブー・ビルダー

用パーツとし

て愛用されて

いる理由が分かりま

す。素材のニッケル・

シルバーは肉厚で、

丁寧に加工されたロ

レット（＃４を除く）

がくっきりと浮き出

ています。厚手の素

材はリールをソフト

かつ確りと固定、更

に取り外しが容易で

リール・フットを傷つけません。リングが３タイプとリテイナーが１タ

イプあります。当店のコルク・スペーサーに取付ける事ができます。＃２

（下記 CRN シートに使用）はリングの内側がテーパー加工されていて最

も一般的、＃３は薄手で少しきつめで薄いリール・フットに、＃１は緩

めで厚手のリール・フット（下記 NGM シートに使用）に適しています。

ニッケル・コルク・２リング・シート PLRN 税込￥７，７７０

（税別￥７，４００）最も精細なシートですが、厚手のニッケル素材

で作られている

のでリールの固

定力には定評が

あります。１・

コルク・チェッ

ク、２・リング、

３・バット・エ

ンドのセット。

全て厚手のニッ

ケルで贅沢なロ

レットが綺麗に

浮き出ています。コルク・スペーサー外径約１７ｍｍ、内径約７．２ｍｍ、

全長９２ｍｍ。リングは高さ５．１、内径２０ｍｍ。メタル・パーツ・セッ

ト（１・２・３一式）税込￥６，９３０（税別￥６，６００）

アルミ・ココボロ・ウッド・シートアルミ・シートでも、厚手

の素材を使用した重厚な作りはニッケルと

同じグレード。全てのメタル部品に施され

たロレット模様が美しく浮き出ています。

厚い

素材

が生

み出

す特

徴で

ある

ソフ

トに

リー

ルを

確実に固定しスムースに取り外しができま

す。バンブー・ロッドにも使用できる豪華

な外観と高い機能性を併せ持っています。①スタンダードと②スモール

の２サイズがあり、シートの全長は共に９１ミリ、内径７．８ｍｍです。

ウッドはセレクトされた模様の美しい天然のココボロ・ウッドです。

番号 外径 長さ 税込

＃１ １８．１ ９１ ￥７，３５０

＃１ メタル・パーツ ￥４，８３０

＃２ １６．４ ９１ ￥７，１４０

＃２ メタル・パーツ ￥４，７２５

ニッケル・リング・アンド・キャップ・ココボロ・ＣＲＮ
税込￥９，４５０（税別￥９，０００）所謂キャッキル・ヒル・

スタイルと
呼ばれる最
もポピュ
ラーなリン
グ＆キャッ

プ・シートです。コルク・チェック、リング、リテイナーの 3
点がセット。厚手のニッケル素材から作られている豪華で重
厚なシート、縁取りの美しいクネリングが彫り込まれ、模様
が浮き出したようなアクセントになっています。ウッド下端
部は短くカット出来ます。サイズ（ｍｍ）：全長９１、ウッド
外径 /内径は１８/９．７、フィニッシング・リング外径２０．８。

ギャリソン・タイプ・ニッケル・リング・アンド・キャップ・
ココボロ・ＮＧＭＤ税込￥１１，１３０（税別￥１０，６００）
ギャリソン・スタイルと呼ばれるタイプでリテイナーがオ

フ・セット
になってい
ます。クラ
シックなデ
ザインで人

気の高いモデルです。厚地のニッケルから作られた重厚なデ
ザイン、美しいロレット模様が浮き出して大変綺麗です。ウッ
ド下端部はカットできます。サイズ（ｍｍ）：全長９２、ウッ
ド外径 /内径は１７/１０．３、フィニッシング・リング外径
２０．８。

ニッケル・アップ・ロック・シート・ココボロ・ＮＢＳ税込
￥９，８７０（税別￥９，４００）＃２～７ライン・ロッド用のデ

ラックス・アッ

プロック・シー

ト。ライト・

ロッドにも適

応、更に

メタル類が豪華さと機能性を失わないように、厚手のニッケル素材を使

用し小型化されたデザイン。サイズ（ｍｍ）：全長９０、ウッド外
径 /内径は１７/９．４、フィニッシング・リング外径２０．５。

ニッケル・アップ・ロック・シート・ココボロ・ＮＳＵ税込￥８，

９２５（税別￥８，５００）シンプルなデザインの＃５～９ライン・

ロッドに適し

たアップ・ロッ

ク・シート。

シンプルでク

ラシックな仕様ながら高い機能性と REC らしい重厚・豪華なデザインで

す。多目的なサイズに適応できるお勧めのモデルです。サイズ（ｍｍ）：
全長１０２、ウッド外径 /内径は１８/９．３、フィニッシング・
リング外径１８．９。
ニッケル・アップ・ロック・シート・ココボロ・ＮＳＧＸＬ
Ｕ税込￥１３，１２５（税別￥１２，５００）大変豪華なロレッ

