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紫電 908 
脅威の貫通力！ 

  

3/0 5 本入    ￥ 640- 5/0＆4 本入  ￥ 640- 6/0 4 本入   ￥ 640- 

7/0 4 本入     ￥ 750- 8/0 4 本入  ￥ 750- 9/0 7 本入   ￥1.080- 

10/0 5 本入   ￥1.080- 11/0 4 本入 ￥1.080- 12/0 3 本入  ￥1.080- 

13/0 3 本入   ￥1.080-   

5/0 細軸 4 本入 ￥ 640- 8/0 細軸 4 本入￥ 750- 10/0 細軸 5 本入 ￥1.080- 

 

         ■ 理想的で普遍のフックプロポーション 

■ ずば抜けた貫通力！ 

■ 軽く強靭な刃鋼タフワイヤー仕様、 

■ 錆を寄せ付けない電磁錫コート 

 ■ 紫電 908 の細軸は、鋭い刃のポイントを持つ。 

■ 刃鋼タフワイヤーが、がっちりと魚をホールドします。 
＊ 2022 年４月改正にともない価格を税別とします。 

 

 

 

 

 

  
FISHERMAN が作る強靭軽量 

アシスト専用ジギングフック 

紫電 908 SIDEN 
 

鋭く研ぎ澄まされた鈎先 

どんな魚の口も貫通します。 

■ セミロングテーパー鈎先 

ポイントからカエシまでを実戦的 

な長さしたことでナチュラルベント 

のカエシを 10％大きくすることが 

できました。抜群のフッキング力、貫

通力はもちろん、ジグへの 

絡みやバレを最小限にしました。 

チタンコート＋平打の美しい 

ボディは、紫電の基本である 

自然な曲線（ナチュラルベント）で 

堅牢な鈎に仕上がりました。 

超強度軽量ワイヤー仕様の 

紫電は吸い込み力の弱い青物系 

のブリ・ヒラマサに最適です。また、

南方系大物イソマグロやカンパチ 

なども、強靭な紫電はガッチリと 

ホールドします。 

10/0・11/0 は巨大魚用として 

特注で開発されました。 

FISHERMAN 
 

強度抜群なナチュラルベントフォーム 
 紫電 808 は、鈎先にかかった大魚が 

逃げようとする力を利用して、より深く刺さ 

ります。 

美しい曲線フォームの紫電 808 ナチュラル 

カーブフォーム鈎は、フックを伸ばそうと 

する力、折ろうとする力を、鈎全体のカーブ 

で分散させて超強度を維持します。 

紫電 808 は、軽く触れただけで、深く刺さり、 

身切れを防止します。紫電 808 は、円に近い丸い

曲線ボディ（ナチュラルベントフォーム） 

なので、ジグとフックとを絡みにくくします。 

SIDEN908 

 

 軽量大型アイ部 

←アイ部 7 度傾斜・精密ロウ付け 

アシストラインを考えた理想的な角度 

← ＮＢカエシ 

新発想紫電のナチュラルベントカエシ 

鈎全体の曲線に沿った自然な形状 

←10％UP 

カエシ径 10％ＵＰ・・抜群のホールド 

←ポイント側 

シャフト軸内カエシ 

紫電 808 国産系フックのカエシを 10％ 

アップ（大きく）しカエシの角度をテーパー 

ベントに合わせる事で刺さりやすくバレに 

くい実戦的なジグフックが誕生しました。 

魚をがっちりホールドし、バレを低減。 

また、ポイントを点とした時、カエシが 

アイ側シャフトとの平行線よりポイント側 

シャフト軸内にあり、カエシの角度を浅く 

することで、カエシがジグボディに 

掛かり難くしたれ難い形状です。 

アイ部をロウ付したことで、アシストライン 

の磨耗を防ぎます。 

アイ角度７度は、アシストラインを結んだ 

時に、鈎先ポイントが、理想的に内側に 

入り、食いの浅い魚を、確実に 

フックアップします。 
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FISHERMAN 防水バッグ   ８㍑ price ￥6.380-    MINI ３㍑  price ￥5.280- 

カラー全４色 青 黒 赤 カーキ 

 

 
 

 

FISHERMAN fishing BAG  price ￥12.800- 

size width 幅 40cm  depth 奥行 26cm height 高 30cm 

colors 全３色  black 黒 coyote コヨーテ camouflage カモフラ 

オプション ショルダーバンド+￥3.000- 
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FISHERMAN Ｔシャツ 

コットン T-シャツ ドライ T-シャツ スーパードライＴシャツと３種類  

コットン T-シャツは気心地の良い軽さ、汗を吸い取るコットンの良さが特徴です。 

ドライ T-シャツは、肌触りが乾いた感じで汗を速やかに蒸発させます。         

スーパードライＴシャツは着心地が良く・軽く・乾きやすく・爽やかで 97ｇと軽量です。 

price￥2.300-～￥4.290- 
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FISHERMAN fishing Caps  price ￥2.530- 

 

 

 スプールケース  &  リールケース              FISHERMAN 
今や必需品となった、スペアースプールを収納するスプールケース。釣行のリールの持ち運びに、便利なリールケース。 

