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Ground

Technique of Kabura Fishing
① Drop the Surusuru Kabura into the sea
② Point the rod towards the kabura head, reel’s drag to be loose (ex. 500g) to minimuize the line tension
③ When Surusuru Kabura touched the ground, keep rewind the line with constant speed, ex. 1 turn per second
     Rewind 10-20 times and drop again to the ground, if no bite.
④ Repeat ③ for 3 to 4 times, if feel no bite, retrieve and bring up the Surusuru Kabura, check the system hooks
⑤ Repeat ①
⑥ When feel of bite, keep winding the line with the same speed.  When the fish starts to run, the reel will sound, it also means the fish is 
hooked. Now put your thumb on the spool and set up the rod, and tight the drag at the same time (NOT too tight, 3-4 clips are enough), 
and start fighting with the fish gentlely.

1st drop 2nd drop 3rd drop

Stream

Illustrated by COH

Technique of Kabura Fishing

Check here for Kabura technique seminar

** REMEMBER **
When the fish want to go, let it go, but must keep line tension.
When the fishing stop running, keep rewind.
Pumping is not advisable because the hooking may not be deep to hold.



シーオーエイチ株式会社　COH CORP.　℡ 092-986-3629　Email: info@coh-fishing.co.jp
http://coh-fishing.co.jp
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一つテンヤにチューニング動画
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Fixed type Kabura.
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Similarly to octopus, all colours are with luminous eyes

Similarly to octopus, all colours 
are with luminous eyes
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:LUH)G##FPK)[)!

付属品-$FFHVVRULHV

瞬敏波止タチウオテンヤジグ　7DFKLXR)7HQ\D)0LQL)IRU)'LNH))LVKLQJ 
餌止めの針が斜めの角度により、餌をしっかりホールドする。エサ巻き用ステン線標準装備
)RU)VKRUH)DQG)GLNH)FXWODVVILVK)GIURVWILVKK)ILVKLQJ)JDPHI)2XU)KRRN)LV)RULJLQDO)GHVLJQ)IRU)HDV\)VHWWLQJ)DQG)VWHDG\)KROGLQJ)RI)EDLWI))

!"!"#P#PPP

&R&R&RORORORU)U)U)&K&K&KDUDUDUW)W)W)6)6)6)6L6L6L]H]H]HVVV
DEDEDEFGFGFG!!!!!!HIHIHI#J#J#JKLKL)D)D"F"F)G!#FJKL)D#F#FG!G!G!MN

付属品-$FFHVVRULHV
686):LUH)G"FFPK)[)!

)D#F#FG!G!G!G!MNI#I#JKJK

シルバーメッキ SIL-01

夜光ゼブラ GLZ-02

ブラックゼブラ MBZ-03

パープルラメ PL-04

Matte Black Finished
03

-02

01
Nickel plated

Purple

Glow

船テンヤタチウオジグ　7DFKLXR)7HQ\D)-LJV
餌止めの針が斜めの角度により、餌をしっかりホールドする。ワイヤーリーダー、エサ巻き用ステン線標準装備
)RU)ELJ)FXWODVVILVK)GIURVWILVKK)ILVKLQJ)JDPHI)2XU)MLJKHDG)LV)GHVLJQHG)WR)PDLQWDLQ)LQ)EDODQFH)IRUP)WR)DOZD\V)NHHS)LQ)KRUL]RQWDOI))

夜光効果
Glow effective

※１号：約3.75gで計算
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=LQF3$OOR\HG$6SRRQ
IRU$0DGDL$;$VDOPRQ
$ILVKLQJ It has been more then 70 years since spoon being used for salmon and trout fishing in the Northern 

Europe such as Norway. Ever since then spoons have become a indispensable item,  and as decades 
passed the fishing style evolved and finally we developed one with which the gravity point is designed 
being put at backward of the spoon in order to gain steady longer throw and swimming action (fast 
retrieve).
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Gravity point
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Madai SpoonsMadai Spoons

BS WIRD BSP BSPD RDS

Standard specification
Attached with split-ring P12 #5 at each end.