ト模様が彫ら

れたデラック

ス・アップ・

ロック・シー

ト。＃４～＃６ラインの渓流

用ロッドに似合うライト・モ

デル。サイズ（ｍｍ）：全
長９５、ウッド外径 /内

径は１６．２/７．９、フィニッシング・リング外径１７．３。

商品番号 内径 高さ 税込価格

＃１ ＮＧＭＤ １９．４ ７．８ ￥３，０４５

＃２ ＣＲＮ
１８．７

７．８ ￥３，０４５

＃３ ＬＣＲＮ ６．９ ￥３，０４５

＃４ ＮＢＤ １７．４ １４．３ ￥３，９９０

コルク・スペーサー ７ ９５ ￥９９８

＃１・シート一式・＃１、＃４、コルク ￥７，５６０

＃２・シート一式・＃２、＃４、コルク ￥７，５６０

＃３・シート一式・＃３、＃４、コルク ￥７，５６０

アルミ・ブラック・
ワインデイング・
チェック
税込￥１，０２９

（税別￥９８０）ご
要望の多いバンブー・ロッドのアクセントにもなるブラック・カ
ラー。厚手のアルミから作られた重厚な外観はバンブー・ロッド
にも対応できるハイ・グレードのパーツです。サイズ・内径ｍｍ：
① 7.1 ② 7.5 ③ 7.9 ④ 8.3 ⑤ 8.7 ⑥⑦ 9.1 ⑧ 9.5
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アンテイーク・タックル　掲載のアンテイークは検品の上、必要な場合は修理・調整等を行なっておりこのまま
で使用できる状態になっています。ただし、使用に支障がない程度の何らかの瑕疵がある場合が殆どです。アン
テイークはご購入条件等が一般の用品と異なりますので、瑕疵の状況を含めてご心配の場合はお手数ながらご購
入前にお問い合わせ下さい。

１９３３年・Hardy パラコナ”The Hebridian” １３’９”
＃７～８税込￥５３，５５０（税別￥５１，０００）

珍しいヘブリジアン・ロッドは日本で人気の高いデリケートでト
ルクの高いパワー、押し出すようにフライを遠投してくれます。 
ロッド重量約６００ラム、グリップ全長約６１センチ。３ピース、
２テイップ（１本は約１８ｃｍショートしていますが、オープン・
ブリッジ・ガイドを１個追加しスペアーとして使用可能にしてあ
ります）。ハーデイ・オリジナル布ケース付。 バットとミドル接
合部のフェルールが経年により僅かに摩耗しているようで、振り
方によってはまれに微小なガタツキ音が出る場合があります（気
付かない場合もある程度）。１９３０年代の塗装の特徴である表面
の微小な縮み皺や細かな剥落が見られます。ロッド全体に防水の
上塗り加工を施してありますので使用上問題はありません。良好
な状態と言えます。当店お問い合わせ番号 SA ５８８。

１９４６年ポープ・ドライ ･フライ ･ロッド
１０‘＃６～７ 税込￥５１，４５０（税別￥４９，０００）

アクションがかなり重厚なモデルで、現在の感覚では本流や湖、
ドライからウエットに適した万能型シングル ･ハンド ･ロッドと
言えます。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です。ロッ
ド重量約２３０グラム。２ピース、１テップ、スピアーが完全な
状態で付属しています。当店特製ハーデイ用エクステンションが
取付け可能です。英国に於いて全体の防水上塗りが施されていま
す。そのためロッドの状態はかなり良好と言えます。ハーデイの
オリジナル布ケース付。お問い合わせ番号 SA ５８５。

