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キーオ・＃１・クック・グリズリー・ハーフ・サドル
税込￥８，４２４（税別￥７，８００）ドライ専用クック・サド

ル＃１グ
レードを
ハーフ・
カットし
たもので
かなり多
量のフラ
イを巻く
事が出来
ます。全
カラー共
グリズ
リーをダ
イドして
ありま
す。キー
オのサド

ルは小型ドライ用に作られて
いるので＃１４はもちろん
＃１６も巻けるものが多く含
まれています（入荷量や時期
によりばらつきがあり、全て
に説明が該当するものではあ
りません）。カラー：①グリ
ズリー・ナチュラル②ジン
ジャー③オリーブ④ダン⑤イ
エロー⑥ブラウン

グリズリー・ソフト・マラブー・１/２パッチ① Std. 税込￥２，
３７６（税別￥２，２００）・② L税込￥２，５９２（税別￥２，
４００）あらゆる釣り場で大きな効果を発揮するマラブー・フェザー

です
が、今
回ヘ
ン・グ
リズ
リー
の
腰の
部分
のコ
ンプ
リー
トが
入荷

しました。中心部から２等分されたハーフ・パッチ、フェザーの付
いた表面のサイズは長さ約３０ｃｍ、横約１４ｃｍ（一定ではあり
ません）程度なので十分な使用量のフェザーがとれます。サイズも
ストリーマーやサーモン・フライの大型フライから渓流用のフライ
まで多種類のサイズのフライを巻く事が出来ます。スキンのサイズ
に①スタンダード（Std.）と② Lサイズがあります。入荷量が少な
い為、ご注文時には第一希望と第２希望を合わせて御指示いただく
と入手の可能性が高くなります。カラー：①ナチュラル・グリズリー
②タン③シャトリュース④オリーブ⑤イエロー⑥ブラウン⑦レッド

キーオー・＃２・クック・ハーフ・グリズリー・サドル

税込￥６，３７２（税別￥５，９００）ドライ・フライ専用の
グリズリー・クック・サドルを半分にカットしたものです。
長い部分のフェザーが５０～６０本、短い部分が２０本程度

（数量
には
個体
差が
あり
ます）
取れ
るの
で多
量の
ドラ
イ・
フラ
イを
巻く
事が
出来

ます。フック・サイズは＃１４をメインに少量の＃１６とか
なり多くの＃１２を巻く事が出来ます。フェザーの最も長い
部分は約３５～４０ｃｍ程になります。入手がかなり難しい
場合があるので売り切れの節はご予約ください。

キーオ・クック・ネック・タイヤーズ・グレード税込￥１０，５８４
（税別￥９，８００）プロ・タイヤー向けの徳用クック・ネッ
ク・ハックルです。スキンの形が歪んだりしているものもあ

ります
がフェ
ザー自
体には
問題は
ありま
せん。
＃１６
をメイ
ンにそ
れ以下
も巻く
場合
は、サ

ドルよりクック・ネックを
お勧めします。カラー：①
グリズリー・ナチュラル②ク
リーム③ブラウン④ Med. ブ
ルー・ダン⑤ジンジャー⑥ブ
ラック

クックデリオン税込￥１，８３６（税別￥１，７００）フェザーの柔

らかさが生

み出す水中

でのバイブ

レーション

と独特の霜

降り模様か

ら、ウエッ

ト・フライ

の効果的

ハックルの

一つです。これはフランス産の本物のクックデリオンです。通常６枚～

７枚入り（小型フェザーはそれ以上）、フェザーの長さは１３センチ程

度が一般的です。カラー：① Lt スペックルド② Med スペックルド③ Dk

スペックルド④バード・スペックルド⑤ブラック・バード・スペックル

ド⑥ジンジャー・スペックルド⑦ダン

１９５０年代へドン・９‘＃５税込￥３９，９６０（税別￥３７，０００）
人気のへドン・バンブー、スウエル・バット・デザインが生み出すシャープなア

クションは現代のロッドにも通じます。重量１２０グラム、当時最新のステンレ

ス製と思われるユニークなシートとフェルール、機能性は勿論へドン・ロッドに

は見る楽しみもあります。ストリッピングはニッケル・フレームのメノウ・リング。

素早いアクションは日本の渓流の万能ロッドになります。ラインは＃５～６、３

ピース、２テイップ、状態はかなり良好です。スネークが１個交換されています、

ラッピングの防水上塗

りを行いました。オリ

ジナル布ケースとダン

ボール・ケース（キャッ

プが紛失）付き。お問

合せ番号Ｓ A７８７。
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マグネット・フライ・フック・ケース税込￥１，０５８（税別
￥９８０）両面のそれぞれのコンパートメント部分の底面にマ

グネットが敷き詰めてあるの
でフックが仕切りから移動
したりこぼれる事がありませ
ん。サイズは１０５ｘ１４５
ｘ２１ｍｍ、１５２グラム。
片面は約２１ｘ２３ｍｍのコ
ンパートメントが２４個、反
対側はこのサイズが１２個と
３２ｘ２４ｍｍが６個、４９
ｘ２１ｍｍが２個の計２０小

間、両面で４４種類のフックが収納できます。両面に、先端にマ
グネットが付いたステイックが付いているのでフックの取り出し
が容易です。フックの代わりにミッジ・フライの収納もできます。

英国製ダブル・ハンド用リング・シート・パーツ税込￥４，
３２０（税別￥４，０００）軽さと使い易さが優れている
事から、シングル・ハンドのライト・ロッドではポピュラー

なリング・タイプ・
シート。この長所
から古い時代のダ
ブル・ハンドでも
かなり多用された

タイプです。グラファイトやグラス・ロッドの時代になってもブ
ルース＆ウオーカー・ロッドにはリング・シートが定番として取
り付けられていました。スピニング用の大型リングはあってもス
マートなデザインのフライ用大型タイプが中々ありませんでし
た。今回ダブル・ハンドの本場イギリス製のクラシックなデザイ
ンと高い機能性のリング・シートを輸入しました。２個セット（コ
ルクは別売です）。サイズ：高さ１３．３ｍｍ、内径２５．７ｍｍ。

コンビネーション・グラファイト・ロッド　１０‘６“＆９’＃５

～６税込￥１４，０４０

（税別￥１３，０００）
１本のロッドで１０‘６“と

９’の両方の長さに使用でき

る多目的モデル。１０‘６”