Top

Bottom

AutumnSalmonAutumnSalmonalso suit for

which is so popular in the Northern Japan.

UV Coating









HOOKS, ASSIST-HOOKS & ETC.　針＆アシストフック
Good  Fishing Tackles
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特徴は、サイド爪２本付き構造によってワンタッチでネクタイやスカートなどの
組み合わせが素早くセット可能、超簡単！
●色：赤　●福岡玄海生まれのパーツ Produced in Fukuoka
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特徴は
天然ゴムなので、噛まれても、齧られても、引っ張られても、伸びる、切れにくい特性を持つ。
●色：オレンジOR、チャートCL、レッドRED、ブラックBK、ホワイトWH、グリーンG、
　　　ブルーBL、ピンクPK
●入数：6本/パック　●福岡玄海生まれのパーツ Produced in Fukuoka
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HOOKS, ASSIST-HOOKS & ETC.　針＆アシストフック
Good  Fishing Tackles

R

ＴＧオルカフックシステム
!"#$%&"'"()*+,,-.*./.)"'*
0,!*)12,!&%

品番Ｎo. サイズSIZE

AC12082-

AC12082-

OR 001

CL 002
※ＴＧオルカ全サイズ共通
●ご注文単位：３０パック
●１パック入り数：２セット
●メーカー定価：オープン OPEN PRICE
●純国産鋭い針、１２号ｘ２本使用
●高強度編み糸使用
●集魚効果の高い、長い夜光チューブ
●簡単に交換可能

全遊動式フックシステム
するするラバー/さくらボール用
!"#$%&"'"()*+,,-.*./.)"'*
0,!*0!""2.)/$"*3.45(12+"%67*-%89!%

品番Ｎo. サイズSIZE

AC12083-

AC12083-

OR 001

CL 002

OR 001

CL 002

※するするラバー全サイズ共通
●ご注文単位：３０パック
●１パック入り数：２セット
●メーカー定価：オープン OPEN PRICE
●鋭いオーナーばりＰＥウタセ真鯛１２号ｘ２本
●高強度ダイニーマ糸使用
●するするラバーの本体に挿入だけ、とても簡単に
交換可能

)1*,!&%専用スペアフック .#%!"*+,,-. 

品番Ｎo. サイズSize

AC12068- 12号 x 2本

※ＴＧオルカ全サイズ共通
●ご注文単位：３０パック
●１パック入り数：３セット
●メーカー定価：オープン OPEN PRICE
●純国産鋭い針、１２号ｘ２本使用
●高強度編み糸使用
●集魚効果の高い、長い夜光チューブ
●簡単に交換可能

夜光チューブ

ゴムチューブの伸び縮む性質を利用して
、掛かった魚がどんな方向に暴れても、こ
のフックシステムは絶対に抜かない構造
になっている。

!"#$%&"'"()*+,,-.*./.)"'*
0,!*0!""2.)/$"*3.45(12+"%67*-%89!%

品番Ｎo. サイズSIZE

#12116- 金ネクタイ
※するするラバー/さくらボール全サイズ共通
●ご注文単位：３０パック
●入数：２セット、メーカー定価：オープン OPEN
●高アピール度の高反射金蒸着フィルムネクタイ
●鋭いオーナーばりＰＥウタセ真鯛１２号ｘ２本
●高強度ダイニーマ糸使用
●するするラバー、又はさくらボールのの本体に挿入
だけ、とても簡単に交換可能

するするラバー/さくらボール　全サイズ共通全遊動式フックシステム

●入数：２セット、メーカー定価：オープン
●高アピール度の高反射金蒸着フィ
●鋭いオーナーばりＰＥウタセ真鯛
●高強度ダイニーマ糸使用
●するするラバー、又はさくらボールのの本
だけ、とても簡単に交換可能

全遊動式キラキラネクタイフックシステムＳＰ金
するするラバー/さくらボール用

)1*,!&%用１つテンヤスペアフック
)"(/%*05.+5(1*.#%!"*./.)"'*+,,-. 

