
杉原産業株式会社

https://www.cedarfield.net/

https://n-buhinya.sugihara-s.co.jp/



⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　No.１　プロペラ (右) ボス無 ⽳三⾓ ｼﾙﾊﾞｰ   ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195810014 ¥650

　No.１　プロペラ (左) ボス無 ⽳三⾓ ｼﾙﾊﾞｰ    ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195810021 ¥650

　No.２　プロペラ (右） ﾊﾄﾒ4.5mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ３ 4560195810038 ¥720

　No.２　プロペラ (左） ﾊﾄﾒ4.5mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ３ 4560195810045 ¥720

　No.２-Ⅱ プロペラ (右） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850300 ¥580

　No.２-Ⅱ プロペラ (左） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850317 ¥580

　No.３　プロペラ (右） ﾊﾄﾒ3.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195810052 ¥600

　No.３　プロペラ (左） ﾊﾄﾒ3.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195810069 ¥600

　No.３-Ⅱ プロペラ (右） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850324 ¥480

　No.３-Ⅱ プロペラ (左） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850331 ¥480

  No.４　直ペラ  48mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195850386 ¥500

  No.４-Ⅱ 直ペラ  48mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ４ 4560195850119 ¥560

  No.５　プロペラ (右） ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850393 ¥450

  No.５　プロペラ (左） ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850409 ¥450

  No.５-Ⅱ プロペラ (右） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850126 ¥420

  No.５-Ⅱ プロペラ (左） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850133 ¥420

  No.６　プロペラ ＦＲＯＮＴハトメ4.5mm ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195850416 ¥500

お問い合わせはこちらまで!
年　　　　月　　　　日

帳合先

1.プロペラ

店舗名

品　　名　（素材、他）

No.1 (右) ボス無⽳三⾓ No.1 (左) ボス無 ⽳三⾓ No.2（右） ﾊﾄﾒ4.5m/m ボス付 No.2 (左） ﾊﾄﾒ4.5m/m ボス付 No.2-Ⅱ (右） ボス無 ⽳六⾓ No.2-Ⅱ (左） ボス無 ⽳六⾓

No.3 (右） ﾊﾄﾒ3.0m/m ボス付 No.3 (左） ﾊﾄﾒ3.0m/m ボス付 No.3-Ⅱ (右） ボス無⽳六⾓ No.3-Ⅱ (左） ボス無⽳六⾓ No.4 直ペラ 48m/m No.4-Ⅱ  直ペラ 48m/m

No.5 (右） ﾊﾄﾒ2.0m/m ボス付 No.5 (左） ﾊﾄﾒ2.0m/m ボス付 No.5-Ⅱ (右） ボス無 ⽳六⾓ No.5-Ⅱ (左） ボス無 ⽳六⾓ No.6 ＦＲＯＮＴハトメ4.5m/m

２−１



⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
  No.７　プロペラ ラウンドタイプ20mm ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ４ 4560195850423 ¥280
  No.７　プロペラ ラウンドタイプ25mm ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ４ 4560195850430 ¥280
  No.７-Ⅱ プロペラ ラウンドタイプ 20mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195850140 ¥280
  No.７-Ⅱ プロペラ ラウンドタイプ 25mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195850157 ¥280
　No.7-Ⅲ プロペラ ラウンドタイプ 16mm ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ４ 4560195890313 ¥400
  No.８　プロペラ (右） ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195830012 ¥450
  No.８　プロペラ (左） ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195830029 ¥450
  No.８-Ⅱ プロペラ (右） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850348 ¥420
  No.８-Ⅱ プロペラ (左） ボス無 ⽳六⾓ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195850355 ¥420
  No.９　ミニペラ（右） 21mm        ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195830036 ¥300
  No.９　ミニペラ（左） 21mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195830883 ¥300
　No.１０　直ペラ（M）  42mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830333 ¥500
　No.１０　直ペラ（Ｌ）  52mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830340 ¥560
　No.１１　直ペラ（M）  42mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830357 ¥500
　No.１１　直ペラ（Ｌ）  52mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830364 ¥560
　No.１２　直ペラ（M）  42mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830371 ¥500
　No.１２　直ペラ（Ｌ）  52mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195830388 ¥560
　No.１２-Ⅱ 直ペラ（M） 42mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ４ 4560195850164 ¥560
　No.１３　直ペラ（ⅩＬ） 65mm　⽳六⾓ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195850171 ¥660

お問い合わせはこちらまで!

品　　名　（素材、他）

帳合先店舗名
年　　　　月　　　　日

1.プロペラ

No.7 ラウンドタイプ20m/m No.7 ラウンドタイプ25m/m No.7-Ⅱ ラウンドタイプ 20m/m No.7-Ⅱ ラウンドタイプ 25m/m     

No.8 (右） ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 No.8 (左）ﾊﾄﾒ2.0mm ボス付 No.8-Ⅱ (右）ボス無⽳六⾓ No.8-Ⅱ (左）ボス無⽳六⾓ No.9 ミニペラ（右） 21mm        No.9 ミニペラ（左） 21mm 

No.10 直ペラ（M） 42mm No.10 直ペラ（Ｌ） 52mm No.11 直ペラ（M） 42mm No.11 直ペラ（Ｌ） 52mm No.12 直ペラ（M） 42mm No.12 直ペラ（Ｌ） 52mm

No.12-Ⅱ直ペラ（M）42mm No.13 直ペラ（ⅩＬ）65mm ⽳六⾓

No.7-Ⅲ ラウンドタイプ１６ｍ/ｍ

１ ２−２



⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　ＳＤＰプロペラ Ｓ 右回り ２枚入 ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195860415 ¥366

　ＳＤＰプロペラ Ｓ 左回り ２枚入 ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195860422 ¥366

　ＳＤＰプロペラ Ｓ 左右回り 各１枚入 ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195860439 ¥366

　ＳＤＰプロペラ Ｍ 右回り ２枚入 ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195860446 ¥400

　ＳＤＰプロペラ Ｍ 左回り ２枚入 ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195860453 ¥400

　ＳＤＰプロペラ Ｍ 左右回り 各１枚入 ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195860460 ¥400

　ＳＤＰプロペラ Ｌ 右回り ２枚入 ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195860477 ¥434

　ＳＤＰプロペラ Ｌ 左回り ２枚入 ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195860484 ¥434

　ＳＤＰプロペラ Ｌ 左右回り 各１枚入 ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195860491 ¥434

お問い合わせはこちらまで!

店舗名 年   ⽉   ⽇ 帳合先

2.スプラッシュ ド プロップ

　品　　名　（素材、他）

※略称︓SDP※ ２−１



⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　ＳＤＰプロペラ Ｓ 右回り ２枚入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195860507 ¥366

　ＳＤＰプロペラ Ｓ 左回り ２枚入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195860514 ¥366

　ＳＤＰプロペラ Ｓ 左右回り 各１枚入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195860521 ¥366

　ＳＤＰプロペラ Ｍ 右回り ２枚入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195860538 ¥400

　ＳＤＰプロペラ Ｍ 左回り ２枚入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195860545 ¥400

　ＳＤＰプロペラ Ｍ 左右回り 各１枚入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195860552 ¥400

　ＳＤＰプロペラ Ｌ 右回り ２枚入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195860569 ¥434

　ＳＤＰプロペラ Ｌ 左回り ２枚入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195860576 ¥434

　ＳＤＰプロペラ Ｌ 左右回り 各１枚入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195860583 ¥434

お問い合わせはこちらまで!

帳合先

2.スプラッシュ ド プロップ

店舗名 年   ⽉   ⽇

　品　　名　（素材、他）

※略称︓SDP※１ ２−２



品　　名　（素材、他） ⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　No.２　サーフェイスリグ ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３セット 4560195810090 ¥420

　No.３　サーフェイスリグ ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ３セット 4560195810106 ¥450

  No.１　ツーピースリグ ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３セット 4560195850447 ¥600

  No.３　L リグ　　　　　　 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２セット 4560195850645 ¥460

　カップ ・ リグ セット ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３セット 4560195850454 ¥580

　フックハンガー ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ３セット 4560195810120 ¥360

　スネークハンガー ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３セット 4560195850461 ¥280

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　ビ － ズ　４ｘ２　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 10 4560195810267 ¥180

　丸 ビ - ズ　４ｘ２.２　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 10 4560195810274 ¥180

お問い合わせはこちらまで!

4.ビーズ

帳合先

品　　名　（素材、他）

3.リグ・フックハンガー　4.ビーズ

店舗名
　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

3.リグ・フックハンガー　　※１セット（タッピングネジ付）※

杉原産業株式会社 ⽇本の部品屋
〒 546-0041 ⼤阪市東住吉区桑津1丁⽬31番21号
TEL：06-6719-7273（代表）FAX：06-6713-6339
info@sugihara-s.co.jp

Cedarfield シダーフィールド
〒546-0041
⼤阪府東住吉区桑津１丁⽬30-10歩ビル302
TEL 06-6710-4866 FAX 06-6710-4867
info-cedarfield-ts@sugihara-s.co.jp

杉原産業株式会社 東京営業所
〒174-0046 東京都板橋区蓮根３−１３−１２
TEL：03-5392-1315 FAX：03-5392-1318

Cedarfield 
〒
⼤阪府東住吉区桑津１丁⽬
TEL 06
info



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
  ３層グラスアイ　φ6.0mm  (ｸﾘｱｰ) 樹脂 ５ 4560195830241 ¥600

  ３層グラスアイ　φ6.0mm  (ｲｴﾛｰ) 樹脂 ５ 4560195810649 ¥600

  ３層グラスアイ　φ6.0mm  (ﾚｯﾄﾞ) 樹脂 ５ 4560195810656 ¥600

  ３層グラスアイ　φ6.0mm  (ｸﾞﾘｰﾝ) 樹脂 ５ 4560195830258 ¥600

  ｸﾗｯｼｯｸｸﾞﾗｽｱｲ φ6.0mm  (ｲｴﾛｰ) ガラス ４ 4560195880734 ¥1,200

  ｸﾗｯｼｯｸｸﾞﾗｽｱｲ φ10.0mm  (ｲｴﾛｰ) ガラス ２ 4560195880864 ¥1,200

6.クレビス
⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄

　クレビス　1.0ｘ3.2ｘφ0.8 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 10 4560195810595 ¥100

　クレビス　1.2ｘ4.5ｘφ1.0 ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 10 4560195810618 ¥100

　クレビス　1.2ｘ4.5ｘφ1.2 ｽﾃﾝﾚｽ製 10 4560195810625 ¥120

お問い合わせはこちらまで!