の場合は５ピースになります

が、手元２番

のみ全長が

２０“と他の

４本（長さ

２９”）より

９“短くなっ

ています。９’として使用する場合は短い手元２番を外してバットを

手元３番に差込みます。バットの外径と手元２番の外径が同じなので、

共に手元３番に差込むことが出来るデザインになっています。５ピー

スの１０‘６“の場合の重量は約１１９グラム、４ピースの９’の場

合の重量は約１０２グラム。グリップ上端部のブランクの外径は約８．

４ｍｍ、トップ・ガイド下端のブランク外径約１．３ｍｍ、シガー・タ

イプ・グリップの全長は約１７５ミリです。アクションは１０‘６“の

場合はかなり滑らかで柔らかいアクションと言えます。９’の場合は

パワフルなアクションになります。本流、湖、渓流と多目的にご使用

になれ便利なモデルです。オリジナル・コーデラ・ロッド・ケース付。

ブランクはマッド・ブラウン、ガイド、シート、ラッピングがロッド

のブランクに合わせたブロンス・カラーで統一されています。中国製。

ミッジ・フライ・ボックス取って置きのフライだけを選んでこの

小さなフライ・ボックスに分けておけば、イブニング・ライズで焦る

事なく絶対の自信を持つフライをセレクトすることが出来ます。中国

製。①クリヤー６小間税込￥１３０（税別￥１２０）８７ｘ６４

ｘ１７ｍｍ。②クリヤー

８小間税込￥１６２（税
別￥１５０）１１５ｘ

８０ｘ１６ｍｍ。底部が

カーブになっているので

手になじみやすく大変使

いやすい薄型タイプです。

ノーストレッチ・フライ・ラインWF5F税込￥２，５９２（税
別￥２，４００）魚の引きが敏感に伝わる伸縮性の殆どないラインと
してあらゆる釣り場で人気の高いブレイデッド PE ラインを、一般的な

フライ・ラインと同じ透明チューブ状の塗膜で覆ったフローテイング・

フライ・ラインです。他の中国

製フライ・ラインと同じくテー

パーが緩めですが、キャステイ

ングに不自由は感じないと言う

評価をお客様から頂いています。

マイクロ・メーターでの計測に

よるとリール取付け部の外径は

約１．０６ｍｍ、リーダー側の外

径約１．１ｍｍ、太そうな箇所

を計測したところ外径約１．２４

ｍｍです。計測時にラインをは

さむと押されて実際より少し細

く計測されます。最悪の場合は

ランニング・ラインとしての使

用もご考慮いただければ無駄に

はなりません。米国の Wetflyfish

というブランドの OEM 製品です。

長さは９０ヤード、現時点では WF ５F のみ在庫があります。中国製。

クリック・タイプ・ライト・フライ・リール
近年は回転のスムー
スなベアリングとデ
イスク・ドラッグの
組み合わせがフライ・
リール機構の主流に
なっていますが、甲
高いクリック音のド
ラッグに懐かしさを
感じる方も少なくあ
りません。強度と軽さ
を併せ持つ６０６１－
T６アルミ・バーストッ
クを、マシン・カット
で仕上げたデリケート
で美しいクラシックな
シングル・アクション・
リールです。左右のハ

ンドルは交換可能です。シルバー・カラー、中国製。

番号 適合ライン 重量ｇ 外径 内径 内幅 税別

① ＃２～３ 90 66 33 23 ￥13,000

② ＃３～４ 97 72 33 23 ￥14,000
ウオーター・プルーフ・フライ・リール

マシン・カット仕
上げの美しいデザ
インと、防水機構
を備えた軽量フラ
イ・リールです。
ボール・ベアリン
グのハウジング部
分をラバー・リン
グで塞いで水の侵
入を防いでいます。

美しいデザインと高機能性を併せ持つモデルです。カラーはシル
バーとブラック、左右交換が可能。中国製。

番号 適合ライン 重量ｇ 外径 内径 内幅 税別

① ＃２～３ 101 68 37 27 ¥16,000

② ＃３～４ 106 74 40 27 ¥16,500

③ ＃５～６ 138 86 46 30 ¥17,000

④ ＃７～８ 146 94 50 30 ¥18,500

HAF フライ・リール７９税込￥１１，８８０

（税別￥１１，０００）スプール外径

９４ｍｍ、スプール内径６０ｍｍ、スプー

ル内幅２９

ｍｍ、重量

約１８０グ

ラム。ダイ

カストの原

型をマシン・

カットで丁

寧に仕上げ

た現代的な

デザインの

モデルです。リールはボール・ベアリングでスムースに回転します。フ

レームは非常にシンプルで軽快です。強力なドラッグを持つ本流・湖用

モデルで、適合ラインは＃７～９。左右交換可能です。中国製。
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フィッシュ・ヘッド・Sと Mサイズ税込￥８４２（税別￥７３０）
光沢とカラーが非常にリアルなフィッシュ・ヘッド、ソルト・ウオーター

のみな
らず淡
水でも
効果的
な輝き
でトラ
ウトを
誘いま

す。左右に２分割されたヘッ
ドは下端部が接続されている

のでキャステイング中の強度を保つことができます。ヘッドには両面
テープが張られているのでフックに貼り付けた後、接合部をスレッド
で巻きエポキシで表面を塗装すると更に強度が高まります。従来のヘッ
ド類に比べると本物らしさが非常に高いリアルなアイ付きヘッドです。
カラー：①ナチュラル（１・３）②スモーク（２・４）、サイズ：スモー
ル（１・２）とミデイアム（３・４）があります。スモールは横の長
さが約１８ｍｍ、ミデイアムは約２６ｍｍあります。６セット・パック。

ボトル・ホルダーフロータント類をゴム・バンドやベルクロ・テープで確

りと固定、小型カラビナでベスト等のリングに取り付けます。フロータント類

をケー

スに取

り付け

たまま

使用で

きる大

変便利

なホル

ダーです。①税込￥４６４（税
別￥４３０）２．５ｘ１１ｃｍ

のナイロン・ベルトの内径１６ｍ

ｍの穴の中にフロータントの先端

部を入れます。下部はラバー・バ

ンドで固定します。②税込￥４６４（税別￥４３０）４２ｍｍ程度

の外径まで収納できるベルクロ・テープで固定します。強い固定力を保つに

は、３８ｍｍ程度の外径・ドライ・シェイク位までのサイズをお勧めします。

③税込￥５７２（税別￥５３０）ベルクロ・テープが２個付いたダブ

ル・フォルダー・タイプは、底同士を合わせて上下に２個（左端写真）のド

レッシングを収納することが出来ます。中国製。当店オリジナル・モデ
ル日本製・外径４ｃｍの大きなミューシリンまで入れられます。ラバー・バ

ンドと本革を使用してあります。④デラックスハンド・メイド税込￥２，
１０６（税別￥１，９５０）⑤税込￥９５１（税別￥８８０）

リトリーバー付きロッド・ホルダー税込￥７９９（税別７４０） 
ウエデイング中やゴロタ石

の場所ではロッドを保持し

ながらのフライの交換や取

付け、ポイントの研磨等の

作業は中々丁寧に行うこと

が出来ません。このネオプ

レーン製ロッド・ホルダー

があるとリール・シート部

分をウエーダーやベストの

隙間で保持しながら、ロッ

ド上部をこのロッド・ホル

ダーで保持すれば作業の折に両

手を使用する事ができます。テ

イップ・セクションを保持する約

３ｍｍとミドルやバットを保持

する５ｍｍの穴が付いています、

共に穴は伸縮しますのでこれよ

り大きな外径も保持する事が出

来ます。ネオ・プーレン本体部分

の横幅は約２４ｍｍ、楕円形の外径は２０ｍｍ。ベスト等に取り付ける金属ワ

イヤー製リトリーバーは約５０ｃｍまで伸ばす事ができます。中国製。

自作ライン用フライ・ライン・スプール税込￥２３１（税別
￥２２０）市販の各種ラインをカット、好みのデザインに繋ぎ合

わせてキャステイングし易
いテーパーのラインを自作
する方が増えています。自
作ラインの数が増える程、
正確なデータの記録と共に
ラインを保管する必要性が
あります。このスプールの
内部には外径約６５mm の
記録紙等を入れるスペース