シーハンター８号

品番Ｎo. サイズSize

AC12117- 3/0号（Ｍ）

※ＴＧオルカ全サイズ共通
●ご注文単位：３０パック
●入り数：２個
●メーカー定価：オープン OPEN PRICE
●純国産鋭い針使用：オーナーばりスピナーベイトフック3/0＋ＰＥウタセマダイ１２号
●高強度編み糸使用、よつあみシーハンター８号
●集魚効果の高い、長い夜光チューブ
●簡単に交換可能

夜光チューブ

１つテンヤチューニング動画

Made in Japan
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&2+$SLHUFHG$HDUULQJV$DUH$KDQG$PDGH$E\$YHU\$GHOLFDWHG$DQG$VRILVWLFDWHG$KDQGFUDIW$PHQ$ZLWK$DOO$WLPH$WDNHQ$WR$WXUQ$WKHP$LQWR$YHU\$
EHDXWLIXO$HDUULQJV;

&RORU$&KDUW$<$6L]HV 7LQ\@AFP<B;CJDE$'LPSOH$@G;HFP<B;CJDE$/HDI@JFP<G;CJD

>)HDWXUHV@$7KH$SHUIHFW$SDLU$IODWWHULQJ$HDUULQJV$VZLQJ$DQG$
JOLPPHULQJ$ZLWK$HYHU\$VLQJOH$PRYHPHQW$PDGH$E\$WKH$
ZHDUHU$WKDW$EULJKWHQ$XS$KHU$IDFHE$QR$PDWWHU$WKH$VW\OH;

>6SHFLILFDWLRQV@$N6L]HO$)UHH$N'HVLJQO$7LQ\$@B;CJDE$'LPSOH$
@B;CJDE$/HDI$@G;CJD$N&RORUO$%OXH<%/QBGE$2UDQJH$
*ORG<2*QBAE$*UHHQ$*ROG<**QBHE$*UHHQ<*QBJE$3LQN<3QBC$
N0DWHULDOVO$%UDVV<=LQFQ$OOR\HG<,URQ$N3DLU

IRU$D$EHDXWLIXO$ILVKLQJ$OLIH

ルアーピアスイヤリング　繊細な塗装職人の技で時間を掛けた綺麗なルアー形状のピアス

【商品特徴】　動くたびに優しく揺れながら輝き。飾らない、何気な
いシンプルなデザインなのに、フワリと包み込むような上品さが薫
ります。いつも自分らしく、美しく、自由に過ごす女性にふさわしい
煌めきが、ON/OFFを問わず、あなたの耳元に寄り添います。 

【商品仕様】　※サイズ：FREE　※デザイン：Tiny(0.5g), 
Dimple(0.5g), Leaf(1.5g)　※カラー：BL-01/ブルー,OG-02/オレン
ジゴールド,GG-03/グリーンゴールド,G-04/グリーン,P-05/ピンク
※材質：真鍮・亜鉛合金・鉄　※ペアで販売

&2+$SLHUFHG$HDUULQJV$DUH$KDQG$PDGH$E\$YHU\$GHOLFDWHG$DQG$VRILVWLFDWHG$KDQGFUDIW$PHQ$ZLWK$DOO$WLPH$WDNHQ$WR$WXUQ$WKHP$LQWR$YHU\$
EHDXWLIXO$HDUULQJV;

