トローリング / 泳がせ / こませ / 深場

IGFA Regulation Tackle
・特製ローラートップ＋ローラーガイド 付

サクラ トローリングロッド DX

・特製ローラートップ＋ハードガイド＋ローラーガイド 付

サクラ トローリングロッド STD

サクラ ゴールドウェーブス

SeaGod 50lb

AFTCO
Wind-on guide
AFTCO UB2SC

サクラ シーゴッド 特注 アフコガイド付

※特注ガイドの例
アフコ ワインドオンガイドに
50lb のクランキングリーダー
を通した写真です。

※写真のモデルはファイティングチェアー
を使わないスタンダップファイトに最適な
AFTCO 製ショートカーブバットとクランキン
グリーダー対応の AFTCO 製ワインドオンガイ
ド仕様。
50lb クラス 140,000 円

フィンノール・トローリングロッド
デラックス

スタンダード

サクラ トローリングロッド D X ／ S TD タイプ

信頼のサクラ強化グラスソリッド素材をそのままに、クラシカルな英国調のデザインで仕上げた、お
求め易い価格のトローリングロッドです。
「STD
全長
規格 コード 希望小売価格 コード 希望小売価格
タイプ」は実用派仕様、徹底的にコストダウン
STD スタンダード
DX デラックス
をはかりました。従来のヒコーキの機能に音響
20LB 80020
23,800 円
80112
28,000 円
機能を加えたサクラ「音響魚集釣具」ホノプレー
30LB 80037
24,800 円
80129
28,000 円
ンや「サクラベイト」を組み合わせ、日本式の「曳
2.04m
き釣り」も楽しめます（50LB クラス以上のも
40LB 80013
25,800 円
80150
33,000 円
のをお使い下さい）。また、50LB-80LB クラス
50LB 80044
26,800 円
80136
35,000 円
は、クエやイシナギのような巨大魚の釣りにも、
80LB 80051
28,800 円
80143
36,000 円
安心してお使い頂けます。

フィンノール・トローリング製品
フィンノール・ビッグゲーム TYCOON FIN ー NOR

サクラ シーゴッド：海神 (Sea God)

I.G.F.A. 規格のハイ・グレードなトローリングロッドです。腰のあるトルクと、的確にストライクに持
ち込むフッキング性能を、軽量な強化チューブラーグラス素材を用いて、設計致しました。グリッター
入りのメタリック・ワイン・レッドで、多層塗り仕上げをしてあります。このような手の込んだ仕上げは、
大海原をバックとして、見栄えが良いだけでなく、大切な愛竿を、強烈な紫外線から守る働きもします。
当社オリジナルのステンローラートップ並びにローラーガイド、特製アルミ合金バット付き、が標準仕
様ですが、クランキング・リーダーの通りが良いフィンノール製ガイド、AFTCO 社製ワインド・オン・
ガイド付き、あるいは AFTCO 社製カーブドバット（ツナバット）付き等のものも、受注生産しております。
全長

コード
80785
2.04m 80792
80808

規格
30LB
50LB
80LB

希望小売価格

85,000 円
95,000 円
105,000 円

※特注ガイドの例
左上フィンノール アルミガイド 50lb 以上
左下アフコ ワインドオンガイド 30 〜 50lb
(80lb 以上はアフコ SHD を御指定下さい）

サクラ ゴールドウェーブス：金波（Gold Waves）
ディープ・シー・フィッシングやビッグ・ゲイム・フィッシングの先駆者であった、レオード会々員
諸先生方々のご指導の下、トローリング専用ソリッド素材を開発し、独自の “ゴールド・ウェーブス・
アクション” を誕生させてから、50 年以上が経ちました。カジキ類は特殊な口の構造ゆえ、いい所へ
うまく針をかけるのは、至難の技ですが、フッキングが究めて良く、
また、どんな大物の引きにも、竿負けしません。“総巻工法” をい
全長 コード 規格 希望小売価格
ち早く開発し、比類なき強靭さと、ほど良い柔軟性を両立させま
80341 30LB
98,000 円
した。この高性能と極上の仕上げ ( 朝や夕、海原が陽光を受けて金
80358 50LB
98,000 円
色に輝く様を、ゴールド・グリッターを散らしたメタリック・ゴー 2.04m 80365 80LB 107,000 円
ルドの多層塗りで表現した ) は、いまだに高いご支持を頂いて居り
80372 100LB 125,000 円
ます。シーゴッドと同様の標準仕様ですが、同じく、お好みのスペッ
80389 130LB 135,000 円
クでお仕立てする特注品も、お引き受けして居ります。
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Big Game 71/2/0 6/0Wide
“車に例えるならば、ずばりロールス・ロイス！” と称される世界最高
級のビッグ・ゲイム・フィッシング専用リールです。ムクの強化アルミ塊
から挽き出され（切削され）造り上げられるため、抜群の強度を誇り、ど
んな巨大魚とわたりあっても、決して、たわみ、ゆがみ、破損などを生じ
ません。また、その表面に耐久性の高い対腐蝕加工を分厚く施し、さらに
入念に磨きをかけミラー・フィニッシュとするため、風雪を凌いで、黄金
のように輝き続けます。当社は永年に亘り、日本国内販売代理店として普
及に努めて参りましたが、ビッグ・ゲイムシリーズのストックも残り僅か
となりました。お買い求めの際は、在庫をご確認下さい。
商品名