がありデータの保管が出来ます。サイズ：外径１１８ｘ内径７１
ｘ内幅１８ｍｍ。中国製。

ミニチュアー・リール・
キー・ホルダー①フライ・

リール税込￥７５６（税別
￥７００）②スピニング・

リール税込￥９７２（税別
￥９００）フライとスピニン

グの２種類がありますが、共に

ハンドルを回すとリールが回転

します。フィッシャマンが見てもかなりリアル

な造りです。キー・ホルダーのみならずアクセサ

リーとしてもお楽しみいただけます。共にチェー

ン部分だけの長さ約２６ｍｍ、リール・フットに

取り付けたスプリット・リングからキーを入れる

リング先端までの全長約７３ｍｍ。サイズ：①フ

ライ・リールの外径約２５ｍｍ②スピニング・リー

ル、側面の最大幅４０ｍｍ、前面から見た最大幅

３４ｍｍ。中国製。

リール・バック・ケース税込￥４，９６８（税別￥４，６００）
大切なフライ・リールを破損や凹み・変形から保護するタフなリール用

バック。内部は６

小間まで仕切れま

すが、中心部を含

めて全ての仕切り

板は取り外しが自

在です。サイズの

変更が簡単に行え

ます。内部にはリー

ダーやラインを収納できるポケットが４個

付いています。更に大型アウト・ポケット

が外に付いています。リール収納部の底は

ソフトなマットで保護されています。手提

げとショルダーの両方に使用できます。サ

イズ：約２４ｘ３６ｘ１３ｃｍ。中国製。

１９７０年代・７‘・オービス・インプリグネーション・ミ
デイアム・バンブー・スピニング税込￥５２，９２０（税別
￥４９，０００）本流・湖用の大型トラウトを狙うミデイアム・
アクション、１/４～１/２オンスが適合ルアーと表記されていま
すが、バンブーなので軽いルアーには十分対応できます。当時既
にグラファイト・モデルも出てきていましたが、未だバンブー職
人が数多く残っており、このモデルも手慣れた作業でしっかりと
作られています。ロッドの状態はスピニングとしては良好といえ
ます。重量１３０グラム、耐久性の高いインプリなので、大型ト

ラウトとのファイトを心行くまで楽しむことができます。オリジ
ナル布ケースとアルミ・ケース付き。お問合せ番号Ｓ R７３。

１９７０年代オービス・フィリプソン・フルフレックス・ス
ピニング６‘６“ライト・アクション税込￥４２，１２０（税
別￥３９，０００）スピニングとして状態が大変綺麗な１/４～ 1/2

オンス

用グ

ラス・

ロッ

ド、滑

らかなアクションで渓流から中流域までお楽しみいただけます。このモ

デルはあのフィリプソンで作られた OEM ブランクをオービスが組み立て

た非常にコレクターに人気の高いモデルです。シートは任意の位置に固

定できます。オービスのオリジナル布ケース付。それ程目立ちませんが

バットのガイド周辺１０ｃｍ程度の範囲に微小塗料が付いたと思われ

るものが点々と見られます（目立ちませんが）。お問合せ番号Ｓ R７４。
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スナップ・フック１８個入り税込￥２７０（税別￥２５０）
スナップのリング部分にリーダーを結ぶだけでフライの交換

が簡単に行えま
す。特にウエッ
ト・フライやス
トリーマー等で

は目方をそれ程気にすることもないので
お勧めです。思ったより便利で効果的な
スナップです。①はドライ用の極小サイ
ズです。リング内径サイズ：①ドライ用
約１ｍｍ②ウエット用約３ｍｍ。

ステンレス・テイペット・リング・１０個税込￥２１６（税別

￥２００）外径約２. ５ｍｍのステンレス極小リング。ナイロン同
士の結束に使用しますが、ウエット・フライ・フィッシングでフ
ライを複数取り付ける時にこのリングを使用するとフライの交換

が簡単に行えて大変便利
です。キャステイング時
にも、フライを流す時に
も抵抗はありません。写
真のごとく一般的なロッ
ドのトップ・ガイドは
楽々通す事が出来ます。

リムーバブル・フック・キーパー税込￥３１３（税別￥２９０）

アンテイーク・バンブー・
ロッドの中にはフック・キー
パーの付いていないロッド
があります。貴重なアンテ
イーク・ロッドのオリジナ
リテイを損ねる事は大変残

念なので、仕方なくガイドにフッ
クを引っ掛けて使用したりグリッ
プに差して使用する場合もあり
ます。実際の釣り場ではキーパー
が無い事に不便を感じるでしょ
う。この、ラバーで任意の位置に
着脱出来るプラステイック製キー

パーをバンブーに取り付ける事で、格好は多少不細工ですが
貴重なロッドに傷を付けずに快適な釣りを楽しむことが出来
ます。フックを掛けるプラステイック部分のサイズは３．６ｘ
１３．５ｍｍ、ラバー・バンドの外径は２６ｍｍと２３ｍｍの
２本がセットになっているので渓流用ロッドからダブル・ハ
ンドまで取り付ける事が出来ます。ラバーは輪ゴムでの代用
やホーム・センターで類似品を入手可能です。中国製。

フライ・リール・ケース貴重なフライ・リールをネオ・プレー
ンで安全に
保護する各
種リール・
ケース。④
のポケット
付きデラッ
クス・モデ
ルが新入荷
した事と円
高の為に値
下げされた
この機会に

５タイプをご紹介いたします。①以外はリールをロッドに取り付
けたままでも使用出来ます。①ジッパー付き、上下がネオプレー
ン、サイド部分がナイロン。内部は厚手のネオプレーンで保護さ
れています。②ネオ・プレーン製万能タイプ。③ネオプレーン、
Mサイズ。④ネオプレーンとコーデユラ・ナイロン製、ポケット
付きLサイズ⑤ネオプレーン製Lサイズ。表示サイズｃｍ、中国製。

番号 適合リール 外径・厚 横 縦 税別

① ＃６以下の渓流用 10（外径） 6.5 ￥550

② 渓流から＃７程度 11 11 ￥460

③ ＃５～＃６ 6（底部厚） 8 10 ￥580

④ ＃６～＃８ 7（底部厚） 9 11 ￥650

⑤ ＃６～＃８ 7（底部厚） 9 11 ￥640

ウオーター・プルーフ・フラ
イ・ボックス税込￥９１８（税別
￥８５０）開閉部分がラバー・パッ
キングで密封される防水フライ・
ボックス。４か所のクリップで蓋が
固定されるので防水性はほぼ完ぺき
といえます。内部のコンパートメン
ト用仕切り板が６枚入っています、
大きな仕切りにもできるのでソル
ト・ウオーター用大型フライやバス・
バクを入れる事も出来ます。サイズ
２２ｘ１６．５ｘ５ｃｍ。中国製。