7LQ\@AFP<B;CJDE$'LPSOH$@G;HFP<B;CJDE$/HDI@JFP<G;CJD

7KH$SHUIHFW$SDLU$IODWWHULQJ$HDUULQJV$VZLQJ$DQG$
JOLPPHULQJ$ZLWK$HYHU\$VLQJOH$PRYHPHQW$PDGH$E\$WKH$
ZHDUHU$WKDW$EULJKWHQ$XS$KHU$IDFHE$QR$PDWWHU$WKH$VW\OH;

>6SHFLILFDWLRQV@$N6L]HO$)UHH$N'HVLJQO$7LQ\$@B;CJDE$'LPSOH$
@B;CJDE$/HDI$@G;CJD$N&RORUO$%OXH<%/QBGE$2UDQJH$
*ORG<2*QBAE$*UHHQ$*ROG<**QBHE$*UHHQ<*QBJE$3LQN<3QBC$
N0DWHULDOVO$%UDVV<=LQFQ$OOR\HG<,URQ$N3DLU

ルアーピアスイヤリング　繊細な塗装職人の技で時間を掛けた綺麗なルアー形状のピアス

【商品特徴】　動くたびに優しく揺れながら輝き。飾らない、何気な

UW$<$6L]HV 7LQ\@AFP<B;CJDE$'LPSOH$@G;HFP<B;CJDE$/HDI@JFP<G;CJD

いシンプルなデザインなのに、フワリと包み込むような上品さが薫
ります。いつも自分らしく、美しく、自由に過ごす女性にふさわしい
煌めきが、ON/OFFを問わず、あなたの耳元に寄り添います。 

【商品仕様】　※サイズ：FREE　※デザイン：Tiny(0.5g), 
Dimple(0.5g), Leaf(1.5g)　※カラー：BL-01/ブルー,OG-02/オレン
ジゴールド,GG-03/グリーンゴールド,G-04/グリーン,P-05/ピンク
※材質：真鍮・亜鉛合金・鉄　※ペアで販売 N0DWHULDOVO$%UDVV<=LQFQ$OOR\HG<,URQ$N3DLU

7LQ\@AFP<B;CJDE$'LPSOH$@G;HFP<B;CJDE$/HDI@JFP<G;CJD

JOLPPHULQJ$ZLWK$HYHU\$VLQJOH$PRYHPHQW$PDGH$E\$WKH$
ZHDUHU$WKDW$EULJKWHQ$XS$KHU$IDFHE$QR$PDWWHU$WKH$VW\OH;

>)HDWXUHV@$【商品特徴】　動くたびに優しく揺れながら輝き。飾らない、何気な
いシンプルなデザインなのに、フワリと包み込むような上品さが薫
ります。いつも自分らしく、美しく、自由に過ごす女性にふさわしい
煌めきが、ON/OFFを問わず、あなたの耳元に寄り添います。 



HOOKS, ASSIST-HOOKS & ETC.　針＆アシストフック
Good  Fishing Tackles

R

マダイばり　ＰＥ１２
タイラバ、インチク最適

24cm

フック

1126-#10

1126-#12
1126-#13

フック シーハンター

1129-S #10

1129-M #12
1129-L #13

８号
８号

８号
●ご注文単位：３０パック
●１パック入り数：３セット
●メーカー定価：４００円（税別）
●純国産鋭い針ｘ２本使用
●錆びに強いスズメッキ
●よつあみのシーハンター使用

フック シーハンター

1139-S #10

1139-M #12
1139-L #13

８号
８号

８号

24cm

●ご注文単位：３０パック
●１パック入り数：３セット
●メーカー定価：４5０円（税別）
●純国産鋭い針ｘ２本使用
●錆びに強いスズメッキ
●よつあみのシーハンター使用