自重（g）

ギヤー比

4/0
6/0

1,580
1,810

4：1
3：1

ラインクラス
(LB) (kg)
30
15
50
24

6/0 Wide Dual Gear 2,160

2：1 3.5：1

50
80

71/2/0 Dual Gear 3,730

2：1 2.5：1

50
80

24
37

24
37

糸捲量
希望小売価格
ナイロン (m)
540
320,000 円
540
350,000 円
900
430,000 円
540
765
495

470,000 円

フィンノール・タイク－ントローリングロッド
タイクーンとは大君（欧米諸国が徳川幕府の将軍に用いた敬称）を表す英語
ですが、その名の通りトローリング・タックル界に君臨し続けるフィンノール
社製のトローリングロッドです。フィンノールリールと併せてお使い下さい。

商品名
20lb Straight UB1 Aftco HD ガイド
50lb Straight UB2 Aftco HD ガイド

希望小売価格

希望小売価格

180,000 円

－

カーボン
150,000 円

グラス
120,000 円

シーゴッド マグロ 170

クッションゴム要らず、仕掛けのさばきが

良いショートアーム型の天秤です。

サイズ ( 線径 X アーム長 )

φ 2.5mm Ｘ 25cm
φ 3.0mm Ｘ 35cm

価格

きゅうほう

1,100 円
1,375 円

深場

・ラバーエンド キャップ付

金波 こませ竿

・ラバーエンド キャップ付

・ラバーエンド キャップ付

金波 泳がせ竿

泳がせ

サクラオリジナルグッズ・小継竿

こませ

サクラ ディープシーロッド 久 芳

加太竿・太刀魚・万能・雉羽太

商品名
カツオッ！天秤
マグロッ！天秤

サンダーソウル・サンダーソウルスリム

・ラバーエンド キャップ付

サニー カツオッ！ // マグロッ！ 天秤

シーゴッド マグロ 170

コード
80839

規格 ( 仕舞 135cm)
1.7 ｍｘ 1 & Grip

先径 / 元径
錘負荷
希望小売価格
3.0 ㎜ / 11.5 ㎜ 80 〜 120 号
69,800 円

金波 泳がせ竿
50 年余の歴史を持つ、トローリングロッドの製作技術を活かし、作り
出された大物竿です。先端部分を細く削り出して喰い込みを良くし、
予期せぬ大物も強力な元の部分でしっかり受け止められる竿です。
コード

全長

錘負荷

55608 2.44 ｍ 150 〜 250 号

かんなぎ 30kg
チームアイランズ 國元 洋正 会長
奄美市 赤木名漁港 アルカトラズ 様
特注 泳がせ竿 2.4m
チームアイランズ スペシャル ( プロトタイプ )
吐噶喇列島 宝島沖

大物万能・鰤・平政・海上釣堀・真鯛・稚鰤

近年盛んになりつつある乗合船での鮪専用竿で、竿をキーパー
に掛けたまま電動巻きして、30kg 級を楽に取り込めるように、
設計しました。軽く仕上がってはいますが、強度は十二分 ! 仮に
50kg 超級を掛けても、安心してファイトできます。「見た目にも
きれいな竿を !」というご要望も多く、塗り、巻き、仕上げと一段
と凝ったものに、仕立て上げました。古語にいう「美丈夫」を具
現した、強くそして美しい鮪竿を、作ることができました。

希望小売価格

138,000 円

金波 こませ竿

サクラ

コード

全長

55707 2.55 ｍ
55714 2.75 ｍ
55721 3.05 ｍ

錘負荷

80 〜 120 号
80 〜 120 号
80 〜 120 号

トローリング・泳がせ・こませ・深場

金波泳がせ竿同様、沖
釣り経験豊富な弊社アド
バイザーの方々にご意見
を頂き製作された、コマセ
釣り専用竿です。

希望小売価格

135,000 円
138,000 円
168,000 円

きゅうほう

ディープシーロッド 久 芳

近代的な深場釣り釣法の第一人者、全日本レオード会副会長・
故 藤井久芳先生のご指導を頂き製作した竿です。金目、赤魚、
ムツ、目抜、目鯛等の底物の釣りに最適です。金洲、銭洲方面で
の間八、
平政等の大物釣りにも耐えられます。ステンレスローラー
トップ、ローラーガイド付で美麗なワインレッドカラー仕上げで
す。バットは総合金ゴールドカラーでリールシートより竿尻まで
は電動リール専用仕様と
希望小売価格
錘負荷
し、邪魔にならぬよう短 コード 全長
目に仕上げてあります。 80761 2.05 ｍ 350 〜 500 号 98,000 円

間 八
チームアイランズ 國元 洋正 会長
奄美市 赤木名漁港 アルカトラズ 様
特注 泳がせ竿 2.4m
チームアイランズ スペシャル ( プロトタイプ )
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