テイペット・フォルダー・２タイプテイペットはベストのポケッ
トに入れると使用時に絡まって始末に悪い事になります。外に下

げて使用する事でテイペット交換が素早
く行えます。①ゴム・バンドで T字型に
組み合わされたプラステイック製の棒を
小型カラビナでベスト等にぶら下げま
す。横の棒のサイズは外径７．９ｘ４０
ｍｍ、縦の棒のサイズは７．９ｘ５０ｍ
ｍ、取付けはカラビナをラバーバンドか
ら外して縦の棒にテイペット・スプー

ルの中心部の穴に通します。税込￥４５４（税別￥４２０）②ほ
ぼ同じサイズでスプールを止める位置が調節できるストッパー付
き、下端部には小物をぶら下げるプラステイック・スナップが付

いています。税込￥３７８（税別￥３５０）

フライ・パッチ・３タイプ
①税込￥３８９（税別￥３６０）クリップが付いた便利なフォー
ム製のフライ・パッチ。サイズは７ｘ１０ｃｍ、フォームの厚さ

は５．８ｍｍです。フォーム
には４０本程のフライを保管

することが出来ます。②税込
￥４１０（税別￥３８０）表

は１と同じで裏面にベルクロ・
テープが付いたモデル、ベス
トやシュリング・パック等の
ベルクロに取り付ける事が出

来ます。③税込￥７５６（税別￥７００）両面が使用出来、メタル・
チェーンのリトリーバー付。両面にフライを取り付ける事が出来
ます。フォームに差してもフォームの溝に挟み込んでもフライを
収納できる高機能タイプ。全モデル共中国製。

薄型マグネット・フライ・ボックス薄型で手に馴染みやすい透
明フライ・ボックス。フライが底面の磁石で緩やかに固定されて

いるので風で
飛んだり、逆
さにしてもフ
ライが落ちた

りする事がありません。
手に馴染む薄型なので
ベストのポケットにも
すんなりと収まります。

表示サイズｃｍ、中国
製。

番号 横 縦 厚 小間 mm 税別 小型の６小間・８
小間タイプはお気
に入りのフライを
セ レ ク ト し て 仕
舞って置くのに最
適です。

① 9.5 6.3 13.3 22x24mm ￥350

② 13 10 12.3 39x25mm ￥720

③ 8 10 12.6 25x25mm ￥840

④ 9 11 14.1 39x25mm ￥840

１９５０年代・へドン・ブルーウオーター・９‘＃５～６税込

￥３９，９６０（税別￥３７，０００）現在でもフライ・フィッシャ

マンにその高品質を評価され非常に人気の高いへドンのアンテイーク、

このモデルは１９５０年代初頭の３ピース・２テイップ・モデル。重量

約１２０グラム、グリップ長１７５ｍｍ。アクションは現在のロッド

に近く、シャープで軽快、渓流から中流域までのあらゆる釣

りに対

応でき

る万能

ロッド

です。

ロッドのショートやパーツの欠落、スレッドの断裂や大きな傷等が見ら

れない良好な状態です。軽微な曲がり直しとラッピング部の防水上塗り

を行いました。ブロンズ・スネークとレッド・メノウ・ストリッピング

付き、段ボールのケースがオリジナルではないようです。お問い合わせ

番号ＳＡ７８７。
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ライト・メッシュ・ベスト税込￥８，３１６（税別￥７，
７００）近年フライ・フィッシングを楽しむ方の間でスリング・バッ

ク等の軽量バックを好まれる方が増えていますが、このメッシュ・ベス

トはそのような方にお勧めです。背中部分には１６ｘ１２ｘ４ｃｍのポ

ケットが付いているだけですっきりしています。頻繁に使用するフロン

ト部分には大小の

ポケットが多量に

付いて手際よく仕

分けが出来るの

で、釣り場での作

業が大変スピーデ

イーにストレスを

感じずこなせるで

しょう。フロント

の一番目立つ縦型ポケットのサイズは

約２０ｘ１２ｘ４ｃｍです、他の中小

ポケット類はこれを基準に類推ください。貴重品を入れるインナー・ポ

ケットも４個付いています。フライ・パッチが１個付いています。丈は

約４８ｃｍなのでウエデイング・ベストに近いショート・タイプです。

サイズはフリー・サイズで生地が確りしたナイロン製、中国製。

ライト・スリング・バック税込￥３，７８０（税別￥３，
５００）ライト・

ウエイト・タイプ

のフィッング・バッ

ク。サイズは約

３８ｘ２１ｘ１０

（厚さ）ｃｍ。体

に当る部分はメッ

シュとフォームに

なっているので重

いタックルを入れ

ても快適な着用感が保たれます。２０ｘ１７ｘ７ｃｍのフロント・ポ

ケットの内部には２層のインナー・ポケットが付いています。本体の内

部にも貴重品が入れられる１６ｘ１７ｃｍのインナー・ポケットが付

いているので細かいタックルを仕分けして入れられます。更にサイド

にはペット・ボトルも入れられるメッシュ・ポケット付き。雨具・食

料を入れて渓流を長時間歩く事ができます。フォームとメッシュで覆

われた幅広ストラップにもネットを取り付ける事が出来ます。中国製。

ハンデイー・スリング・バック税込￥３，９９６（税別￥３，７
００）シンプルなデザインながら沢山のポケットが付いている機

能性の高いフィッ
シング・スリン
グ・バック。バッ
ク本体が型崩れし
ないようにバット
を入れたコーデユ
ラ・ナイロンで頑
丈に作られていま
す、丁寧な作りと
併せて耐久性が高

いモデルです。サイズは縦約３９ｘ
横３３ｃｍ。インナー・ポケットが２個付いた２１ｘ１８ｘ７ｃ
ｍのメイン・ポケット、外側に１５ｘ１４ｘ４ｃｍのアウト・ポケッ
トが付いています。更にネットのグリップを差したりフロータン
トが入れられるポケットが付いています。５ｃｍ幅の安定感のあ
るショルダー・ベルトには車のキー等の貴重品を入れるジッパー
付きポケットとメッシュの小型ポケットが付いています。中国製。

キャリオール・スリング・バック税込￥６，３７２（税別￥５，
９００）サ
イズ約２４
ｘ３８ｘ
１０ｃｍの
４角形のメ
イン・バッ
クを持つベ
ストに匹敵
する本格的