5.グラスアイ　6.クレビス

5.グラスアイ
品　　名　（素材、他）

店舗名
　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

帳合先

品　　名　（素材、他）

杉原産業株式会社 ⽇本の部品屋
〒 546-0041 ⼤阪市東住吉区桑津1丁⽬31番21号
TEL：06-6719-7273（代表）FAX：06-6713-6339
info@sugihara-s.co.jp

Cedarfield シダーフィールド
〒546-0041
⼤阪府東住吉区桑津１丁⽬30-10歩ビル302
TEL 06-6710-4866 FAX 06-6710-4867
info-cedarfield-ts@sugihara-s.co.jp

杉原産業株式会社 東京営業所
〒174-0046 東京都板橋区蓮根３−１３−１２
TEL：03-5392-1315 FAX：03-5392-1318



⼊　数 JANコード 定価 注文数

　ウイロ-型ブレード No.０４　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890429 ¥420

　ウイロ-型ブレード No.０４　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890436 ¥400

　ウイロ-型ブレード No.０６　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890443 ¥420

　ウイロ-型ブレード No.０６　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890450 ¥400

　ウイロ-型ブレード No.０８　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890467 ¥420

　ウイロ-型ブレード No.０８　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890474 ¥400

　ウイロ-型ブレード No.１　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195890504 ¥360

　ウイロ-型ブレード No.１　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195890511 ¥320

5

⼊　数 JANコード 定価 注文数

　ウイロ-型ブレード No.１.５　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195890528 ¥400

　ウイロ-型ブレード No.１.５　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195890535 ¥360

　ウイロ-型ブレード No.２　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195890542 ¥420

　ウイロ-型ブレード No.２　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195890559 ¥380

　ウイロ-型ブレード No.２.５　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195890566 ¥440

　ウイロ-型ブレード No.２.５　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195890573 ¥400
店舗名

お問い合わせはこちらまで!

年　　　　　　月　　　　　　日

備考欄

帳合先

7-Ⅰ．ブレード　〈ウイロー〉

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

備考欄

２−１

No.0６
No.04

No.0８ No.１

No.1.5
No.2 No.2.5



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　ウイロ-型ブレード No.３　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195810250 ¥340
　ウイロ-型ブレード No.３　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195810687 ¥280
　ウイロ-型ブレード No.３.５　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195830586 ¥420
　ウイロ-型ブレード No.３.５　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195830265 ¥320
　ウイロ-型ブレード No.４　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195830272 ¥380
　ウイロ-型ブレード No.４.５　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195830289 ¥380
　ウイロ-型ブレード No.５　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195830296 ¥420
店舗名

年   ⽉   ⽇

お問い合わせはこちらまで!

帳合先

7-Ⅰ.ブレード<ウイロー >

　品　　名　（素材、他）

２−２



⼊　数 JANコード 定価 注文数

　コロラド型ブレード No.０４　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890368 ¥440

　コロラド型ブレード No.０４　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890375 ¥400

　コロラド型ブレード No.０６　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890382 ¥440

　コロラド型ブレード No.０６　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890399 ¥400

　コロラド型ブレード No.０８　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890405 ¥440

　コロラド型ブレード No.０８　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195890412 ¥400

お問い合わせはこちらまで!

7－Ⅱ．ブレード　〈コロラド〉

備考欄

帳合先

　品　　名　（素材、他）

店舗名

　　　年　　　　　　月　　　　　　日

２−１

No.0６

No.04

No.0８



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　コロラド型ブレード No.０　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ５ 4560195810168 ¥440
　コロラド型ブレード No.０　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ５ 4560195810175 ¥360
　コロラド型ブレード No.１　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ４ 4560195810182 ¥380
　コロラド型ブレード No.１　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ４ 4560195810199 ¥320
　コロラド型ブレード No.２　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ４ 4560195810205 ¥440
　コロラド型ブレード No.２　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ４ 4560195810212 ¥340
　コロラド型ブレード No.３　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195830067 ¥380
　コロラド型ブレード No.３　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195810229 ¥320
　コロラド型ブレード No.４　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195830579 ¥400
　コロラド型ブレード No.４　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195810236 ¥340
　コロラド型ブレード No.５　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195810243 ¥380

お問い合わせはこちらまで!

帳合先

7-Ⅱ.ブレード<コロラド>

店舗名
年   ⽉   ⽇

　品　　名　（素材、他）

２−２



⼊　数 ＪＡＮコード 定　価 注⽂数量 備考欄
　インディアナブレード　No.００　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890580 ¥360
　インディアナブレード　No.００　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890597 ¥270
　インディアナブレード　No.３　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890603 ¥340
　インディアナブレード　No.３　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890610 ¥280

⼊　数 ＪＡＮコード 定　価 注⽂数量 備考欄
　ｳｲﾛｰ型ハンマードブレード　No.１.５　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890702 ¥390
　ｳｲﾛｰ型ハンマードブレード　No.１.５　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890719 ¥300
　ｳｲﾛｰ型ハンマードブレード　No.２　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890726 ¥450
　ｳｲﾛｰ型ハンマードブレード　No.２　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890733 ¥360
　ｳｲﾛｰ型ハンマードブレード　No.３.５　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890740 ¥380
　ｳｲﾛｰ型ハンマードブレード　No.３.５　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890757 ¥320
　ｳｲﾛｰ型ハンマードブレード　No.３.８　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890764 ¥440
　ｳｲﾛｰ型ハンマードブレード　No.３.８　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890771 ¥380
　ｳｲﾛｰ型ハンマードブレード　No.４　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890788 ¥480
　ｳｲﾛｰ型ハンマードブレード　No.４　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890795 ¥420

お問い合わせはこちらまで!

7－Ⅲ．インディアナブレード ・ ハンマードブレード 〈ウイロー型〉

店舗名
年　　　　月　　　　日

帳合先

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

No.00
No.3

No.1.5
No.2

No.3.5
No.3.8 No.4

２−１



⼊　数 ＪＡＮコード 定　価 注⽂数量 備考欄
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.０　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890627 ¥360
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.０　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890634 ¥270
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.１　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890641 ¥360
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.１　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890658 ¥270
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.２　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890665 ¥450
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.２　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890672 ¥360
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.３　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890689 ¥510
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.３　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３ 4560195890696 ¥420
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.４　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890801 ¥480
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.４　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890818 ¥420
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.４.５　ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890825 ¥480
　ｺﾛﾗﾄﾞ型ハンマードブレード　No.４.５　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195890832 ¥420

お問い合わせはこちらまで!

７－Ⅲ． ハンマードブレード 〈コロラド型〉

帳合先店舗名
年　　　　月　　　　日

　品　　名　（素材、他）

No.0

No.3
No.4 No.4.5

No.1
No.2

１ ２−２



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
可動ブレード　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３セット 4560195810151 ¥780
固定ブレード　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ３セット 4560195850478 ¥450

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
テールブレード　（ハートタイプ）　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195830043 ¥500
テールブレード　（スタンダード）　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195830050 ¥500

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
クロスブレード (ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付) ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195830456 ¥500
フラットブレード(ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付) ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ２ 4560195830463 ¥500

店舗名
年   ⽉   ⽇

帳合先

お問い合わせはこちらまで!

8.スペシャルブレード

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

２−１



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
ツイストバブル Ｓ (B.Bスイベル付） ⾃重1.0ｇ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195850270 ¥520
ツイストバブル Ｍ (B.Bスイベル付) ⾃重1.5ｇ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195850287 ¥600
ツイストバブル Ｌ (B.Bスイベル付) ⾃重2.1ｇ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195850294 ¥680

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
ウイロ-ﾌﾞﾚｰﾄﾞ No.３ (B.Bｽｲﾍﾞﾙ付) ⾃重︓1.43ｇ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195850362 ¥340
ウイロ-ﾌﾞﾚｰﾄﾞ No.3.5 (B.Bｽｲﾍﾞﾙ付) ⾃重︓1.91ｇ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195850188 ¥340
ウイロ-ﾌﾞﾚｰﾄﾞ No.４ (B.Bｽｲﾍﾞﾙ付) ⾃重︓2.48ｇ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195850195 ¥380

今までにないブレードのサウンドは必ず貴⽅と⿂を虜にする事でしょう。

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　コロラド型シンバルブレード  No.４ 特殊合⾦ １ 4560195860965 ¥880

8.スペシャルブレード

帳合先

このブレードは商品名の通り楽器のシンバルと同⼀素材です。

 

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

お問い合わせはこちらまで!

店舗名
年   ⽉   ⽇

取り付け例

１ ２−２



ご使用方法のご紹介

9.カップ・カップワッシャー

お問い合わせはこちらまで!

カップやカップワッシャーはどの様に使われるか
⼀部をご紹介いたします。
プロペラをつける際に使⽤される事が多いパーツです。
プロペラとボディが⼲渉するとプロペラが
摩擦で回りにくくなるのを、接地⾯が⾦属同⼠に
なることにより回転効率が上がりプロペラが
良く回る様になります。

２−１



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄

　溝アリ　カップ　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ５ 4560195810281 ¥300

　溝ナシ　カップ　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 ５ 4560195810298 ¥260

　カップ　9ｘ5 ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810304 ¥100

　カップ　8.6ｘ4.5Hｘφ2.5　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195830562 ¥440

　カップワッシャ-　7ｘ3.6Hｘφ2.0　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195810397 ¥200

　カップワッシャ-　7ｘ3.6Hｘφ2.0 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195850201 ¥200

　カップワッシャ-　6.5ｘ4.0Hｘφ2.6　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 １０ 4560195830074 ¥200

　カップワッシャ-　6.5ｘ2.3Hｘφ2.6　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 １０ 4560195810328 ¥120

　カップワッシャ-　6.5ｘ2.9Hｘφ2.0　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 １０ 4560195810335 ¥120

　カップワッシャ-　5.9ｘ1.9Hｘφ2.8　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 １０ 4560195810359 ¥100

　カップワッシャ-　5.9ｘ1.9Hｘφ2.2　ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｽ製 １０ 4560195810366 ¥100

　カップワッシャ-　5.9ｘ2.2Hｘφ2.0 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195850218 ¥140

　カップワッシャ-　5.6ｘ1.5Hｘφ2.0　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195810373 ¥140

　カップワッシャ-　4.5ｘ1.6Hｘφ1.6　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195810380 ¥120

帳合先店舗名

お問い合わせはこちらまで!