１９５２年ハーデイ・アーサー・ウッド１２‘＃７～８
税込￥５９，８５０（税別￥５７，０００）

デリケートなスペイ・ロッドのアーサー・ウッドはハードな”ワイ”
と共にハーデイ・ダブル・ハンド・ロッドの人気を二分するポピュ
ラーなモデル。本流のヤマメから中流域・広い渓流でも対応でき
るデリケートなロッドで、どなたが振っても楽しめます。ステイー
ル・センター仕様が生み出す粘りのあるトルクの高いパワーと取
り回しの楽な１２フィートと言う長さなどから、ダブル・ハンド
の重さを苦手とする方に適しています。ロッド重量約３９０グラ
ム。ハーデイ布ケース付きでフェルール・キャップが２個揃って
います。ロッドのショートなど見られないかなり良好な状態です。
フェルールの調整や一部ラッピングの巻き直し等を行っています。
３ピース、２テイップ。当店お問い合わせ番号 SA ５８０。

１９３０年代３ピース・バンブー・ロッド・１０’＃５
～６税込￥４３，０５０（税別￥４１，０００）英国でフル・

レストアー済、ロッドの状態は非常に良好です。作業中ロゴが消
えたらしく年代・メーカー等は当店の推測です。フェルールはハー
デイと同じロック・ファースト、ハーデイと同じフェルール・キャッ
プが２個揃っています。ハーデイと同じ町にあったアーニック・
トレーダーの一つ、ウオーカー・バンプトン製と推定しています。
ロッド重量約３２０グラム、ブラス・シートの長さは約１５センチ、
下端部に約４～５センチの余裕があるのでセミ・ダブルとしてご
使用可能。本流でのライト・スペイなどに最適。経年の為にミドル・
オス・フェルールに磨耗があり僅かのガタツキが見られますが（多
分気にならないと思われますが）。価格は３ピース・２テイップな
がらメーカー名が無い為にお買い得になっています。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 ５７０。

１９６０～７０年年代・シャープ・アバデイーン・
１２‘＃８ 税込￥５３，５００（税別￥５１，０００）

シャープの特徴であるインプリグネーション ･ロッド、耐久性が
最大の長所です。５０年以上たった今でもそれ程の痛みもでてい
ません。ロッド重量約４４０グラム、取り回しの容易な１２フィー
ト。ロング・ロッドに慣れた方なら時折シングルとしてもご使用
になれるでしょう。初めての方でも違和感なく振れる軽快なアク
ションと長さ、更にエクストラ・テイップ付、人気モデルの一つ
です。グリップの全長約５２センチ。メーカー製布ケース付き。
外見から見ると使用頻度も少ないと推測されるかなり状態の良い
ロッドです。当店お問い合わせ番号 SA ５８３。

１９６０年代ＪＪＳウオーカー・バンフト
ン１３‘＃７～８税込￥５５，６００（税別
￥５３，０００）ハーデイのある英国北部の町

アーニックには幾つかの釣具メーカーがあり、中でも、ウオーカー
･バンプトンは特に多くのハーデイ製と極めて似たロッドやリー
ルを販売していた事で知られています。ハーデイを辞めた社員を
多く雇用していた事がその原因と言われています。メノウのトッ
プ・ガイドとストリッピング、そして他のオープン・フレーム・
ガイドはハーデイと同じものが使用されています。ラッピングの
巻き方やシートの基本的なデザインなども類似性を感じます。こ
のロッドのアクションは多分ゴールド・メダルを元にしたと推測
されます。僅かな力を加えるだけで、後はロッドがラインを気持
良く投げてくれる事からどなたでもキャステイングをお楽しみに
なれるロッドです。使用頻度も多くないようで状態は非常に良好
です。３ピースでエクストラ・テイップが付いています。ロッド
重量約５８０グラム、グリップの全長は約８０センチ。布ケース
はメーカーの物ではないと思われます。フェルール ･キャップは
バット用が 1個付いています。お問い合わせ番号ＳＡ５６８。

１９７０年代ハーデイ・グラス・サーモン１４‘＃１０ 
税込￥３９，４００（税別￥３７，６００）このモデルは人

気の高いフェルール部にブラス・メタル・フェルールの補強付モ
デルです。ロッド自重約４９０グラム、実際にキャストすると太
いブランクの外観の印象とは違いかなり軽いと感じるでしょう。
グリップの長さは約 41 センチ。瑕疵としてこのロッドはテイップ
が僅かに傷ついたようで、数年後に新しいテイップをハーデイで
新規に修理したと思われます。若干仕様が異なりますが使用上支
障はありません。この点からお買い得な価格に設定されています。
ハーデイ布ケース付き。全体に防水上塗り加工済。３ピース、２
テイップ（内１本瑕疵あり）。お問合せ番号ＳＡ５７２。