●ご注文単位：３０パック
●１パック入り数：３０本
●メーカー定価：３００円
●錆びに強いスズメッキ

フック

1136-#10

1136-#12
1136-#13

●ご注文単位：３０パック
●１パック入り数：３０本
●メーカー定価：３５０円（税別）
●錆びに強いスズメッキ

太軸マダイばり　ＰＥ１３
タイラバ、インチク最適

ストレートポイント
Straight Point

メーカーＯＥＭばり、そのがまかつのサーベルポイントよりも強い！
且つ錆びにくい！

全遊動式キラキラネクタイフックシステムＳＰグリーン
するするラバー/さくらボール用

品番Ｎo. サイズSIZE

#12118 グリーンネクタイ
※するするラバー/さくらボール全サイズ共通
●ご注文単位：３０パック
●１パック入り数：２セット、メーカー定価：オープン
●高アピール度の高反射金蒸着フィルムネクタイ
●鋭いオーナーばりＰＥウタセ真鯛１２号ｘ２本
●高強度ダイニーマ糸使用
●するするラバー、又はさくらボールのの本体に挿入
だけ、とても簡単に交換可能

するするラバー/さくらボール　全サイズ共通全遊動式フックシステム

＃１２１１８
キラキラネクタイフックシステムＳＰ　グリーン
※強くて、切れにくいキラキラグリーン蒸着フィルム
※オーナーばり　ＰＥウタセ真鯛１２号
※定価：オープン価格（２個入り）
ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ



LED WATER-LIGHTS 水中ライトＬＥＤシリーズ

!/('水中ライト　L6:/(6(!/('
超明るい、省エネルギ（１６８時間以上連続点滅）、スイッチで点滅速可変

:$7(5,/,*+7,:,7+,!/('6,7<3(,
%OLQNV,ZLWK,:,DGMXVWDEOH,VSHHGVB,%DWWHU\,GXUDELOLW\,EFGKUV,DQG,DERYHB

/('水中ライト　L6:/(0(/('　単３ｘ:本使用
/(',:DWHU(/LJKW,(,0

$&E:MFN,レッド,,,,,,,,　　$&E:MFO　ケイムラ

$&E:MFF　ブルー

6/2:)$67

$&E:MMO(*5　グリーン

155mm

L6:/(!/('(*

$&E:MM!　グリーン

105mm

ディプフラッシュLED水中ライト【簡易型】
iSWL DeepFlash LED DeepSea-Light

特徴、水の中だけ導電し連続点滅します。
1000メートル以上深海用、省エネＬＥＤ、信頼性高く
　　　マグロ専門漁船に多く使われています

品番ＮRB サイズ6,=(

$&E:MM!(

$&E:MFN(

グリーン,*5((1

レッド,5('

ケイムラ,.(,085$

ブルー,%/8(

$&E:MFO(

$&E:MFF(
※超明るい、省エネLED（１６８時間連続点滅可）(*1)　※ス
イッチで点滅速度　※電池交換可能構造　※耐水深200m
以上
●ご注文単位：１０個
●包装：１箱１０個入り
●メーカー定価：オープン
(*1)参考値です。メーカーによって結果が異なります。

品番ＮRB サイズ6,=(

$&E:MMO(*5

$&E:EMO(%/

グリーン,*5((1

レッド,5('

ケイムラ,.(,085$

ブルー,%/8(

$&E:EMO(5'

$&E:EMO(.0
※超明るい、省エネLED（１６８時間連続点灯可）(*1)　※ス
イッチで点滅速度　※電池交換可能構造　※頑丈なボディ
　※耐水深200m以上

●ご注文単位：１０個
●包装：１箱１０個入り
●メーカー定価：オープン
(*1)参考値です。メーカーによって結果が異なります。

品番ＮRB サイズ6,=(

$&E:E:G(*5

$&E:E:G(%/

グリーン,*5((1

レッド,5('

ケイムラ,.(,085$

ブルー,%/8(

$&E:E:G(5'

$&E:E:G(.0

※超明るい、超省エネＬＥＤ（1000-1200時間連続点滅可能）(*1)
※耐水圧１０００ｍ以上　※完全防水ＩＰ６８
●ご注文単位：１０個
●包装：１箱１０個入り
●メーカー定価：ＯｐｅｎＰｒｉｃｅ
(*1)参考値です。