な収納量のスリング・バックです。

レイン・ウエアーや食料が入れられ

るメイン部分は２層に分割されています（取り出しが容易

な全体の 1/ ３の大きさのサブ・外ポケットも付いていま

す）。バックの上には１７ｘ２４ｘ４ｃｍの２層式外ポケッ

トが付いていて、中にはベルクロで着脱できる１４ｘ１０

ｃｍのフライ・フォームまで付いている本格派です。サイ

ドにはフロータントなどを入れるメッシュ・ポケット、大

型のショルダー・ストラップにはネット取付け用の伸縮式

ネット・キーパーが付いています。中国製。

メッシュ＆コーデユラ・ナイロン・ラージ・ウエーダー・バッ
ク税込￥３，１３２（税別￥２，９００）バック上端部に折り畳み式の

硬質プラステイック・フレームが入って

いるので機能性が高く型崩れしないシン

プルなデザインに仕上がっています。上

端部のジッパー部を開けると、開いた状

態を保持できる為にバックの中でウエー

ダーの着脱が可能です。バック全体の約

１/ ３の上部は通気性の優れたメッシュ、

下部はダブルのナイロンで防水性に優れ

ています。メッシュもナイロンもかなり

厚手の素材で作られているので風格があ

り形が崩れません。バックを開いた状態のサイ

ズは４５ｘ２７ｘ３４（ｈ）ｃｍ、カラーはブ

ラック。中々良いデザインなのでウエーダー用

のみならず使い勝手の良いダッフル・バックと

して使用できます。中国製。

デラックス・メッシュ・ベスト税込￥１０，５８４（税別￥９，
８００）基本的な機能は上記ライト・ベストとほぼ同じでそのデラッ

クス・モデルです。

バックのメッシュが

２重になっていて

全体が大きな収納に

なっているので、レ

イン・ウエアーや食

料などを入れる事が

出来るので長距離を

歩いたり長時間の釣りには適しています。

左右のフロント・ポケットにはフライ・

フォームまで付いてるのはまさに至れり

尽くせりのデザインです。ベストの丈は

約４３センチ、サイズはサイドで調整で

きるのでフリー・サイズです。中国製。
１９３０年代オルコック・ポピュラー・９’＃４～５

税込￥３５，６４０（税別￥３３，０００）１８００年代初頭にフッ

ク ･メーカーとして創業したオルコック、アンテイーク好きな方に

人気の柾目コルク・グリップ、ブラス・リング・シートなどの仕様

から１９３０年代のモデルと推測されます。アクションは伝統的な英国のロッド

とは異なりかなりシャープでデリケート、渓流から中流域まで、ドライからウ

エットまで、幅広くご使用になれる多目的ロッド、ラインは＃４～５をメインに

＃３も使用可能。ロッド重量約２１０グラム、一体式柾目コルクのバット・エン

ドまでの全長３１ｃｍ。グリップ先端部のブランクの対面外径約９．４ｍｍ、トッ

プ・ガイド下は約１．９ｍｍです。ほぼロッドの基本的部分はオリジナルの状態

を保った良質な状態です。３ピース、２テイップですが、エクストラ・テイップ

は一部分接着が外れ６面の内の１面が折れたものを再接着して補強してありま

す。予備としてはご使用になれますが、この為の特別な価格になっています。オ

リジナル・ケース付。長くご愛用頂ける状態なので１個のスネークを交換、イン

ターミデイエット・ラップ部分と３か所のガイドのラッピングをやり直してあ

り、ロッド全体の防水上塗りも行いました。問い合わせ番号ＳＡ７７９。

１９３０年代ファーロー・９‘６“＃５～６税込￥２４，８４０
（税別￥２３，０００）このナチュラル・バンブー・ロッドの年代は、

ハーデイと同じロック・ファースト・フェルールやブリッジ・リング・

ガイド等の仕様、布ケースのロゴ・マーク、パーツなどからの推定です。

ロッド重量約２００グラム。ロッドの中心部から大きく曲がる柔らかな

デザイン、大型フライでも楽に投げられるトルクの高いアクション、こ

のようなロッドに慣れた方にはかなり軽いと感じられるモデルです。状

態は良好と言えます。バットのグリップ上部の３面の接着張合わせ目の

５～６ｃｍの間が僅かに開いたのか黒い線になっています。アンテイー

クでは時折見られる事で後から塗料を塗ってあるので通常の使用では支

障がありません。テイップが英国の古い時代のロッドに見られるかなり

短めなデ

ザインで

す。当店の

レストアー

の専門家と

も検討し

ましたが他のガイドとの間隔などからトップ・ガイドが巻き直されてい

るがオリジナルの長さと推定しました。以上の点を考量して人気の高い

１９３０年代のファーローながらお買得の価格になっています。お問い

合わせ番号ＳＡ７８０。
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１９８０年代オービス・ウエスターン・シルバー・クリーク９
‘＃３～４税込￥３７，８００（税別￥３５，０００）ラインは＃３か