１９８０年代ブルース＆ウオーカー・グラファイト・
サーモン・ロッド１５’・＃１０～１２ 

税込￥３２，２５０（税別￥３１，０００）１９５９年Ｊｉｍ　
ＢｒｕｃｅがＫｅｎ　Ｗａｌｋｅｒと出会い英国で最初のグラ
ス・ロッドを制作したことが現在の“ブルース＆ウオーカー”の
始まりです。多くのモデルのライン・ウエイト・レンジが広い事
がこのロッドのアクションの特徴を良く表しています。細いライ
ンではテイップ部分が、重いラインを使用するとバットに負荷が
掛かりラインに応じて大きなパワーを生み出すことが出来ます。
これがトルクの高い遠投力とキャステイングの楽しさを感じさせ
てくれるのです。ロッド重量約３１０グラム、グリップの全長
８２センチ。メーカー・オリジナル布ケース付。全体に防水上塗
りを施してあります。３ピース、１テイップ。問い合わせ番号 SA
５７１。
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【 タックル･インフォメーションご購読料金について】

当店では新製品の入荷等に合わせて１年に１～２回程このタックル ･イン
フォメーションを発行しております。定期購読をご希望のお客様はお
手数ながら１０号分のご購読料￥１，７８０分の切手を同封の上お申
し込みください。尚、商品ご注文の折りにお申し込み戴けると、商品
代金に￥１，７８５を加算した納品書を同封申し上げますのでご一緒
にご清算ください。＊尚、途中での解約・当店の都合による発行の中
止等の場合は 1回あたりの発送済インフォメーション購読料を実費の
￥３６８（税込）で計算して残りの購読料をご清算申し上げます。

営業時間 １１：００AM～７：００PM
定休日 毎週月・火曜（月・火曜が休祭日の場合は営業致します）

〒３３５－０００４

埼玉県蕨市（わらび）中央４－１－３
℡ 048-431-6859 Fax 048-444-6734
Ｅメール　shop@sasanofly.com
http//wwww.sasanofly.com

年末は１２月２３日
（月曜）・２４日（火曜）
も営業、３０日まで無
休で営業します。３１
日～３日は休業、４日
から営業致します。

　　　　　　　　　【価格表記について】

インフォメーションでは出来る限り税込・税別の両者を併記しております。誤
記が有るかもしれませんので、ご注文時正確な金額をお知りになりたい場合は
見積書をご請求下さい。商品のプライス・カードに税込と表記していない一部
の商品は税別になっております。＊予告無く価格が変更される場合があります。

アンテーク商品について：入れ替わりがかな
り早く、インフォメーション発刊時には売り切
れとなる商品が多いため、最新情報は当店ホー
ム ･ページをご覧ください。www.sasanofly.com

２０１４年・年末年始の営業

３０日 ３１日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日

営業 休み 営業 営業

１９８０年代デビッド・ハンナ・アイスランド製ドニゴー
ル・ハット＃７税込

￥９，０３０（税別￥８，
６００）１９３０年代か
らアイスランドで作られて
いたハンド・メイドのウー

ル製ハット。ハンド・メイドの
アイリッシュ・ウールを使った
タフなハット。防水・防寒に極
めて優れています。１９２４
年創業のデビッド・ハンナ社
は、現在はハンナ・ハット社と

名前が変わっているようです。このハットは１９８０年
代の製造でハット裏側にデビッド・ハンナのロゴが入っ

ています。未使用状態で大変綺麗です。英国サイズの＃７で日本
サイズの約５８センチで M程度になりますが日本の Sサイズとご

理解下さい。お問
い合わせ番号ＳＣ
３６４。
その他のアイスラ
ンド製ドニゴー
ル・ハット
①７-1/4・約５９
センチ②③共に７

-1/8・約５８センチ①～③は全て上部の
丸いタイプです。税込￥７，８７５（税別
￥７，５００）問合せ番号号 SC ３６６。
④ 7-1/8・約５８センチ。税込￥８，
６１０（税別￥８，２００）問合せ番号
SC ３６５。①②③④は全て未使用、サ
イズは Sとお考えください。