9.カップ・カップワッシャー

　品　　名　（素材、他）

年　　　　月　　　　日

１ ２−２



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
 プロペラ⽤タッピングネジ 1.6x10x6 ｽﾃﾝﾚｽ製 ４ 4560195850515 ¥480

　A　タッピングネジ　2ｘ5 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195810533 ¥100
　A　タッピングネジ　2ｘ6 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195810540 ¥100
　A　タッピングネジ　2ｘ8 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195810557 ¥100
　A　タッピングネジ　2ｘ10 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195810564 ¥100
　A　タッピングネジ　2ｘ12 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195880215 ¥150

お問い合わせはこちらまで!

店舗名
　　　　　　年　　　　月　　　　日

帳合先

１０.タッピングネジ

　品　　名　（素材、他）

２−１



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　A　タッピングネジ　2ｘ14 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195880222 ¥150
　A　タッピングネジ　2ｘ16 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195880239 ¥150
　A　タッピングネジ　2ｘ20 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195880246 ¥150

　丸タッピングネジ　φ1.6ｘ8 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195830555 ¥150
　丸タッピングネジ　φ1.6ｘ10 ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195810588 ¥150

お問い合わせはこちらまで!

１０.タッピングネジ

店舗名
　　　　　　年　　　　月　　　　日

帳合先

　品　　名　（素材、他）

２−２



⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　ヒートン　φ1.6x15　ｵｰﾌﾟﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810403 ¥120
　ヒートン　φ1.6x15　ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810410 ¥120
　ヒートン　φ1.6x19　ｵｰﾌﾟﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810427 ¥120
　ヒートン　φ1.6x19　ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810434 ¥120

⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　ヒートン　φ1.6ｘ22　ｵｰﾌﾟﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810441 ¥140

　ヒートン　φ1.6ｘ22　ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810458 ¥140

　ヒートン　φ1.6ｘ26　ｵｰﾌﾟﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810465 ¥140

　ヒートン　φ1.6ｘ26　ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810472 ¥140

お問い合わせはこちらまで!

11.ヒートン

店舗名
　　年　　　月　　　日

帳合先

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

コチラ

怪魚

匠

ヒートン

規格外

３−１



⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　ヒートン　φ1.6ｘ26　　〃(ｱｲ⼤） ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810489 ¥140

　ヒートン　φ1.6ｘ29　ｵｰﾌﾟﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195830302 ¥160

　ヒートン　φ1.6ｘ29　ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195850485 ¥160

　ヒートン　φ1.85ｘ32　ｵｰﾌﾟﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810519 ¥200

　ヒートン　φ1.85ｘ32　ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ５ 4560195810526 ¥200

お問い合わせはこちらまで!
年　　　月　　　日

帳合先店舗名

11.ヒートン

　品　　名　（素材、他）

コチラのヒートンシリーズとは別に

怪魚やジャイアントベイとに適した

匠ヒートンシリーズもございます。

ヒートンの太さや長さが

規格外のシリーズになります。

３−２

※アイ⼤※



⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
 ﾃｨｱﾄﾞﾛｯﾌﾟﾋｰﾄﾝ φ1.3ｘ25  ｸﾛｰｽﾞ（ｶｯﾌﾟﾜｯｼｬｰ⼊）ｽﾃﾝﾚｽ製 各５ 4560195810496 ¥300
 ﾃｨｱﾄﾞﾛｯﾌﾟﾋｰﾄﾝ φ1.6ｘ25  ｸﾛｰｽﾞ（ｶｯﾌﾟﾜｯｼｬｰ⼊）ｽﾃﾝﾚｽ製 各５ 4560195810502 ¥360
 ﾃｨｱﾄﾞﾛｯﾌﾟﾋｰﾄﾝ φ1.6ｘ33  ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ４ 4560195850492 ¥260
 ﾃｨｱﾄﾞﾛｯﾌﾟﾋｰﾄﾝ φ1.6ｘ55  ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ４ 4560195850508 ¥280

入数 JANコード 定価 注文数 備考欄
　ﾍﾞﾋﾞｰﾋｰﾄﾝ φ1.0X9.5   ｸﾛｰｽﾞ　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195830449 ¥270

  ﾍﾞﾋﾞｰﾋｰﾄﾝ φ1.0X11   ｸﾛｰｽﾞ　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195830081 ¥270

　ﾍﾞﾋﾞｰﾋｰﾄﾝ φ1.0X12.5 ｸﾛｰｽﾞ　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 １０ 4560195830098 ¥270

　ﾍﾞﾋﾞｰﾋｰﾄﾝ φ1.0X15   ｸﾛｰｽﾞ　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ８ 4560195850225 ¥270

店舗名

お問い合わせはこちらまで!

11.ヒートン

年　　　月　　　日
帳合先

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

３−３



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄

　匠ヒートン　2ｘ32　ｵｰﾌﾟﾝ　　　　ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195880987 ¥290

　匠ヒートン　2ｘ32　ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195880994 ¥290

　匠ヒートン　2ｘ42　ｵｰﾌﾟﾝ　　　　ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195881007 ¥340

　匠ヒートン　2ｘ42　ｸﾛｰｽﾞ　　 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195890016 ¥340

0

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄

　匠ヒートン　2.3ｘ32　ｵｰﾌﾟﾝ　　　ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195890023 ¥300

　匠ヒートン　2.3ｘ32　ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195890030 ¥300

　匠ヒートン　2.3ｘ40　ｵｰﾌﾟﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195890085 ¥300

　匠ヒートン　2.3ｘ40　ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195890092 ¥300

お問い合わせはこちらまで!
店舗名 年   ⽉   ⽇ 帳合先

12.匠ヒートン
   これぞ匠の技！！

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

２−１



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄

　匠ヒートン　2.3ｘ42　ｵｰﾌﾟﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195890047 ¥340

　匠ヒートン　2.3ｘ42　ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195890054 ¥340

　匠ヒートン　2.3ｘ56　ｵｰﾌﾟﾝ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195890061 ¥360

　匠ヒートン　2.3ｘ56　ｸﾛｰｽﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195890078 ¥360

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄

匠ヒートン　　1.8ｘ32ｘ9

ｸﾛｰｽﾞﾅﾅﾒｶｯﾄ切り　　

お問い合わせはこちらまで!
年   ⽉   ⽇店舗名 帳合先

ステンレス製

12.匠ヒートン

2本 4560195880963 ¥300

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

ナナメカット切りとは、

１本づつ手作業で仕上げて、

先端をナナメにカットすることにより

アイの隙間が無い様な形状に

仕上げている為

従来のヒートンよりラインが

引っ掛かりにくくなっております。

ナナメカット切り
拡⼤図

２−２



ウイング３５mm　全長４０mm

材質　アルミ製

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　コンプリートウイング　左右セット　アルミ製シルバー ｱﾙﾐ製 １ 4560195810663 ¥800

ウイング５０ｍｍ　全長５５ｍｍ

幅１１ｍｍ

材質　ステンレス製orアルミ製

自重　ステンレス１４.５ｇ　アルミ5.7g

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　ＳＳ５０ウイング　左右セット　ステンレス製 ｽﾃﾝﾚｽ製 １ 4560195880154 ¥1,000
　ＳＳ５０ウイング　左右セット　アルミ製 シルバー ｱﾙﾐ製 １ 4560195880161 ¥1,100
　ＳＳ５０ウイング　左右セット　アルミ製 ブラック ｱﾙﾐ製 １ 4560195880178 ¥1,200

ウイング全長　63mm 幅約16mm

台座全長　23.5mm 高さ５mm

自重　左右セットで5.85g

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　ウイングｄAb-60L 左右セット シルバー ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ １ 4560195860972 ¥1,100
　ウイングｄAb-60L 左右セット ブラック ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ １ 4560195860989 ¥1,200
店舗名 　　　　　　年　　　月　　　日 帳合先

お問い合わせはこちらまで!

１３.ウイング

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

コンプリートウイング左右セット

弊社に大きいウイングのお問い合わせが多数寄せられ製作いたしました。

※ヒートン・タッピングネジ は
付属しておりません、
別途注⽂お願いいたします。

ウイング接続部【拡⼤画像】

タッピングネジ等は

付属しておりません。

別途注文をお願い致します。

２−１

SS50ウイング左・右セット



　品　　名　（素材、他） ⼊数 ＪＡＮコード 定価 注文数 備考欄

　ナナマルウイング 左右セット シルバー ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ １ 4560195860996 ¥1,200
　ナナマルウイング 左右セット ブラック ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ １ 4560195861009 ¥1,300

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注文数 備考欄

 YAIBA 刃ウイング−７００ 左右セット シルバー ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ １ 4560195880307 ¥1,900

 YAIBA 刃ウイング−７００ 左右セット ブラック ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ １ 4560195880314 ¥2,000

 YAIBA 刃ウイング−８５０ 左右セット シルバー ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ １ 4560195880321 ¥2,500

 YAIBA 刃ウイング−８５０ 左右セット ブラック ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ １ 4560195880338 ¥2,600

お問い合わせはこちらまで!