＃４と思われるかなりデリケートなグラファイト・モデルです。重量８０グラム、

日本の渓流では万能ロッドとしてドライからウエットまでお楽しみいた

だけます。

オービス・

コレクター

にはこのモ

デルのよう

な滑らかなアクションのアンサウンド仕様が好まれます。状態はかなり良好です。

オリジナル布ケースとアルミ・ケース付。問合わせ番号Ｓ A７９４。

１９７０年代オービス・インプリグネーション・マデイソン８
‘６“＃８～９税込￥５１，８４０（税別￥４８，０００）古い時代

の CAF のライン表記ですが、現代のナイロン・ラインでは＃７～８が適し

ていると推測されます。ロッドの状態はかなり良好、各部にショートは見

られません。何故かテイップが５ｍｍ長くなっています。本流や湖水での

大型トラウト用に適したモデルです。状態はかなり良好です。２ピース、

１テ

イップ、

オリジ

ナル布

ケース

とアルミ・ケース付き。問合わせ番号Ｓ A７９２。

１９７０年代オービス・グラファイト・ウエスタン・８‘９“＃７
～８税込￥３７，８００（税別￥３５，０００）アメリカ西部でのバス・

バグや大型ストリーマー等の大型フライをキャストするようにテイップがバット

より３-１/４“長くなっているパワフルなグラファイトです。ソルト・ウオーター

での使用

にも適し

ていま

す。人気のアンサウンド仕様、ロッドの状態は良好です。重量１１０グラム、オ

リジナル布ケースと、別売のアルミ・ケース付。問合わせ番号Ｓ A７９７。

１９５０年代サウス・ベンド・９‘＃４～５税込￥３９，９６０（税
別￥３７，０００）美しいダーク・ブラウンのブランク・カラーがアンテイー

クの雰囲気を醸し出している３ピース、２テイップの渓流用多目的モデル。状態

がかなり

良好でロ

ゴも全て

残ってい

て塗装面

も目立つ

ような傷等は見られません。HCH、D,GBF のライン表示、当時のラインの DT ７と

WF ６程度ですが、ロッドはかなり柔らかくナイロン・ラインでは＃４～５が適し

ています。オリジナル布ケースとアルミ・ケース付。問合わせ番号Ｓ A７８８。

インフォメーション９５号は掲載量が多い為商品説明が簡潔になっています。インフォメーションご購読者様用期間限定サイト：
にて細部をご確認ください。

１９８０年代テッド・シムロ・ボロン・グラファイト・ロッド
９‘６“＃７税込￥３８，８８０（税別￥３６，０００）大変貴重な、

レッド・ラップ・レナード・バンブーのデザイナーとして知られたテッド・シム

ロがデザインした２ピースのコンポジット・モデル。強力なパワーを持つボロンを、

混合させたグラファイトが包み込むようなソフトなアクションのデザイン

です。状態は

大変綺麗でブ

ランク塗装面

に傷などは殆

ど見られませ

ん。ロッド重量１２５グラム、スピゴット・フェルール、３ピース、オリジナル布ケー

スとアルミ・ケース付。問合わせ番号Ｓ A７９６。

１９８０年代・テッド・シムロ・グラファイト・９‘＃８税込
￥３９，９６０（税別￥３７，０００）レッド・ラップ・レナードのデ

イザイナーとして知られるシムロのグラファイト、随所にその痕跡が見られます。

ロッド重量１１０グラム、スピゴット・フェルール。手に優しく馴染む心地よ

いアクショ

ン、キャス

トすると想

像以上にラ

インを飛ば

してくれる

レナードの

レッド・ラップが思い出されるロッドです。状態が大変綺麗でエクステンション付。

２ピース、アルミ・ケースとオリジナル布ケース付。問合わせ番号Ｓ A７９９。

１９６０年代フィリプソン・“ペースメーカー９’＃５税込
￥３８，８８０（税別￥３６，０００）コレクターに人気の高い張り

のあるシャープなドライ・フライ・アクション、ガイド、フェルール、シー

ト等の

ロッドの

状態は良

好です。

使用でき

る状態ですがエクストラ・テイップが３．５“ショート、＃４

～６ライン用でオリジナルのアルミと布ケース付。３ピース２テイップ、

ラッピング部とブランク全体の塗装施工済み。問合わせ番号Ｓ A７８６。

１９５０年代へドン・９‘＃４～５税込￥４２，１００（税別
￥３９，０００）ショートや大きな傷などが見られない大変状態が綺麗なコレ

クターに人気の高いへドンの３ピース・２テイップ・モデル。スウエル・バット・

デザインが

生み出す繊

細でシャー

プなアク

ションは、

キャステ

イング・パ

ワーを秘めています。軽微な曲がり直しと一部ラッピングの上塗りを行いました。

綺麗なオリジナル・アルミ・ケースと布ケース付。当問合わせ番号Ｓ A７９１。

１９５０年代・マッギル・グレンジャー・９‘＃５税込
￥３８，８８０（税別￥３６，０００）スウエル・バットが特徴の良好な

状態のグレンジャー・ロッド、ラインは＃４～６まで使用できるシャープなアクショ

ンの多目的モデル。重量１７９グラム。アメリカ製アンテイーク・ロッドの雰

囲気が強く感じ

られます。オリ

ジナルのアルミ

ケースはキャッ

プが合わないよ

うです、エクス

トラ・テイップの一部に塗装面の剥離が見られる為に全体の防水上塗りを行いまし

た。３ピース・２テイップ、ショートは見られません。問合わせ番号Ｓ A７８５。

１９７０年代オービス・グラファイト・スピニング７’税込
￥３６，７２０（税別￥３４，０００）オービス好きの方に人気のアンサ

ウンド仕様の本流・湖水用２ピース・スピニング。ロッド重量約９０グラム、グリッ

プ長２５ｃｍ。適合

ルアーは１/４－３/

４オンスと表記され

ています。ロッドに

は塗装面に傷などが

見られない大変良好な状態、ガイドはアンテイークらしいハードクローム仕上げ

の金属オープン・フレーム、トップのみ当時最新のセラミック付。オリジナルの

綺麗なアルミ・ケースと布ケースが付いています。問合わせ番号Ｓ R７５。

１９６０年代・ウオルトン・パウエル・グラス７‘＃３～５税込

￥５１，８４０（税別￥４８，０００）初めて目にする大変貴重なウオル

トン・パウエルのグラス・ショート・ロッド。バンブー・ロッドの再現を目指し

た職人らしく、そのシルクのような滑らかなアクションは実際の釣り場でどれほ

どの楽しさを与えてくれることかと思わせます。重量１１０グラムのロッドの状

態はかなり良好でブランクにも目立つような傷や剥離は見られません。パウエル・

コレクターの方にお勧めの実際の釣りで活躍するロッド、メタル・スピゴット・フェ

ルール、２ピース。オリジナル・ケースと布ケース付。問合わせ番号Ｓ A７９５。

１９８０年代・セージ・グラファイトⅡ・“デモ”９‘＃７・４ピー
ス税込￥３５，６４０（税別￥３３，０００）ロッド重量１１０グラ

ム、グリップ長１８．５ｍｍ。古い時代の滑らかなアクション、１“バット・

エンド付。ロッドの

状態はかなり良好で

す、手元２番のフェ

ルールのラッピング

部に微小な塗装の剥

離が見られますが使

用上支障ありません。デモンストレーション用の特別なロッドではないか

と推測しています。オリジナル布ケース付。問合わせ番号Ｓ A７９３。

１９７０年代オービス・フルフレックス・グラス・ロッド７‘６
“＃５～６税込￥４２，１２０（税別￥３９，０００）コレクターの間

で圧倒的な人気のフィリプソンのグラス・ブランクを使ってオービスが組み立て

たフライ・ロッド。フィリプソン・エポキシサイト独特の滑らかで違和感のない

手ごた

えを楽

しめる

貴重な

ショー

ト・ロッド。フィリプソンは塗装面の強度が弱くしばしば薄くなることがあります、

このロッドもバットの一部やオス・フェルール小さな剥離が見られますが使用上支

障はありません。貴重なモデルなのでラッピングの防水上塗りを行いました。オリ

ジナルではありませんがアルミ・ケースと布ケース付。問合わせ番号Ｓ A８００。
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１９５１年ハーデイ・イッチェン・ドライ・フライ・ロッド
９‘＃４－５税込￥４９，６８０（税別￥４６，０００）有名な釣