品番ＮRB サイズ6,=(

$&E:E:G(*5 グリーン,*5((1

ディープフラッシュ深海LEDライト
Deep Sea Water Light DeepFlash
※耐水圧1000ｍ　※IP68　※連続点滅1000-1200時間（*1）
※省エネルギLED　※超明るいパワーフールLED　※色：ブルー、レッド、ホワイト、グリーン

/('水中ライト　L6:/(06(/('　単３ｘ:本使用
/(',:DWHU(/LJKW,(,06,+HDY\,'XW\,6ZLYHOV,RQ,+HDG
キャップヘビーサルカン付き

160mm

品番ＮRB サイズ6,=(

$&E:MMF(*5

$&E:EMF(%/

グリーン,*5((1

レッド,5('

ケイムラ,.(,085$

ブルー,%/8(

$&E:EMF(5'

$&E:EMF(.0
※超明るい、省エネLED（１６８時間連続点灯可）(*1)　※ス
イッチで点滅速度　※電池交換可能構造　※頑丈なボディ
　※耐水深200m以上

●ご注文単位：１０個
●包装：１箱１０個入り
●メーカー定価：オープン
(*1)参考値です。メーカーによって結果が異なります。

160mm

部品詳細

※乾電池は含まない。参考写真です。
※対応可能ＬＥＤ豆電球は、T5E10とT3E10
※本体は夜光

夜光ボディ
夜光ボディ

部品詳細

※乾電池は含まない。参考写真です。
※対応可能LED豆電球サイズは、T8E10,T5E10,T3E10
※本体は夜光



水中ライトスペアＬＥＤ豆電球型 T8E10-3V
63$5(&/('&%8/%

$&,-,./0%/ブルー T8E10-3V型
レンズサイズΦ8ｍｍ

LED WATER-LIGHTS 水中ライトＬＥＤシリーズ

ネットライトスパーフラッシュLED
iSWL Xtreme Super Flash LED
特徴は、単３ｘ２本、又は単３ｘ４本のどちらも使える。
緊急時に電池が足りない時に２本で使用可能

品番ＮR2
,-.3-0 ケイムラ&.(,085$
※超明るい、スパーフラッシュ、省エネLED（２４０時間連続
点滅可）(*1)　※単３電池ｘ４個、又は２個の同時使用可能
　※感光センサー機能付き、周囲が暗くなってから点滅作動
開始　※光の可視限界は３ＫＭ以内（晴天夜）　※強化アク
リル使用、頑丈なボディ
●ご注文単位：１０個
●包装：１箱１０個入り
●メーカー定価：オープン
(*1)参考値です。メーカーによって結果が異なります。

部品詳細

感光センサー

スパーフラッシュＬＥＤ

暗くなってからフラッシュ

３個ＬＥＤｘ方向照らし

Good Fishing Tackles

R

LED Water-Light - L 

水中ライトｉＳＷＬ－Ｌ型　単2ｘ2本使用

※普通豆電球も使用可能
品番ＮR2 サイズ6,=(

$&,-..-

$&,-,,-0

グリーン&*5((1

レッド&5('

ケイムラ&.(,085$

ブルー&%/8(

$&,-,,:0

$&,-,,30
※超明るい、超省エネLED（１６８時間連続点灯又は点滅可
能）(*1)　※頑丈なボディ　※単２ｘ２本対応
●ご注文単位：１０個
●包装：１箱１０個入り
●メーカー定価：オープン
(*1)参考値です。メーカーによって結果が異なります。

1
8

8
m

m

1
3

0
m

m

サイズ6,=(

品番ＮR2 サイズ6,=(
$&,-..;0*5

$&,-,.;0%/

グリーン&*5((1

レッド&5('

ケイムラ&.(,085$

ブルー&%/8(

$&,-,.;05'