帳合先店舗名
　　　　　　年　　　月　　　日

１３.ウイング

　品　　名　（素材、他）

YAIBA 刃ウイング−７００ ブラックYAIBA 刃ウイング−７００ シルバー

YAIBA 刃ウイング−８５０ シルバー YAIBA 刃ウイング−８５０ ブラック

YAIBA 刃 名の如く

ナイフや日本刀を連想させる

水を切り裂くようなデザイン！！

貴方のルアーをカッコ良く

カスタムしてみませんか？

※座⾦固定ネジは
別途注⽂お願い致します。

材質：ジュラルミン製

ウイング全長：70mm 

幅10.5mm

台座全長：２２mm 

高さ５mm

自重は

左右セットで6.2g

弊社に大きいウイングのお問い合わせが多数寄せられ製作いたしました。

軽くて丈夫なジュラルミン製カラーは、シルバーと人気のブラックの２色になっております。

ナナマルウイング

１ ２−２

※ヒートン・タッピングネジは付属しておりません、別途注⽂お願いいたします。



※１セット（タッピングネジ付）※

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　No.1　リップ　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２セット 4560195850522 ¥700
　No.2　リップ　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２セット 4560195850539 ¥750
　No.3　リップ　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２セット 4560195850546 ¥600
　No.4　リップ　ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ２セット 4560195850553 ¥550

　リップ⽤サーキットボード板　（厚さ）0.6ｔ 樹脂 １ 4560195830111 ¥300
　リップ⽤サーキットボード板　（厚さ）0.8ｔ 樹脂 １ 4560195830128 ¥300
　リップ⽤サーキットボード板　（厚さ）1.0ｔ 樹脂 １ 4560195830135 ¥300
　リップ⽤サーキットボード板　（厚さ）1.2ｔ 樹脂 １ 4560195880208 ¥350

⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　ジッターバグカップ Ｓ （ピン付）　⽣地 ｱﾙﾐ製 １ 4560195850232 ¥400
　ジッターバグカップ Ｍ （ピン付）　⽣地 ｱﾙﾐ製 １ 4560195830104 ¥400
　ジッターバグカップ Ｍ （ピン付）　シルバー ｱﾙﾐ製 １ 4560195830210 ¥500
　ジッターバグカップ Ｍ （ピン付）　ゴールド ｱﾙﾐ製 １ 4560195830227 ¥520

お問い合わせはこちらまで!

店舗名
　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

帳合先

14.リップ・サーキットボード　15.バグカップ

　品　　名　（素材、他）

　品　　名　（素材、他）

リップ用サーキットボードとは

グラスエポキシ樹脂にて整形されたリップボードです♫

ルアーのリップは薄ければ薄いほどレスポンスが向上し

動き出しが軽快になります。

ご自身でお好みの大きさに切り出す事が可能！！

厚みも４種類ありますので、製作したルアーの大きさに合わせて

厚みを選んでいただく事ができます。



品　　名　（素材、他） ⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダード No.０４　（７kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195840103
　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダード No.０３　(７kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195850096
　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダード No.００　(７kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195830166
　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダード No.０　(１１kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195930187
　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダード No.１　(１２kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195830203
　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダード No.２　(１４kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195830173
　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダード No.３　(２３kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195830197
店舗名 年　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　日 帳合先

お問い合わせはこちらまで!

16-Ⅰ．ロウ付スナップ

¥700

３−１
スナップは単純にルアーチェンジを早くするだけのものではありません！

日本の部品屋スナップは全てロウ付けになっています。

何故にロウ付けなのか？

ロウ付けする事によりスナップ自体の突起物が少なくなりゴミやラインなどを拾うストレス軽減になり

若干のラウンド形状にした効果により力の分散効果を得られ、一点に力が掛かるのを防ぎます。

ロウ付けされていることによりスナップが変形しにくく強度を保つ事ができます。



品　　名　（素材、他） ⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ヘビー　No.００（１１kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4560195880284

　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ヘビー　No.０ （１６kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4560195850102

　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ヘビー　No.１ （２０kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4560195830524
　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ヘビー　No.２（２６kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4560195830531
　ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ヘビー　No.３（３５kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4560195830548

お問い合わせはこちらまで!

16-Ⅰ．ロウ付スナップ

¥700

店舗名

年　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

帳合先

１ ３−２



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ﾛｰﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付No.００　　　（７kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 8 4560195830470

ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ﾛｰﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付No.０    　  （１１kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 8 4560195830487
ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ﾛｰﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付ﾍﾋﾞｰNo.1  （２０kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 6 4560195830494
ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付ﾍﾋﾞｰNo.２　　(２６kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 4 4560195830500
ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付ﾍﾋﾞｰNo.３　　(３５kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 4 4560195830517

　怪⼒ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ　No.３   　　　　　　　　　（７０kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 4 4560195890337 ¥700

お問い合わせはこちらまで!

品　　名　（素材、他）

16-Ⅰ．ロウ付スナップ

年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

帳合先店舗名

¥800

２ ３−３



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　ｴｷﾞ⽤ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ　Ｒ型　No.０ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ｼﾙﾊﾞｰ １０ 4560195890849
　ｴｷﾞ⽤ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ　Ｒ型　No.１ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ｼﾙﾊﾞｰ １０ 4560195890856
　ｴｷﾞ⽤ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ　Ｒ型　No.２ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ｼﾙﾊﾞｰ １０ 4560195890863
　ｴｷﾞ⽤ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ　Ｒ型　No.３ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ｼﾙﾊﾞｰ １０ 4560195890870

　ｴｷﾞ⽤ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ　Ｖ型　No.０ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ｼﾙﾊﾞｰ １０ 4560195890887
　ｴｷﾞ⽤ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ　Ｖ型　No.１ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ｼﾙﾊﾞｰ １０ 4560195890894
　ｴｷﾞ⽤ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ　Ｖ型　No.２ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ｼﾙﾊﾞｰ １０ 4560195890900
　ｴｷﾞ⽤ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ　Ｖ型　No.３ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ｼﾙﾊﾞｰ １０ 4560195890917

お問い合わせはこちらまで!

16－Ⅱ．エギ用ロウ付スナップ

品　　名　（素材、他）

店舗名

年　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　日

帳合先

¥700

¥700

３
エギングに特化し開発したスナップ

Ｒ型&Ｖ型について利点と使い分けをご紹介いたします。
まず初めに２つの商品に共通する事がティップランに使用する際に仮面シンカーを併用した場合

ラインアイにスナップが入れにくい為、一部のスナップしか使用出来ず、特に冬季などはグローブ

等を着用した状態にてのエギの交換は至難の技ですが、Ｒ型&Ｖ型共にワイヤー線を
細くする事により開閉することが容易になりストレスなくエギの交換が行えます。

Ｒ型の特徴
スナップとラインアイの接点を広く設ける事により、ダート幅を広げる事に特化した形状になります。

Ｖ型の特徴
Ｒ型とは対照的に、スナップとラインアイの接点を一点にする事により、

僅かなアタリをいち早く察知する事に特化した形状になります。



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ スタンダードＮｏ.０５　　（５kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195880017

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ スタンダードＮｏ.０４　　（７kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195880024

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ スタンダードＮｏ.０３　　（７kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195880031

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ スタンダードＮｏ.００　　（７kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195880048

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ スタンダードＮｏ.０　　　（１１kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195880055

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ スタンダードＮｏ.１　　　（１２kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195880062

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ スタンダードＮｏ.２　　　（１４kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195880079

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ スタンダードＮｏ.３　　　（２３kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4560195880086

お問い合わせはこちらまで!

17.ロウ付ワイドスナップ

　品　　名　（素材、他）

年　　　      月　　     　日

¥700

店舗名 帳合先

２−１

あのロウ付スナップにワイドタイプが登場！！

ユーザー様の声を形に致しました。

自由度の高いワイドゲイプでルアーの動きを

最大限に引き出してくれます。

エリアトラウトのプラグやスプーンから

ビッグベイトの様な重量のあるルアーに対応する為

幅広いラインナップをご用意いたしました。



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ ヘビー Ｎｏ.０　　　　　　（１６kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4560195880093

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ ヘビー Ｎｏ.１　　　　　　（２０kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4560195880109

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ ヘビー Ｎｏ.２　　　　　　（２６kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4560195880116

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ ヘビー Ｎｏ.３　　　　　　（３２kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4560195880123

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ ヘビー Ｎｏ.４　　　　　　（３５kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 4 4560195880130

　ﾛｳ付ﾜｲﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ ヘビー Ｎｏ.５　　　　　　（４５kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 4 4560195880147

お問い合わせはこちらまで!

店舗名

17.ロウ付ワイドスナップ

年　　　      月　　     　日

¥700

帳合先

　品　　名　（素材、他）

２−２

BIGベイトや怪魚には
ヘビーのNo.2以上を推奨いたします。



品　　名　（素材、他） ⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダードNo.04　　　(７kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4580195530019

　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダードNo.03　 　 (７kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4580195530026

　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダードNo.00　　  (７kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4580195530033

　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダードNo.0　 　 （11kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4580195530040

　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダードNo.1　　　（12kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4580195530057

　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダードNo.2　　　（14kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4580195530064

　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ スタンダードNo.3　　　（23kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 10 4580195530071

お問い合わせはこちらまで!

帳合先店舗名

¥700

18.カシワギロウ付スナップ

年　　　　　　月　　　　　　日

３−１



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ヘビー　No.00　　　　（11kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4560195880291

　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ヘビー　No.0　　　  　（16kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4580195530088

　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ヘビー　No.1　　　　　（20kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4580195530095

　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ヘビー　No.2　 　　　 （26kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4580195530101

　柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟ ヘビー　No.3　　　　　（35kgf） ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 7 4580195530118

お問い合わせはこちらまで!

店舗名

18.カシワギロウ付スナップ

¥700

品　　名　（素材、他）

年　　　　　月　　　　　日
帳合先

１ ３−２



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟﾛｰﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付No.00　　(７kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 8 4580195530125

柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟﾛｰﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付No.0    　(11kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 8 4580195530132

柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟﾛｰﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付ﾍﾋﾞｰNo.1  (20kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 6 4580195530149

柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付ﾍﾋﾞｰNo.2 (26kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 4 4580195530156

柏⽊ﾛｳ付ｽﾅｯﾌﾟﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ付ﾍﾋﾞｰNo.3 (35kgf) ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ﾌﾞﾗｯｸ 4 4580195530163

お問い合わせはこちらまで!

¥800

店舗名

18.カシワギロウ付スナップ

品　　名　（素材、他）

年　　　　　月　　　　　日
帳合先

２ ３−３



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　カラマンボー　３０mm ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195850560 ¥390

　カラマンボー　５０mm ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195850577 ¥390

　カラマンスティックリング（ＳＳ） ２５mm ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195850249 ¥420

　カラマンスティックリング　３０mm ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195850584 ¥420

　カラマンスティックリング　５０mm ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195850591 ¥420

　カラマンスティックリング（ﾍﾋﾞｰﾀｲﾌﾟ）　３０mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195850256 ¥480

　カラマンスティックリング（ﾍﾋﾞｰﾀｲﾌﾟ）　５０mm ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾈ材 ３ 4560195850263 ¥480

お問い合わせはこちらまで!