り場であるイッチェン川から名づけられたハーデイのドライ・フライ・

ロッドの名竿、最もデリケートでシャープなアクションのドライ・フライ・ロッ

ドの一つとして知られています。カタログにないサイズこのロッドは特注モデ

ルと推測されます。ロッド重量１８１グラム。３ピース２テイップですが、エ

クストラ・テイップは、瑕疵の見られないもう一本のオリジナル仕様の物と異

なります。更に先端のスネークの上下６ｃｍが接着面の剥離と推測される補修

巻が行われています（その為の特別価格です）、使用上支障はありません。特

注ロッドなのでエクストラ・テイップはウエットにも使用できるように作った

のではないかと考えています。ロッドの基本的な状態は良好でアクションも

現代風なシャープなモデルです。多くのインターミデイエット・ラップ部分を

巻直し・軽微な曲がり直し・全体の防水上塗りを行いました。付属のハーデイ

布ケースはオリジナルでないかもしれません。お問い合わせ番号ＳＡ７７５。

１９６０年代フォスター・ブルック・７‘＃４～５税込￥５２，９２０（税
別￥４９，０００）大変貴重な、状態が非常に良好なフォスターのショート・

ロッド。アクションはハーデイの各種ライト・ロッドに似て英国の

ロッドとしてはかなり柔らかめです、日本のフライ・フィシャマンのお好

みに合う渓流用ロッドです。テイップがアメリのロッドのように細くない

ので耐久性があります。ガイドはゴールドのスネークと人造メノウ・スト

リッピング、バンブーの時代の雰囲気が色濃く出ている美しいロッド、オ

リジナル布ケース、フェルール・キャップ付。問い合わせ番号 SA ７８９。

１９８０年代グレーズ・オブ・アーニック１２‘＃５－７税

込￥２８，０８０（税別２６，０００）１９６８年創業のグレー、

１９９９年にはハーデイが買収し２００３年にはハーデイはハーデイ＆グ

レーと社名を変更したようです。シート等の仕様にハーデイの雰囲気が

感じられます。シングル・ロッドとしては高いトルクで大きなフライでも

投げられるパ

ワーを備えて

いますが、英

国製ロッドと

してはかなり

ソフトなアク

ションです。基

本的にはシングル・ハンド・ロッドですがシート下端部にハーデイとよく

似た付属の４インチ・エクステンションを取り付けるとセミ・ダブルとし

て使用可能です。ロッド重量約１６０グラム、状態はかなり良好です。全

てのラッピングの防水上塗りを行いました。お問い合わせ番号ＳＡ７７７。

１８００年代末・プレイフェアー１４‘グリーン・ハー
ト＃７～８ 税込￥３９，９６０（税別￥３７，０００）

１７７５～１９５５まで営業をしていたスコットランドの古いロッド・メー

カー、ゴーダ公子・プリンス・コンソート御用達と推測されるロゴ入りのオリ

ジナル布ケース付。そのせいか凝った作りが特徴です。アクションはグリーン

ハートの特徴である極めて緩やかに曲り滑らかにロッドが返ってきます。ロッ

ドの状態は大変良好で２テイップが揃っています、一本は３“短く（折れてで

はなく最初から）ブランク・カラーも濃く、外径も若干細く＃６～７に適して

いるようです。珍しいモデルですが人気の高いスプライスド・ジョイント、滑

らかなアクションが特徴のグリーンハートには最適な仕様。ロッド重量６７０

グラム、状態はかなり良好ですが、今後の使用を考慮して全てラッピング部の

防水上塗りとロッド全体の防水上塗り、曲がり直しを行ってあります。３ピー

ス、２テイップ、フェルール・プロテクター付き。お問い合せ番号ＳＡ７７６。

１９１０年ハーデイ・グリーン・ハート１０‘＃３～５税込
￥４９，６８０（税別￥４６，０００）１００年前のハーデイ・

グリンハート・ロッドがほぼオリジナルの状態で残っていた事に驚きを

感じます。ショートも見られずパーツ類も交換の形跡が見られない貴重

なアンテイークです。今でも釣り場で滑らかなグリーンハートのアク

ションを存分にお楽しみいただけます。重量約２２０ｇ、一体式シート

下端部を含めたグリップの全長３２ｃｍ、バット外径１０．７ｍｍ、テ

イップ外径１．６ｍｍ。布ケースはオリジナルではないかも知れません。

３ピース、２テイップ。軽微な曲がり直しと全体の防水上塗りを行いま

した。ブラス・シートや柾目コルク等アンテイークの雰囲気が好ましい、

外観の大変良好な状態です。問い合わせ番号 SA ７８３。

１８９６年・ハーデイ・１０’６”＃３～５税込
￥２７，０００（税別￥２５，０００）非常に美しいハーデイの

１２０年前の３ピース・１テイップのロッド。＃４ラインをメインに振

れるアク

ションは非

常に柔らか

く、日本の

渓流に適しています。素材がカルカッタ・ケーンと推測されるロッドはシング

ルで楽しめるほど軽いのですが、シート下端部に一握りのスペースがあるので

セミ・ダブルとしてご使用になれます。先端が２“ショートしていたテイップ

の一部が買付時にスレッドで巻かれており、取り外した処折れたものを接着し

てありました。当店の職人が再度綺麗に合わせて長さ７ｃｍ程をケプラーで補

強。一般的な使用には支障ありませんがアンテイークに慣れた方にお勧めの美

しいロッドです。この為の特別価格になっています。問合わせ番号Ｓ A７８４。

１９３０年代・アン・ネームド８’６”＃５（４－６）税込￥３６，７２０

（税別￥３４，０００）無名ながら柾目コルク、メノウ・ストリッピングと

トップ・ガイド、ウッド付きブラス・シート等の丁寧でデラックスな作り、ラッ

ピング

等から

ハーデ

イと関

連の強いアーニックのメーカーのロッドと推測されます。重量１７０グラム、

トルクの高い柔らかなアクション、適合ラインは＃５をメインに＃４・＃６に

も対応できます。日本の渓流で多目的にご使用になれます。状態はかなり良好・

グリップの欠落の修正・ラッピングの防水上塗り・軽微の曲がり直しを行って

あります。オリジナル布ケース付。問合わせ番号Ｓ A７８１。

１９６０年代オッデンスミス・9’ # ５～６ ‘The Nu Glas 
Avalon Rod’税込￥２５，９２０（税別￥２４，０００）オッデ

ンスミスの初期のグラス素材から作られた２ピース ･モデル。バンブーを作る

職人がバンブーの作り方とパーツで製造した大変雰囲気のあるアンテイーク ･

グラス ･ロッ

ド。ロッド重量

約１５０グラ

ム、本流から渓

流でのウエッ

トやドライまでに適した柔らかな多目的グラス・ロッド。オリジナル布ケース

付。スネーク２個が取れていたので類似品を取り付けました。メノウ・トップ・

ガイドのフレームが取れていたのでハード・クローム・タイプに交換しました。

状態は良好です、問い合わせ番号 SA ７７８。

１８００年代 VM ガーデン・グリーン・ハート１３‘＃７～
８ダブル・ハンド税込￥３４，５６０（税別￥３２，０００）珍

しくショートのない古い時代の英国・スコットランド製グリーン・ハー

ト・３ピース・モデル。滑らかで限界まで曲がると緩やかにロッドが返ってく

るスローなアクション、愛好者の方にはこんな長閑なキャステイングが楽しい

ようです。１００年以上前のロッドとしては状態はかなり良好です、フェルー

ルの調整、ブランクの防水上塗りを行ってあります。重量５１０グラム、３ピー

ス、１

テイッ

プ。布

ケースは付いていますがかなり傷んでいます。問合わせ番号Ｓ A７８２。

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。品質についてご心配の場合はお手数ながら在庫の有無を含
めて瑕疵の状況をご購入前にお問い合わせ下さい。９５号掲載アンテイークには状態の良好なロッドが多く含まれています。

１９６０代ジェームス・アスピンデール７‘・６ポンド・ス
ピニング税込￥４８，６００（税別￥４５，０００）レデイッチにあっ

たアスピンデールの名が付いた大変貴重なハーデイ製（エンド・キャップに

Hardy のロゴ付き）のバンブー・スピニング、ほぼ間違いなくワンレスの

６ｌｂモデル

と思われます。

バンブー・ロッ

ドの特徴であ

るストレスを感じない滑らかかつシャープなアクションから現

在でも大変人気の高いアンテイーク・スピニングです。瑕疵と

して輸送途中にバット・ガイドとテイップ下端のガイドが若干

変形したので、本職が修正しましたが識別は難しいと思います。ロッド重量約

１７０グラム、グリップの全長は約３７ｃｍ。オリジナル布ケース付き。スレッ

ドの切断、ブランクの欠落等はありません。本流や湖での大型ヤマメやレイン

ボーをターゲットにするには最適のモデル。使用頻度もそれ程多くなくロッド

の状態はかなり良好。２ピース、１テップ。当店お問い合わせ番号Ｓ R６７。
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【 タックル･インフォメーションご購読料金について】
当店では新製品の入荷等に合わせて１年に１～２回程このタックル ･イン
フォメーションを発行しております。定期購読をご希望のお客様はお
手数ながら１０号分のご購読料￥１，７８０分の切手を同封の上お申
し込みください。尚、商品ご注文の折りにお申し込み戴けると、商品
代金に￥１，７８５を加算した納品書を同封申し上げますのでご一緒
にご清算ください。＊尚、途中での解約・当店の都合による発行の中
止等の場合は 1回あたりの発送済インフォメーション購読料を実費の
￥３６８（税込）で計算して残りの購読料をご清算申し上げます。