$&,-,.;0.0
※入力で夏範囲DC3-5V　※口金E10　※輝度9000(mcd)
　消費電力0.1W　※電流約20mA　※照射角度約40度　
※使用温度範囲-10～+50度　※常時点灯　※寿命40000
時間　※省エネタイプLED　※単３ｘ２本対応
●ご注文単位：１０個
●包装：１箱１０個入り
●メーカー定価：オープン

※入力で夏範囲DC3-5V　※口金E10　※輝度9000(mcd)
　消費電力0.1W　※電流約20mA　※照射角度約40度　
※使用温度範囲-10～+50度　※常時点灯　※寿命40000
時間　※省エネタイプLED　※単３ｘ２本対応
●ご注文単位：１０個
●包装：１箱１０個入り
●メーカー定価：オープン

※入力で夏範囲DC3-5V　※口金E10　※輝度9000(mcd)
　消費電力0.1W　※電流約20mA　※照射角度約40度　
※使用温度範囲-10～+50度　※常時点灯　※寿命40000
時間　※省エネタイプLED　※単３ｘ２本対応
●ご注文単位：１０個
●包装：１箱１０個入り
●メーカー定価：オープン

水中ライトスペアＬＥＤ豆電球型 T5E10-3V
63$5(&/('&%8/%&7;(,.0:9

写真は、$&,-,./0*5グリーン T5E10-3V型
レンズサイズΦ５ｍｍ

品番ＮR2 サイズ6,=(
$&,-,./0*5

$&,-,./0%/

グリーン&*5((1

レッド&5('

ケイムラ&.(,085$

ブルー&%/8(

$&,-,./05'

$&,-,./0.0

水中ライトスペアＬＥＤ豆電球型 T3E10-3V
63$5(&/('&%8/%&7:(,.0:9

品番ＮR2 サイズ6,=(
$&,-,.>0*5

$&,-,.>0%/

グリーン&*5((1

レッド&5('

ケイムラ&.(,085$

ブルー&%/8(

$&,-,.>05'

$&,-,.>0.0

写真は、$&,-,.>0*5グリーン、 １２１０７－ＲＤレッド
T5E10-3V型　レンズサイズΦ３ｍｍ



品番Ｎo. カラーColor

AC12043-

AC12103-

グリーン GREEN

ブルー BLUE

AC12104-

AC12105-

レッド RED

ケイムラ KEIMURA

!/('水中ライトスペアライト　iSWL-3LED-PCB
L6:/(!/('(3&%,-6SDUH-OLJKW-IRU-L6:/(6(!/('
ZDWHU(OLJKW

AC12103 ブルー

LED WATER-LIGHTS 水中ライトＬＥＤシリーズ
Good Fishing Tackles

R

※超明るい、省エネLED（１６８時間連続点滅可）(*1)
　※スイッチで点滅速度　※電池交換可能構造
●ご注文単位：１０個
●包装：１箱１０個入り
●メーカー定価：オープン
(*1)参考値です。メーカーによって結果が異なります。

AC12080

スペア電池 LR44

ディプフラッシュLED水中ライト【簡易型】
ブランチハンガーＢＬ付き
iSWL DeepFlash LED DeepSea-Light
with Branch Hanger + BL Swivels

特徴、水の中だけ導電し連続点滅します。
1000メートル以上深海用、省エネＬＥＤ、信頼性高く
マグロ漁師の特注アイテム

ディープフラッシュ深海LEDライト
Deep Sea Water Light DeepFlash
※耐水圧1000ｍ　※IP68　※連続点滅1000-1200時間（*1）
※省エネルギLED　※超明るいパワーフールLED　※色：ブルー、レッド、ホワイト、グリーン

品番ＮR9 サイズ6,=(
$&=>=>?(*5

$&=>=>?(%/

グリーン-*5((1

レッド-5('