1９.カラマンボー

店舗名
　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

帳合先

品　　名　（素材、他）



⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　アシストリング　＃4　シルバー ｽﾃﾝﾚｽ304-H ７ 4560195830890 ¥500

　アシストリング　＃4　ゴールド ｽﾃﾝﾚｽ304-H ７ 4560195830906 ¥500

　アシストリング　＃4　ブラック ｽﾃﾝﾚｽ304-H ７ 4560195830913 ¥500

 

⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　アシストリング　＃5　シルバー ｽﾃﾝﾚｽ304-H ７ 4560195830920 ¥500

　アシストリング　＃5　ゴールド ｽﾃﾝﾚｽ304-H ７ 4560195830937 ¥500

　アシストリング　＃5　ブラック ｽﾃﾝﾚｽ304-H ７ 4560195830944 ¥500

お問い合わせはこちらまで!

店舗名 年   ⽉   ⽇ 帳合先

20.アシストリング

品　　名　（素材、他）

品　　名　（素材、他）

２−１



⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　アシストリング　＃6　シルバー ｽﾃﾝﾚｽ304-H ６ 4560195830951 ¥500

　アシストリング　＃6　ゴールド ｽﾃﾝﾚｽ304-H ６ 4560195830968 ¥500

　アシストリング　＃6　ブラック ｽﾃﾝﾚｽ304-H ６ 4560195830975 ¥500

⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　アシストリング　＃7　シルバー ｽﾃﾝﾚｽ304-H ６ 4560195830982 ¥500

　アシストリング　＃7　ゴールド ｽﾃﾝﾚｽ304-H ６ 4560195830999 ¥500

　アシストリング　＃7　ブラック ｽﾃﾝﾚｽ304-H ６ 4560195831002 ¥500

お問い合わせはこちらまで!

20.アシストリング

店舗名 年   ⽉   ⽇ 帳合先

品　　名　（素材、他）

品　　名　（素材、他）

２−２



⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　アルミ製タックルボックス　シルバー ｱﾙﾏｲﾄ加⼯ １ 4560195830326 ¥25,000
　アルミ製タックルボックス　ガンメタ ｱﾙﾏｲﾄ加⼯ １ 4560195850928 ¥25,000
　アルミ製タックルボックス　シャンパンゴールド ｱﾙﾏｲﾄ加⼯ １ 4560195850911 ¥25,000
　アルミ製タックルボックス　ブラウン ｱﾙﾏｲﾄ加⼯ １ 4560195850898 ¥25,000
　アルミ製タックルボックス　ブラック ｱﾙﾏｲﾄ加⼯ １ 4560195850935 ¥25,000
　アルミ製タックルボックス　パープル ｱﾙﾏｲﾄ加⼯ １ 4560195850850 ¥25,000
　アルミ製タックルボックス　グリーン ｱﾙﾏｲﾄ加⼯ １ 4560195850812 ¥25,000
　アルミ製タックルボックス　ブルー ｱﾙﾏｲﾄ加⼯ １ 4560195850829 ¥25,000
　アルミ製タックルボックス　ライトブルー ｱﾙﾏｲﾄ加⼯ １ 4560195850836 ¥25,000
　アルミ製タックルボックス　マットブラック ｱﾙﾏｲﾄ加⼯ １ 4560195850942 ¥25,000

  ステンレス製タックルボックス   （ヘアーライン） １ 4560195830319 ¥20,000

　　お問い合わせはこちらまで!

21.タックルBOX

店舗名 帳合先

品　　名　（素材、他）

年　　　　月　　　日

【色】 シルバー、ガンメタ、シャンパンゴールド、ブラウン、ブラック、

パープル、グリーン、ブルー、ライトブルー、マットブラック

１０色展開（※マットブラックは写真には入れておりません）

【仕様】 アルミ製(板厚1.0mm) アルマイトシルバー仕上げ

【サイズ詳細(mm)】 全長: 420 巾: 180 高さ: 70

【重量】 1.1kg
職人の手により一つ一つ手作業にて作り出されたタックルBOX

持ち手、止め金具などこだわりのたくさん詰まった商品になっております。

ステンレス製
【色】 シルバー

【仕様】 ステンレス製(板厚0.5mm) 生地

【サイズ詳細(mm)】 全長: 420 巾: 180 高さ: 70

【重量】 1.5kg

SUS（ステンレス製）ですのでアルミより頑丈に

出来ており、海水などに触れても腐食しにくく
ハードユースな方におすすめです。



⼊数 ＪＡＮコード 定　価 注⽂数 備考欄
　スナップホルダー（Ｓ）　２個入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195880253 ¥380

　スナップホルダー（Ｌ）　２個入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195880260 ¥380

　スナップホルダー（Ｓ,Ｌ）　各１個入 ｽﾃﾝﾚｽ製 ２ 4560195880277 ¥380

お問い合わせはコチラまで!

22.スナップホルダー

店舗名
年　　　　　月　　　　日

帳合先

品　　名　（素材、他）

ロック箇所は⽚⼿で開ける事が可能です
タックルBOXやフィッシングバッグ等に⼊れても
簡単にロック部が外れる事はありません。
海辺の使⽤でも
錆びにくいステンレス製になっております。
スナップホルダーだけにとどまらず
⾊々な⽤途でご使⽤いただけます。

Sサイズ
全⻑41mm
ステンレス製

Lサイズ
全⻑71mm
ステンレス製

S

L
⽳あきパッケージなどを
まとめておくのに⾮常に便利♬

商品名の通り番⼿ごとに
スナップを纏めるのに重宝しますよ。



グロー 18 mm 24 mm 7 mm 2.0 g 

ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 18 mm 24 mm 7 mm 2.0 g 

グリーン 18 mm 24 mm 7 mm 2.0 g 

TOPガイドとの緩衝を和らげる為に使⽤♫

⼊　数 ＪＡＮコード 定　価 注⽂数 備考欄

 万能ラインクリップ　（グロー） ｴﾗｽﾄﾏｰ ２ 4560195880369 ¥300

 万能ラインクリップ　（パープル） ｴﾗｽﾄﾏｰ ２ 4560195880352 ¥300

 万能ラインクリップ　（グリーン） ｴﾗｽﾄﾏｰ ２ 4560195880345 ¥300

お問い合わせはコチラまで!

23.ラインクリップ

厚さ 重量 

帳合先店舗名
　年　　　　月　　　　日

⾊ 横(幅) 縦 

品　　名　（素材、他）

堅固な耐久性とソフトな弾性を持つ⾼分⼦合成樹脂エラストマー(Elastomer)素材を使⽤して
ライン、ロッド、リールなどに
使⽤する箇所にダメージを与えず、堅固なライン固定⼒を 維持し安⼼して使⽤することができます。 
厚さが厚いナイロンあるいはカーボン素材のラインのみ固定することができる
従来のワイヤータイ プのラインストッパーの限界を超えて0.1号超極細PEラインからの固定が可能であり、
ホールド機 能を使⽤して、さらに堅固なライン固定⼒を維持することができます。 
「⽇本の部品屋」の万能ラインクリップは淡⽔、ルアー、船上、遠投、磯などの
釣りジャンルに関係 なく、すべての場所での使⽤が可能な新概念の名品ラインクリップ(ストッパー)で、
従来の低コス トラインストッパーでは感じることができない最⾼の満⾜感をお届けすることができます。 



⼊数 ＪＡＮコード 定価 数量 備考欄
 ⽇本の部品屋 メジャーシール （ピンク） 特殊ｼｰﾄ １ 4560195880895 ¥1,800

 ⽇本の部品屋 メジャーシール （イエロー） 特殊ｼｰﾄ １ 4560195880888 ¥1,800

 ⽇本の部品屋 メジャーシール （グリーン） 特殊ｼｰﾄ １ 4560195880871 ¥1,800

ステンレススチールキャリングフラットボード450 ｽﾃﾝﾚｽ製 1 4560195890320 ¥9,000

（２個よりご注⽂いただけます）

店舗名
年   ⽉   ⽇

帳合先

お問い合わせはコチラまで!

 24.メジャーシール、ボード

品　　名　（素材、他）

⽇本の部品屋よりライトソルトゲーム⽤メジャーボード発売
携帯電話サイズでコンパクトに収納ができ、持ち運びにも便利 
接続部分もフラット仕上げの為、⿂のサイズが正確に計れます。
ステンレス製なので抗菌消臭作⽤もあり
錆びにくく耐久性に優れています。 
職⼈の⼿により１つずつ丁寧に仕上げていますので   
[  一生モン!!] のメジャーボードです。 

接合部拡⼤

⽇本の部品屋より
ＰＯＰなカラーのメジャーシールが仲間⼊り
カラーは蛍光⾊のグリーン・イエロー・ピンク
夜の視認性も抜群！！
フラッシュの照り返しもありません。
もちろんメイドインジャパン！！
マットラミネート印刷でＵＶカット仕上げ
耐光性・耐⽔性に優れたメジャーシールです♫
カットも簡単にできます。



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　ウッドブランク　ペンシル　 バスウッド 1 4560195850607 ¥650
　ウッドブランク　ポッパー　　　　　　 バスウッド 1 4560195850614 ¥700
　ウッドブランク　ダーター（Ｖ) バスウッド 1 4560195850621 ¥700

　ウッドブランク　ダーター（Ｕ) バスウッド 1 4560195850638 ¥700
店舗名

　　　　　　年　　　月　　　日
帳合先

お問い合わせはこちらまで!

25.ウッドブランク    

　品　　名　（素材、他）



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　⼿創りルアー　ペンシルセット ﾊﾞｽｳｯﾄﾞ　（B・ＳＵＳ） １セット 4560195860750 ¥1,600

　⼿創りルアー　ポッパーセット ﾊﾞｽｳｯﾄﾞ　（B・ＳＵＳ） １セット 4560195860767 ¥1,600

　⼿創りルアー　ダーター（Ｖ)セット ﾊﾞｽｳｯﾄﾞ　（B・ＳＵＳ） １セット 4560195860774 ¥1,600

　⼿創りルアー　ダーター（Ｕ)セット ﾊﾞｽｳｯﾄﾞ　（B・ＳＵＳ） １セット 4560195860781 ¥1,600

　⼿創りルアー　カシワギモデルＳＤＰセット ﾊﾞｽｳｯﾄﾞ　（B・ＳＵＳ） １セット 4560195860798 ¥1,850

店舗名
　　　　　　年 　　　月　　 　日

帳合先

26.手創りルアーセット

　品　　名　（素材、他）
※（　）内はパーツの素材になります※

お問い合わせはこちらまで!