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

〒３３５－０００４

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

　　　　　　　　　【価格表記について】

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

掲載商品の詳細な説明はご購読者専用”別冊９５号ネット版” 
http://www.sasanofly.com/inf95a.html でご確認ください。	

２０１７年１月中旬頃までの期間限定で開設いたします。	
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

ヘビー・デユーテイー・ライン・バスケット税込￥４，２１２（税
別￥３，９００）型崩れしないハード・メッシュで作られた大型ライ

ン・バスケットです。半円状のバスケットのサイズは、体に接する直線
部の長さが約４０ｃｍ、前
部までの差渡しは３０ｃ
ｍ、ラインを収納する底面
部は前部に向かって傾斜が
ついていて手前の深さは
２１ｃｍ・前部が１３ｃｍ
です。欧米に多量に輸出し
ている為こなれたデザイン
になっています。大型ポ
ケットと、ウエデイング・
スタッフ等が取り付けられ
る２個のリングが付いてる
バスケットは、大型バック

ルとベルトで確りと体に固定できます。中国製。

グラス・フライ・ロッド・ブランク　８’＃４～５・３ピー
ス税込￥６，１５６（税別￥５，７００）近年グラス・ロッドが再評

価されています。当店取り扱いのクラシックなアクションのラミグラ

スとは異なる
スピーディー
なアクション
を手軽にお楽
しみいただけ
る中国製グラ
ス・フライ・
ロッド・ブラ

ンクを輸入しました。１ピースに近いスムースなベンデイング・カーブ
を生み出すスピゴット・フェルール仕様です。ブランク表面は透明で内
部が透けて見えます。長さは日本の渓流で多目的にご使用になれる８‘で
持ち運びに便利な３ピース・モデルです。アクションは若干テイップ気
味でグラスとしては現代的なシャープなアクションです。魚を掛ければ
手元から曲がるグラス・ロッドの特徴はそのままで、ラインがロッドに
まとわりつくような印象がなく軽やかなキャステイングを楽しむことが
出来るでしょう。ロッドの製造技術も向上しており、透明感のあるブラ
ンク・カラーも現代的な仕様に感じられます。ブランクの曲りもかなり
少なく良好な仕上がりに感じられます。極端なスパインが存在しない事
もこのロッドがかなり良好な作りである事を表しています、キャステイ
ング・パワーのバランスがあらゆる角度でむらなく発揮される事になり
ます。ブランクの重量は約７０グラム、ブランク下端部の外径１１．６
ｍｍ、テイップの外径１．６ｍｍです。キットとロッドは当店のコルク
や特殊なストリッピング・ガイド使用して作られています。シートやグ
リップはご希望のモデルに交換することが可能です。その場合差額を増
減させていただきます。ブランク・カラー：①タン②透明ホワイト。写
真の当店エクストラ・グレード・コルク等を使用した税別価格。キット
￥１３，２００　ロッド￥１８，７００（ロッドには布ケースが含まれています）

オリジナル速乾性透明エポキシ塗料・３０ｃｃセット税込

￥９７２（税別￥９００）このオリ
ジナル・エポキシ塗料は、バンブー・ビ
ルダーの方からのご要望に合わせた特殊
タイプです。スレッド・カラーの発色を
綺麗にしてロッドの完成度を高める為に
基材と硬化材を共に透明で製造しました。
従来の塗料より透明感の高い綺麗な塗装
面になります。基材・硬化材が共に透明
の為両者を取り違える事の無いように比
率が基材２：硬化剤１になっています。
加えて、ロッドを手回しで乾燥できるよ
う３０分程で塗料が垂れなくなります。
容器から必要な滴数を直接カップに落と
す事で計量が出来る大変便利な方法です

（写真は目立つように白点に加工しました）。通常のフラ
イ・ロッドでは硬化材１０滴、基材２０滴ほどの量で間
に合います。使用説明書が付いています。このセットで
約２０～３０本のロッドを塗装する事ができます。この
塗料は国内の大きなロッド・メーカーでも使用している
エポキシ塗料です。塗りやすい粘度ながら塗膜面の強度
と透明度が高い事が特徴です。一般的に二度塗りで仕上
げる事が出来ます。塗装・乾燥作業共極めて間便に行え
る為、特に補修作業にはお勧めです。

イングリッシュバット・エンド L税込￥６，８０４（税別￥６，
３００）

クラシック
なロッドの
雰囲気を出
す事が出来

るパーツとしてイギリ
ス製のバット・エンドは
当店の人気商品です。今

回、従来の②のスタンダード・タイプより大きな大型ダブル・ハン
ド用の① Lサイズが入荷しました。旧式の機械の為に①のタイプに
は小さな傷が付いています。

番号 高さ 最大内径 外径 ① L は瑕疵があるため従来からのモデ

ル②スタンダードと同じ価格です。ラ

バーを除いたメタル部部のサイズです。① ３７ ２６ ２８

② ３４ ２１ ２３

レインボー栓抜きマグネット付き税込￥６３７（税別￥５９０）
最大サイズ１１ｘ６ｃｍ、裏
面にマグネットが付いている
ので冷蔵庫の外側に貼り付け
ることが出来ます。水気に対
しても十分な耐久性を保つ為
に、マグネット付き金属部で
囲まれた溝の内部にプラステ
イック製のレインボーが貼り
付けてあります。イラスト部
分が剥離する事はないでしょ
う。中国製。

２０１６年 ２０１７年・年末年始の営業

２６日 ２７日 ３０日 ３１日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日

営業 営業 営業 休み 営業 営業 営業
＊１２月２６日・２７日の月曜・火曜は営業、３０日まで休まず営業します。へドン・キャステイング・リールベイト・キャステイング・ファン

に人気の高いへドンのレベル・ワインダーとフリー機能付き、アイボリー
ン製と推測されるカウンター・バランス・ハンドル・タイプの１９２０
～３０年代のリールをご紹介申し上げます。①１９３０年代・へド
ン・No ２０６・ローン・イーグル税込￥１０，５８４（税別￥９，

９８０）重量

２４０グラム、
リール横５５．３
ｍｍ。各部の回
転・クリック機
能に支障は見ら
れません。プレー
トに微小なこす
れ傷が見られま

す。お問い合わせ番号 SP ９７。②１９２０年代・へドン・No ４・チー
フ・ドージャック税込￥１５，１２０（税別￥１４，０００）重

量２４０グラム、リール横５５．１ｍｍ。外観がかなり綺麗なデラックス・
モデル。フリーにすると心地よいク
リック音が響きます。上部に付いたス
プールの回転を調整するネジは押し
て回すとスプールの回転がきつくな
りますが、使用上支障はありません利
き方に若干ばらつきを感じるかもし
れません。。問い合わせ番号 SP ９８。