１９８０年代アングラーズ・デイスク・ウオッチ
税込￥１２，６００（税別
￥１２，０００）取り付けられているも
のはフライのタックルではありません
が、どこかほのぼのとする釣りの小物
がクリールに詰め込まれています。フラ
イ・フィッシャマンの机の上にお似合
いのアンテイークです。当店の推測で
は、時計を含めてかなり重厚な作りと
この年代などから多くは英国製または
ヨーロッパ製であろうと思います。台
座は８０ｘ４６ミリ、クリールのサイ

ズは５０ｘ３８ｘ２６（高さ）ミリ、時計は２２ｘ２３ミリ、重
量は約２００グラムです。時計は取り外し式で電池の交換が可能
です。現在も作動中です。当店お問い合わせ番号ＳＣ３６３。

１９７０年代コロンビア・スポーツ・ウール・カシミール・
クラッシャー・ハット M税込
￥６，９３０（税別￥６，６００）
１９７０年代・小さな町工場のよう
な会社であったポートランドのコロ

ンビア・スポーツの厚手のウールで
作られたフィッシング・ハット。内部
にインドのカシミール地方の製品であ
ることが記載されています。優れた羊
毛の産地でもあるカシミールで作ら

せたオリジナルのハット。重量約１７０グラム、しっかりとした
１００％ウール素材。これだけ目の積んだ１００％ウール素材な
ら雨も気になりません。サイズは M。コロンビア・スポーツのタ
グも付いた未使用状態です。お問い合わせ番号Ｓ C３６９。

１９６０年代D.J.Bell Morpeth・コケット・12’#７～８・
サーモン税込￥３３，６００（税別￥３１，０００）

ロッドのアクションはかなりしっかりしていますが、どなたでも
大変振りやすいと感じる万能タイプのスペイ・ロッド。長さも
１２フィートと大変取り回しが楽で一日のキャストでも疲労感を
感じないと思います。ロッド重量約４３０グラム。重要な個所を
再接着や巻き直し等を行いこれからも長くご使用になれる状態に
いたしてあります。３ピース、１テイップ、オリジナル布ケース付。
当店お問い合わせ番号 SA ５６３。

１９７０年代・ハリス・ツイード・ノーフォーク・ジャット
税込￥４８，３００

（税別
￥４６，０００）ハ
リス・ツイードは、
スコットランドのヘ

アウーターヘブリデス諸島に
生息する顔が黒い「ブラック

フェイス」と呼ばれる羊の新毛を用
い、ハリス、ルイスの両島で職人の
手で織られたツィードの事を指しま
す。厳しい品質基準をクリアした生
地には、英国ハリス・ツィード協会

（ロンドン）より、英国王室からの使
用が許可された写真の宝珠の入った
マークが付けられるとの事です（こ
のジャケットには５３１０５９のシ
リアルが付いています）。この古い時
代のノーフォーク・ジャケットはそ
の作りがしっかりとしていて、天候

変化が多い英国ではこのような１００％ウール素材が寒くなる季
節にはいかにも最適です。このジャケットには袖口に英国ハリス・
ツイード協会のタグが縫い付けられている未使用品です。ボタン
も革で覆われていて当時の手作りへのこだわりが分かります。裏
地も確りした作りで重量も約１．２キロ、冬でも雨の中でも行動
が出来る英国らしいジャケットです。サイズは英国の表示で C
３４と表示されています。日本サイズに直すと小さめの Sと思わ
れます。ちなみに＃３６が Sと Mの中間、＃３８が M、＃４０が
Lと Mの間に該当します。着丈７０・胸周り９０・袖丈６０・肩
幅１２０・裾周り９６センチ。お問い合わせ番号 SC ３６７。

アメリカ・シーマスター・リール公式フィッシィング・キャッ
プ税込￥４，３０５（税別￥４，
１０００）コレクターの間で特
別なリールとして高い評価を得
ているハンド・メイド・リール
のメーカーであるシーマスター。
有名なベビー・ドール・リール
の製造も再開されています。メー
カーの公式エンブレム付、前面

がウオッシュド
１００％コットン・
タオル地＆メッ
シュ製キャップ。
シーマスター・リー
ルのコレクターに

お勧めです。生産国不明、フリー・サイズ。