⽇本の部品屋のハイクオリティーパーツを
ふんだんに盛り込んだ⼿創りルアーセット
ウッドボディーにパーツを取り付けるだけで
簡単にルアーが作れます♫（針は別途必要）
ルアーペイントは
油性マジックでも塗る事ができます

WEB

柏木氏コラボルアーにも

ロウ付ダブルフックが採用されております。

カバーの中へ



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　ロウ付ダブルフック ＃ 1  　　　 スズ ４ 4560195880925 ¥680

　ロウ付ダブルフック ＃ 2  　　　 スズ ４ 4560195880918 ¥680

　ロウ付ダブルフック ＃ 1/0  　  スズ ４ 4560195880932 ¥740

　ロウ付ダブルフック ＃ 2/0   　  スズ ４ 4560195880949 ¥740

お問い合わせはこちらまで!

27.ロウ付ダブルフック

店舗名 帳合先
　　　　　　年　　　 月　　　日

　品　　名　（素材、他）

日本の部品屋より 

多くのアングラーが熱望した 

溶接ダブルフックを

フッキング率抜群の

ネムリ針使用でお届けします  

ネムリ針の針先はバスの口に

ほぼ垂直に立つ為     

フッキング貫通力は

ダイレクトに伝わります!!! 

WEB期間限定にて販売しております

柏木氏コラボルアーにも

ロウ付ダブルフックが採用されております。

カバーの中へTOPルアー を入れるスタイルの方やTOPナマズルアーにも効果的です！！



⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　極⼩ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.0　
　強度 8.2 kg/18 lb  ⾃重 0.02 g ｽﾃﾝﾚｽ製 ２０ 4560195880857 ¥200
　極⼩ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.00　
　強度 5.4 kg/12 lb  ⾃重 0.01 g ｽﾃﾝﾚｽ製 ２０ 4560195880840 ¥200

⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　影(shadow)ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.0　ﾌﾞﾗｯｸ
　強度 8.2 kg/18 lb ⾃重　0.02 g ｽﾃﾝﾚｽ製 ２０ 4560195880796 ¥250
　影(shadow)ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.1　ﾌﾞﾗｯｸ
　強度 9.5 kg/21 lb ⾃重　0.04 g ｽﾃﾝﾚｽ製 ２０ 4560195880802 ¥250
　影(shadow)ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.2　ﾌﾞﾗｯｸ
　強度 13.7 kg/30 lb ⾃重　0.07 g ｽﾃﾝﾚｽ製 ２０ 4560195880819 ¥250
　影(shadow)ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.3　ﾌﾞﾗｯｸ
　強度 15.0 kg/33 lb ⾃重　0.11 g ｽﾃﾝﾚｽ製 ２０ 4560195880826 ¥250
　影(shadow)ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.4　ﾌﾞﾗｯｸ
　強度 25.0 kg/55 lb ⾃重　0.18 g ｽﾃﾝﾚｽ製 ２０ 4560195880833 ¥250

⼊数 JANコード 定価 注⽂数 備考欄
　剛 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.1　ｼﾙﾊﾞｰ
　強度 14.1 kg/31 lb ⾃重　0.06 g ｽﾃﾝﾚｽ製 ２０ 4560195880741 ¥260
　剛 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.2　ｼﾙﾊﾞｰ
　強度 29.5 kg/65 lb ⾃重　0.09 g ｽﾃﾝﾚｽ製 ２０ 4560195880758 ¥260
　剛 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.3　ｼﾙﾊﾞｰ
　強度 36.7 kg/81 lb ⾃重　0.13 g ｽﾃﾝﾚｽ製 ２０ 4560195880765 ¥320
　剛 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.4　ｼﾙﾊﾞｰ
　強度 44.5 kg/98 lb ⾃重　0.23 g ｽﾃﾝﾚｽ製 １５ 4560195880772 ¥320
　剛 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ No.5　ｼﾙﾊﾞｰ
　強度 60.8 kg/134 lb ⾃重　0.36 g ｽﾃﾝﾚｽ製 １５ 4560195880789 ¥360

品　　名　（素材、他）

品　　名　（素材、他）

28.スプリットリング

品　　名　（素材、他）

店舗名

お問い合わせはこちらまで!
年　　　月　　　日

帳合先

No,1 No,2 No,3 No,4 No,5

剛スプリットリング

平打ちのスプリットリングで

強度はクラス最強レベルの仕上がり

剛スプリットリングの剛は

強い事を意味しています。

もちろん、メイドインジャパンで信頼の証︕︕

No,0 No,1 No,2 No,3
No,4

影(shadow）スプリットリング

カラーはブラックですが、

メッキ塗装ではなく

ブラック特殊⿊化処理の為、

表⾯の密着度が⾼く,強度抜群の上

剥がれにくいスプリットリングです。

⿊いフックやスイベルの⾊合わせにも最適です。

No,00 No,0

極小スプリットリング
ルアーのウエイトに影響されにくい

極⼩のスプリットリングになります。

⼩さなブレードの取り付けや

スプーンなどに使われているフック⽤など

特に海⽔にて使⽤する

メバルプラグや⼩さなメタルジグなどは

スプリットリングが錆びると

耐久性が著しく低下するため

早めの交換をお勧めいたします。



⼊数 ＪＡＮコード 定価 注⽂数 備考欄
　ウッドグリップ　ガンタイプ　（ナチュラル） 天然⽊ ｸﾘｱｺｰﾄ仕様 １ 4560195840042 ¥6,600
　ウッドグリップ　ガンタイプ　（ブラック） 天然⽊ ｸﾘｱｺｰﾄ仕様 １ 4560195840059 ¥6,600
　ウッドグリップ　ガンタイプ　（ワイン） 天然⽊ ｸﾘｱｺｰﾄ仕様 １ 4560195840066 ¥6,600

　ウッドグリップ　セミダブル　（ナチュラル） 天然⽊ ｸﾘｱｺｰﾄ仕様 １ 4560195840073 ¥6,600
　ウッドグリップ　セミダブル　（ブラック） 天然⽊ ｸﾘｱｺｰﾄ仕様 １ 4560195840080 ¥6,600
　ウッドグリップ　セミダブル　（ワイン） 天然⽊ ｸﾘｱｺｰﾄ仕様 １ 4560195840097 ¥6,600

お問い合わせはこちらまで!

ブランクスやリールシートに合わせやすく

３色展開にいたしました。

29．ウッドグリップ

双方のグリップは洗練されたデザインで

手触りや質感が工芸品の様な仕上がりに

店舗名
　　　年　　　月　　　日

帳合先

品　　名　（素材、他）

ガンタイプ （ナチュラル） ガンタイプ （ブラック） ガンタイプ （ワイン）

セミダブル （ナチュラル） セミダブル （ブラック） セミダブル （ワイン）

【材質】天然⽊
【塗装】クリアコート仕様
【⽳径】約ф12mm
【⽳の⻑さ】約95mm
【取り付け⽅】接着



⼊数 Ｊ　Ａ　Ｎ　コ　ー　ド 定価 注⽂数 備考欄
4 4560195890115
4 4560195890122
4 4560195890139
4 4560195890146
4 4560195890153 ¥580

お問い合わせはこちらまで!

ボールベアリングスイベル No.3 (平打ちスプリットリング付)
ボールベアリングスイベル No.4 (平打ちスプリットリング付)

品　　名　（素材、他）

30.ボールベアリングスイベル

¥450

¥500

店舗名
　　　月　　　　日

帳合先

ボールベアリングスイベル No.0 (平打ちスプリットリング付)
ボールベアリングスイベル No.1 (平打ちスプリットリング付)
ボールベアリングスイベル No.2 (平打ちスプリットリング付)

No.0 No.1 No.2

No.3
No.4

                                                         ⽇本の部品屋よりリリース 
⾼速回転はもちろん！ゆっくり巻いた場合でも  
『⽇本の部品屋ボールベアリングスイベル』は⾼い回転性能を維持！！ 
平打ちスプリットリングを使⽤している為、開き等の不具合が軽減されます。 
スイベルとスプリットリングはもちろん、安⼼、安全な⽇本製です。 



ウエイト ⼊数 Ｊ　Ａ　Ｎ　コ　ー　ド 定価 注⽂数 備考欄
　タングステンウエイトボール　3mm ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 0.26g ３０ 4560195890160

　タングステンウエイトボール　3.5mm　　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 0.41g ２５ 4560195890177

　タングステンウエイトボール　4mm　　　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 0.61g ２０ 4560195890184

　タングステンウエイトボール　4.5mm　　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 0.88g １５ 4560195890191

　タングステンウエイトボール　5mm　　　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 1.17g １３ 4560195890207

　タングステンウエイトボール　5.5mm　　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 1.56g １１ 4560195890214

　タングステンウエイトボール　6mm　　　　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 2.04g ９ 4560195890221

　タングステンウエイトボール　6.5ｍm　　　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 2.58g ５ 4560195890238

　タングステンヘビーウエイトボール　7mm　　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 3.20g ５ 4560195890245

　タングステンヘビーウエイトボール　7.5mm　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 3.97g ３ 4560195890252

　タングステンヘビーウエイトボール　8mm　　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 4.82g ２ 4560195890269

　タングステンヘビーウエイトボール　9mm　　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 6.93g １ 4560195890276

　タングステンヘビーウエイトボール　10mm　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 9.45g １ 4560195890283

　タングステンヘビーウエイトボール　11mm　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 12.54g １ 4560195890290

　タングステンヘビーウエイトボール　12mm　 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 16.28g １ 4560195890306

品　　名　（素材、他）

年　　　　月　　　　日
帳合先

¥450

¥500

店舗名

お問い合わせはこちらまで!

31.タングステンウエイトボール

タングステンは鉛に比べて1.7倍の重さがあり より小さなウエイトを

使うことができ挿入する位置の 自由度が上がり

アクションの幅も広がる為、 メーカー様・ビルダー様にも

大変ニーズが多い商品です。※幅広いサイズでご用意致しました※



品　　名　（素材、他） ⼊数 Ｊ　Ａ　Ｎ　コ　ー　ド 定価 注⽂数 備考欄
　タイブレ　Ｓ　ゴールド １ 4560195860118 ¥480
　タイブレ　Ｓ　シルバー １ 4560195860149 ¥480
　タイブレ　Ｓ　ブラック １ 4560195860170 ¥480
　タイブレ　Ｍ　ゴールド １ 4560195860125 ¥500
　タイブレ　Ｍ　シルバー １ 4560195860156 ¥500
　タイブレ　Ｍ　ブラック １ 4560195860187 ¥500
　タイブレ　Ｌ　ゴールド １ 4560195860132 ¥520
　タイブレ　Ｌ　シルバー １ 4560195860163 ¥520
　タイブレ　Ｌ　ブラック １ 4560195860194 ¥520

お問い合わせはこちらまで!