ケイムラ-.(,085$

ブルー-%/8(

$&=>=>?(5'(

$&=>=>?(.0
※超明るい、超省エネＬＥＤ（1000-1200時間連続点滅可能）(*1)
※耐水圧１０００ｍ以上　※完全防水ＩＰ６８
●ご注文単位：１０個
●包装：１箱１０個入り
●メーカー定価：ＯｐｅｎＰｒｉｃｅ
(*1)参考値です。

漁業用高輝度ハロゲンライト
Commercial Halogen Lights
for professional fishermen

特徴、透明な外球を用いた青白色に発光するランプ。
ランプの輝度が高く、狭角形配光が得やすいため、
投光照明などによく使用されます。 
イカ漁師の特注アイテム
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ACCESSORIES & ETC.　アクセサリ
Good  Fishing Tackles

R

フィッシュキャチャー
Fish Cathcher - with trigger-guard (TG)

TG

with
 Trig

ger G
uard

ギア＆トリガーの構造でし
っかりと魚を掴む。外す時
は、ワンタッチ押すだけ。と
ても簡単。

ロック付きフック
ズボンに掛けてとても便利

伸縮自由のクッション

人間工学による設計、滑らない、
掴みやすい、持ちやすいグリップ

爪構造でしっかりクリップ

カラーCOLORS

12001

●長さ：25cm
●メーカー定価：800円
●ご注文単位：5個

品番Ｎo.
Black

絶対に錆びない頑丈なボディ

First designed and produced in 2003 by iSOURCE Co.

フィッシュグリップ　メージャー(Max95cm)＆計量(Max15Kg)
Fish Grip - equipped with Measure and Scale

upto 95cm Max15Kg

Scale upto 15Kgs
Max15Kgまで計量可能

Measure upto 95cm
Max95cmまで

カラーCOLORS

12002

●Length長さ：25cm　●Material資材：ステンレス製Stainless Steel
●メーカー定価：2100円
●ご注文単位：5個

品番Ｎo.
Black

#12002

#12001

25cm

Strong grip never slip

Let go trigger

Stainless Steel

Stainless Steel

Stainless Grip
with EVA Cover



OOSHIMA HOOKSOOSHIMA HOOKS













段差早掛け 2IIVHW&'RXEOHG&$VVLVW&+RRNV
6HJPHQW&'LIIHUHQFH7&6XSHU&6KDUS&1HHGOH&3RLQW

&&&&** 26=>>&**

1cm

1cm

お問い合わせは、info@isource.co.jp 或いは FAX: 092-986-3630source.co.jp

Takumi HooksoksTakumi HooksTakumiumi oks

#1/0
(8Kg/17.6lb)

#2/0
(9Kg/19.8lb)

#3/0
(11Kg/24.2lb)

#4/0
(13Kg/28.6lb)8lb)

#3/0
(11Kg/24.2lblblblb)))

#5/0
(16Kg/35.2lb)

6LQJOH'+RRN'IRU'-LJJLQJ'.'3OXJJLQJ
+HDY\''XW\':LUH'.'6XSHU'6KDUS'32,17
''''** 6+=7>?'**

※カッコ内は、１本当たりの平均自重です。
※写真は実寸です。

1cm

1cm

たりの平均自均自重で重で重で重で重で重で重です。す。す。す。

お問い合わせは、info@isource.co.jp 或いは FAX: 092-986-3630

#1/0               　#2/0                    #3/0                        #4/0                          #5/0                             #6/0                                   #7/0                                          #8/0
   (0.8g)              (1.0g)                  (1.4g)                      (1.7g)                         (2.5g)                           (3g)                                    (4.7g)                                        (6.0g)



ジガーミディアムアシストフック/OS-36
ハード系ロックショアアングラーにお勧めします。
フックはジガーミディアムの頑丈なフックで、強度、刺さり、どれも最高の自信作です。

コンプリートアシストフック/OS-40

シングルアシストフック/OS-38

ショートジグアシストフック/OS-41