1.タイブレ

帳合先
年　　　月　　　日

店舗名



品　　名　（素材、他） ⼊数 Ｊ　Ａ　Ｎ　コ　ー　ド 定価 注⽂数 備考欄
　タチブレ　Ｓ　ゴールド　 １ 4560195870087 ¥690
　タチブレ　Ｍ　ゴールド　 １ 4560195870094 ¥690
　タチブレ　Ｌ　ゴールド　 １ 4560195870100 ¥690
　タチブレ　Ｓ　シルバー　 １ 4560195870117 ¥630
　タチブレ　Ｍ　シルバー　 １ 4560195870124 ¥630
　タチブレ　Ｌ　シルバー　 １ 4560195870131 ¥630

お問い合わせはこちらまで!

2.タチブレ

帳合先

年　　　月　　　日
店舗名

装着イメージ



　品　　名　（素材、他） ⼊数 JANコード 定価 注⽂数

お問い合わせはこちらまで!

4560195860910

4.スティングブレード＜ウイロー ＞

4560195860835

4560195860842
4560195860859
4560195860866

年　　　　月　　　　日
帳合先

3.スティングブレード＜コロラド＞

店舗名

2

2

2

2

2

4560195860897
4560195860903

スティングブレード<ウイロー> Wスイベル#10 S#1 シルバー

スティングブレード<ウイロー> Wスイベル#10 M#1.5 ゴールド

スティングブレード<ウイロー> Wスイベル#10 M#1.5 シルバー

4560195860873

4560195860880

¥462

スティングブレード<ウイロー> Wスイベル#10 S#1 ゴールド

スティングブレード<コロラド> Wスイベル#6 M#1 シルバー

4560195860927
4560195860934スティングブレード<ウイロー> Wスイベル#6 S#1 シルバー

スティングブレード<ウイロー> Wスイベル#6 S#1 ゴールド

スティングブレード<コロラド> Wスイベル#10 S#0 ゴールド

スティングブレード<コロラド> Wスイベル#10 S#0 シルバー

スティングブレード<コロラド> Wスイベル#10 M#1 ゴールド

2

2

3.スティングブレード＜コロラド＞　4.スティングブレード＜ウイロー ＞

¥462

備考欄

スティングブレード<コロラド> Wスイベル#6 M#1 ゴールド

4560195860804
4560195860811
4560195860828

スティングブレード<コロラド> Wスイベル#10 M#1 シルバー

スティングブレード<コロラド> Wスイベル#6 S#0 ゴールド

スティングブレード<コロラド> Wスイベル#6 S#0 シルバー

スティングブレード<ウイロー> Wスイベル#6 M#1.5 シルバー

スティングブレード<ウイロー> Wスイベル#6 M#1.5 ゴールド 4560195860941
4560195860958

2

2

2

2

2

2

2

2

2

針に刺すだけで簡単装着！！ 
太さの最大値 Wスイベル＃６ 穴の直径2.2ｍｍ 
オフセットフックなら3/0が最大の太さになります。 （Mサイズ使用時）
細軸のジグヘッドやラインに通す場合はSサイズを推奨

『BASS装着サンプル 』 『ソルト装着サンプル』 

ブレードの集魚力でフィッシュイーターを惑わす♫

Wスイベル＃１０＝WスイベルS Wスイベル＃６＝WスイベルM

Wスイベル＃１０＝WスイベルS Wスイベル＃６＝WスイベルM



※使用詳細※

スナブレ<コロラド> S ゴールド 2 4580191500504
スナブレ<コロラド> S シルバー 2 4580191500511
スナブレ<コロラド> S ブラック 2 4580191500528
スナブレ<コロラド> S ホワイト 2 4580191500535
スナブレ<コロラド> S レッド 2 4580191500542
スナブレ<コロラド> S ピンク 2 4580191500559
スナブレ<コロラド> M ゴールド 2 4580191500566
スナブレ<コロラド> M シルバー 2 4580191500573
スナブレ<コロラド> M ブラック 2 4580191500580
スナブレ<コロラド> M ホワイト 2 4580191500597
スナブレ<コロラド> M レッド 2 4580191500603
スナブレ<コロラド> M ピンク 2 4580191500610
スナブレ<コロラド> L ゴールド 2 4580191500627
スナブレ<コロラド> L シルバー 2 4580191500634
スナブレ<コロラド> L ブラック 2 4580191500641
スナブレ<コロラド> L ホワイト 2 4580191500658
スナブレ<コロラド> L レッド  2 4580191500665
スナブレ<コロラド> L ピンク 2 4580191500672

お問い合わせはこちらまで!

店舗名
年　　　　　月　　　　　日

帳合先

¥670

¥630

¥650

備考欄

5.スナブレ<コロラド>

品　　名　（素材、他） 定価JANコード 注⽂数⼊数

色々なルアーにスナップオンワンタッチで装着できるブレードの登場です。

2wayポジションシステム搭載あなたの発想で組み合わせ自由自在♫♫

ソルトウォーターにおいては

プラグ、メタルジグ、ジグヘッド、タコエギ、等々…
フレッシュウォーターにおいては

プラグ、ジグヘッド、オフセットフック、アラバマリグ等々…

【スナップ】 ロウ付ワイド スナップヘビー No.１ 【ボールベアリングスイベル】 No.0
【コロラドブレードサイズ】 【S】 No.0 【M】 No.1 【L】 No.2
【ブレードカラー】 6色



色々なルアーにスナップオンワンタッチで装着できるブレードの登場です。

2wayポジションシステム搭載あなたの発想で組み合わせ自由自在♫♫
ソルトウォーターにおいては
プラグ、メタルジグ、ジグヘッド、タコエギ、等々…
フレッシュウォーターにおいては
プラグ、ジグヘッド、オフセットフック、アラバマリグ等々…

※使用詳細※

4580191500733

4580191500740

2
店舗名

2

2

2

2

2

2

2

2

2

お問い合わせはコチラまで!

年　　　月　　　日
帳合先

スナブレ<ウイロー > L ホワイト
¥670

4580191500801

4580191500818スナブレ<ウイロー > L シルバー

スナブレ<ウイロー > L ゴールド

スナブレ<ウイロー > L ブラック 4580191500825

4580191500832

スナブレ<ウイロー > L レッド  4580191500849

スナブレ<ウイロー > M シルバー

スナブレ<ウイロー > M ホワイト 45801915007712

スナブレ<ウイロー > M ピンク

スナブレ<ウイロー > L ピンク 4580191500856

スナブレ<ウイロー > M ブラック

2

2

６.スナブレ<ウイロー >

スナブレ<ウイロー > S ゴールド

スナブレ<ウイロー > S シルバー

スナブレ<ウイロー > S ブラック

スナブレ<ウイロー > S ホワイト

スナブレ<ウイロー > S レッド

4580191500702

4580191500719

4580191500726

注⽂数 備考欄⼊数

2

2

2

2

2

品　　名　（素材、他）

スナブレ<ウイロー > M レッド 

定価JANコード

4580191500757

4580191500764

¥630

4580191500788

スナブレ<ウイロー > S ピンク

スナブレ<ウイロー > M ゴールド

4580191500689

4580191500696

¥650

4580191500795

【スナップ】 ロウ付ワイドスナップ ヘビー No.１ 【ボールベアリングスイベル】 No.0
【ウイローブレードサイズ】 【S】 No.１ 【M】 No.１.５ 【L】 No.２
【ブレードカラー】 6色



1

⼊数

1

備考欄定価 注⽂数品　　名　（素材、他） JANコード

8.ケロリングセット

¥4,600

備考欄定価JANコード

⾼級タナゴ浮き通し

ケロリングセット 　ケロチャングリーン

4560195860590

4560195860026

¥250

7.高級タナゴ浮き通し　

品　　名　（素材、他） 注⽂数⼊数

¥1,850

WEB限定:カエルアー繊維(3⾊⼊り)

WEB限定:カエルアー(2個⼊り)

年　　　　月　　　　日
帳合先

4560195860033

4560195860040

¥1,850

¥1,850

ケロリングセット　 ピョンキチイエロー

お問い合わせはコチラまで!

¥100

1

1

店舗名

ケロリングセット 　ザリレッド

タナゴ釣りの仕掛けは細くて繊細です。

その繊細な仕掛けに中通し浮き、穴が小さく入れにくい！！

そんなお悩みを解消出来るコンマ数ミリのお助けアイテムです。

針のないルアーで、エサを使わず、カエルに触らずにカエル釣りが
楽しめる全く新しいカエル釣り、それが「ケロリング」です。

カエルが目の前で動くモノに非常に興味を持ち、思わず食い付い
てしまうという習性があるから。そして、その習性を最大限に利用し

たのが、カエル用ルアー「カエルアー」です。

「カエルアー」は、カエルが気になって食付きたくなるようにキラキラ

と光って誘うメタルボールや、ヒラヒラと動いてカエルを誘うパーツ

を装備。実はこのパーツがカエルアーのキモで、特殊な繊維ででき
ており、カエルが食い付くと、繊維がカエルの歯に引っ掛かり、カエ

ルの口の中に引っ付くので、針がなくてもカエルを釣り上げること

が可能になっています。



お問合せはコチラまで!

洗練された日本の部品屋の

プロペラを使用しCedarfieldが

高級なルアースタンドとして

進化させました！！

印鑑スタンド、ペンスタンド

（万年筆）、箸置き、等々…

SNSなどで

映える事間違いなし！！

備考欄

９.デコレーションスタンド

　品　　名　（素材、他）

デコレーションスタンド　 (L) 楓

定価JANコード

4580191500931

4580191500948

注⽂数

デコレーションスタンド　 (L) southern cross

デコレーションスタンド　 (L) crab

4580191500894

4580191500900

4580191500917

4580191500924

1

1

4580191500863

4580191500870

4580191500887
¥1,100

デコレーションスタンド 　(S) flower

デコレーションスタンド　 (S) crab

デコレーションスタンド 　(S) southern cross

¥1,200

帳合先

デコレーションスタンド　 (S) splash

デコレーションスタンド 　(S) 楓

デコレーションスタンド　 (S) 桜

デコレーションスタンド　 (L) flower

デコレーションスタンド　 (L) splash

4580191500962

4580191500979

1

4580191500955

1

1

1

⼊数

1

1

1

1

デコレーションスタンド　 (L) 桜
店舗名

年　　　　　月　　　　　　日

1

1



１g

２g

４g

4580191500016

4580191500023

4580191500054

4580191500061

4580191500078

4580191500085

CDP-001 ホログラム・ラメ 0.10mm 1g

CDP-002 ホログラム・ラメ 0.10mm 2g

 CDP-003 ホログラム・ラメ 0.10mm 4g 4580191500030

¥400１g

２g

４g

¥655

1.CRAFT DEPO（クラフトデポ）ホログラムラメ

品　　名　（素材、他） 定価JANコード 注⽂数 備考欄⼊数

 CDP-009 ホログラム・ラメ 0.05mm 2g 4580191500092

4580191500108 CDP-010 ホログラム・ラメ 0.05mm 4g ¥1,170

¥1,170

¥400

¥655

¥1,170

¥400

 CDP-005 ホログラム・ラメ 0.07mm 1g

４g

お問い合わせはコチラまで!

帳合先店舗名

¥655

 CDP-006 ホログラム・ラメ 0.07mm 2g

 CDP-007 ホログラム・ラメ 0.07mm 4g

 CDP-008 ホログラム・ラメ 0.05mm 1g

２g

年　　　　　月　　　　　日

１g

ホログラム・ラメ 0.10mm 4g

ホログラム・ラメ 0.10mm 2g

ホログラム・ラメ 0.10mm 1g

ホログラム・ラメ 0.07mm 4g

ホログラム・ラメ 0.07mm 2g

ホログラム・ラメ 0.07mm 1g

ホログラム・ラメ 0.05mm 4g

ホログラム・ラメ 0.05mm 2g

ホログラム・ラメ 0.05mm 1g

ホログラム・ラメ 0.10mm 4g

ホログラム・ラメ 0.10mm 2g

ホログラム・ラメ 0.10mm 1g

ホログラム・ラメ 0.07mm 4g

ホログラム・ラメ 0.07mm 2g

ホログラム・ラメ 0.07mm 1g

ホログラム・ラメ 0.05mm 4g

ホログラム・ラメ 0.05mm 2g

ホログラム・ラメ 0.05mm 1g

ホログラム・ラメ 0.10mm 4g

ホログラム・ラメ 0.10mm 2g

ホログラム・ラメ 0.10mm 1g

ホログラム・ラメ 0.07mm 4g

ホログラム・ラメ 0.07mm 2g

ホログラム・ラメ 0.07mm 1g

ホログラム・ラメ 0.05mm 4g

ホログラム・ラメ 0.05mm 2g

ホログラム・ラメ 0.05mm 1g

◆ラッカー系などの油性溶剤に耐久性があり混ぜた状態

で保存ができとても経済的!

◆ルアーサイズやイメージによってラメの細かさが選べる!

◆高輝度の超微粒タイプで1mm以下のハンドピースにも

詰まりにくく作業性が良い!

ホログラムシートを独自の技術で最小0.05mmまで粉砕。
キラキラと輝くホログラム・ラメはルアーにより一層高級感

を与えるアイテムです。



¥1,285

店舗名 帳合先

 CDP-028 ホロシート・アバロン 145x70 2枚⼊り

 CDP-027 ホロシート・アバロン 145x70 1枚⼊り 4580191500269

4580191500276

¥430

¥745

1

2

年　　　　　　月　　　　　　日

4580191500221

4580191500238

4580191500245

4580191500252 CDP-026 ホロシート・アバロン 290x70 2枚⼊り

お問い合わせはコチラまで!

¥705

¥690

¥1,220

¥410

¥705

¥715 CDP-025 ホロシート・アバロン 290x70 1枚⼊り

 CDP-023 ホロシート・ブライト 145x70 2枚⼊り

2

 CDP-022 ホロシート・ブライト 145x70 1枚⼊り

 CDP-021 ホロシート・ブライト 290x70 2枚⼊り 4580191500214

 CDP-020 ホロシート・ブライト 290x70 1枚⼊り 4580191500207

¥430

¥1,285

1

1

2

1

2

¥690

 CDP-019 ホロシート・スターダスト 145x70 2枚⼊り

 CDP-016 ホロシート・スターダスト 290x70 1枚⼊り

 CDP-017 ホロシート・スターダスト 290x70 2枚⼊り

 CDP-018 ホロシート・スターダスト 145x70 1枚⼊り

4580191500191

4580191500115

4580191500122

4580191500139

4580191500153

4580191500160

4580191500177

4580191500184

2

1

2

2

1

2 ¥745

¥1,220

¥410

 CDP-015 ホロシート・クリア 145x70 2枚⼊り

1

1.CRAFT DEPO（クラフトデポ）ホロシート

品　　名　（素材、他） 備考欄

¥715

定価JANコード⼊数 注⽂数

1 CDP-011 ホロシート・クリア 290x70 1枚⼊り

 CDP-012 ホロシート・クリア 290x70 2枚⼊り

 CDP-013 ホロシート・クリア 145x70 1枚⼊り

※シートの色味は
実際とは異なります。

※シートの色味は
実際とは異なります。

※シートの色味は
実物とは異なります。

※シートの色味は
実物とは異なります。

※シートの色味は
実際とは異なります。

※シートの色味は
実際とは異なります。

※シートの色味は
実物とは異なります。

※シートの色味は
実物とは異なります。◆ストレッチングタイプなので伸ばし

ながら貼れて
ルアーブランクの曲面によく馴染む!

◆アルミ箔の上から重ね貼りができ、

ウロコ目を生かしたまま柄とホログ

ラム効果などを表現!
◆超極薄シートでボディとの段差が

少なくコーティングがラクラク!

※ホロシートの厚み４０ミクロン※

リアル系重視のこのシートはハンドメ

イドルアー市場にとって新しいデバイ
スとなるでしょう。

お手持ちのルアーメタルジグをアップ

デートしてみませんか？



⼊数 定価 注⽂数
ｱﾙﾐ製 1 ¥2,100
ｱﾙﾐ製 1 ¥2,100
ｱﾙﾐ製 1 ¥2,100

店舗名 帳合先

年 月 日

１．ヘアパッカー LAYMON TOOLS
雷門兄弟社

雷門兄弟社とは杉原産業（株）が手がけるフライフィッシングツールのブランドです。

4560195840035

ＪＡＮコード

4560195840011ヘアーパッカー　アルミ製　シルバー
ヘアーパッカー　アルミ製　グリーン

4560195840028ヘアーパッカー　アルミ製　オレンジ

備考欄品　　名　（素材、他）

ご注文やお問い合わせはこちらまでご連絡ください!

このツールはクリップヘッドを密にするためのものです。

長らくフライフィッシングをされている方なら
「プッシャー」というほうが馴染みがあるかもしれません。

樹脂製のものや、

または押し込むための穴が一つしかない筒状のものもありますが、

「ライモンツールス」ではアルミ製でホールも四つあり、
様々なフライタイイングに柔軟に対応できます。

また、シャフトの先端部分は斜めにカットされており、転がりを防止します。



素材 入数 定価 注文数

ｽﾃﾝﾚｽ製 1 ¥2,200

ｽﾃﾝﾚｽ製 1 ¥2,200
ｽﾃﾝﾚｽ製 1 ¥2,200
ｽﾃﾝﾚｽ製 1 ¥2,200

ｽﾃﾝﾚｽ製 1 ¥1,000
ｽﾃﾝﾚｽ製 1 ¥1,000
ｽﾃﾝﾚｽ製 1 ¥1,000

店舗名 帳合先

年 月 日

タイイングニードル

タイイングブラシ 0.15m/m

交換⽤ タイイングブラシ　0.1m/m
交換⽤ タイイングブラシ　0.15m/m
交換⽤ タイイングブラシ　0.2m/m

タイイングブラシ 0.2m/m

品　　名　（素材、他）

２.タイイングブラシ
　 タイイングニードル

雷門兄弟社とは杉原産業（株）が手がけるフライフィッシングツールのブランドです。

4560195840929

4560195840905
備考欄ＪＡＮコード

LAYMON TOOLS

4560195840912

　　　　雷門兄弟社

4560195850089

4560195850065
4560195850072

4560195840936

タイイングブラシ 0.1m/m

タイイングブラシ タイイングニードル

0.1m/m0.15m/m0.2m/m

ブラシの反対側はニードルになってます。

ニードルの先端は大変尖っております。

使用時は安全に考慮してご使用ください。

ご注文やお問い合わせはこちらまでご連絡ください!

一度使うと手放せない便利ツールで、あらゆるステージで役立ちます!!

釣れそうなシルエットも思いのままに,
コンパクトで持ちやすいペン型グリップに取り付けられた

ステンレス製のワイヤーブラシは様々なフライをタイイングする上で

色々な場面でお使いいただけます。

グリップに白いカラーを装着しており作業中に
ブラシやニードルが転がるのを防ぎます。

安心と信頼のジャパンメイド『日本製』になります。



⼊数 定価 注⽂数
1 ¥12,000

店舗名
年　　　　月　　　　日

帳合先

３.クイックワインダー

雷門兄弟社とは杉原産業（株）が手がけるフライフィッシングツールのブランドです。

ＪＡＮコード

LAYMON TOOLS
雷門兄弟社

備考欄

4560195840127クイックワインダー　シルバー
品　　名　（素材、他）

回転する部分にはグリス処理を施

しておりますが、使用することにより

回転が重く感じられて来た場合は

回転部分に市販の金属用潤滑剤な

どでメンテナンスをお願い致します。

※注意※

アルミ部分には

アルマイト加工を施しておりますが

ソルトウォーターゲームで使用した

後は腐食の原因になりますので

温水などで塩分を除去して下さい。

ご注文やお問い合わせはこちらまでご連絡ください!

モバイルコンセプトのラインワインダー（チェンジャー）

リールからフライラインやバッキングを巻き取ったり

逆にスプールからラインを巻き取るのに便利！！
フィールドを選びません！！