共に大型から中型リール用にサイズがあり、色々カラーがあるので区別にも便利です。機能性、実用性を兼ね備えた 

商品です。各２サイズ Color:全 4 色 ・・＊ﾌﾗｯｼｭﾌﾞﾙｰ＊ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ＊ﾚｯﾄﾞ＊ﾌﾞﾗｯｸ 

●リールケース 

ＬＬ 特大リール・ステラ 20000、トローリング用ベイトリール 50Ｗクラス \3.380- 

Ｌ 大型リール・EX5000～PENN9500S 他  \3.030- 

Ｍ 中型リール・ステラ 4000～6000 他   \2,780- 

●スプールケース 

Ｌ 大型リール・ステラ 10000～PENN9500SS 他  \1,310- 

Ｍ 中型リール ・HiA4000 ～PENN6500SS 他   \1,180- 

FISHERMAN 
 ロングジグバッグ ￥8.350- 

作業用ナイロンの採用で丈夫・ 

軽量・コンパクト！ 

縦 280mm×横 285mm 

ポケット数 8 本＋9 本 

★両面にジグをセット可能・17 本 

 ショートジグバッグ ￥9.080- 

大量にジグを入れることができる「ダブルポケット」下

の段はロングジグも収納できて便利さ倍増！アシスト

フックを入れることのできる、メッシュポケット２つ付

き。Size435×300ｍｍ 

 トートバッグ ￥3,.510- 

ナイロン製小物入れに。 

遠征時のパッキングに 

大変便利です。！  

インディゴ・パープルブルーの 2 色 

             
 

  スピニング用ハーネス  ￥2.6400-    
ヒップとウエストでロッドをフレキシブルに固定し、アングラーの両手を何時でもフリーにするので疲れません。 

アングラーを安全にサポート！ワンタッチでどんなスピニングリールにも装備可能。バランスがしっかりとれるので安心の 

ファイトができます。 Ｄｏｇハーネスと組合せれば、大魚とのファイトに威力を発揮します。 Color:ディープブルー                      
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 フルハーネス   ￥25.400- 
巨大魚との長時間に渡るファイトは過酷なもの

です。時には数時間に及びアングラーの体力

の限界を越えます。 

FISHERMAN フルハーネスは巨大魚との 

ファイトを想定して作られました。スピニングハ

ーネスと併用すると更に効果的です。 
 

ＤＯＧ ハーネス  Ｂ・Ｇ   Ｂ・Ｇ ￥34.900--      
斬新でオシャレなデザイン！ファイトの容易さ、軽さ、付け心

地、耐久性、無駄の無い形状美、そして長時間ファイトの疲労

の 軽 減 を 追 求 し 、 合 理 的 で ユ ニ ー ク な 形 に な り ま し た

             

 

 

 

 

 

 

 

 
★メタルソーサー部は６角ボルトオンで、容易に交換可能。新しい発想で色の組み合わせが自由！ 

●ﾌﾟﾚｰﾄ部 9color  ＊ｺﾞｰﾙﾄﾞ ＊ｼﾙﾊﾞｰ ＊ﾒﾀﾙﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ ＊ﾒﾀﾙﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ ＊ﾒﾀﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙ ＊ﾒﾀﾙﾚｯﾄﾞ ＊ﾒﾀﾙﾌﾞﾗｯｸ 

             ＊ｽｶｲﾌﾞﾙｰ (塗装) ＊R ﾚｯﾄﾞ (塗装) 

●ｿｰｻｰ部 7color  ＊ｺﾞｰﾙﾄﾞ ＊ｼﾙﾊﾞｰ ＊ﾒﾀﾙﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ ＊ﾒﾀﾙﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ ＊ﾒﾀﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙ ＊ﾒﾀﾙﾚｯﾄﾞ ＊ﾒﾀﾙﾌﾞﾗｯｸ 

    FISHERMAN 
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  フラットハーネス  ￥28.200-  PAT 

3100757 PAT 

1204768

 

ジギング・磯釣りの世界を変える！ 

“フラットハーネス”=スムーズ！動きやすい！頼りになる！ 

FISHERMAN フラットハーネスは、ハーネスの表面をフラット平らにすることで、 

ぶつかりを無くし快適な釣りを約束します。遊漁船の縁へ、体の体重を完全に 

預けることができます。ファイト時には、凹部が、ガッチリとロッドエンドをホール

ド！高性能ハーネスとしての力を発揮します。股関節部を大胆にカットしたデザイ

ンは 

運動性機能性に富み、FISHERMAN フラットハーネスを着けたまま長時間の磯歩 

きも可能です。また、ハーネス両サイド脱着式ですので、不要な時は直ぐに 

外せ、緊急時に素早く装着できます。 

軽量コンパクトな FISHERMAN フラットハーネスは、浮力体としても優れ、 

落水時には、ビート板としても使えます。FISHERMAN フラットハーネスは、 

突起が全く無いため、ボート内や磯の移動時の嫌なブツカリがありません。 

厚型クッション採用で足腰にソフトに当たり付けている事を忘れてしまうほど 

楽珍です。実戦から生まれた、斬新なデザインと機能の 

FISHERMAN フラットハーネスは、あなたの強い味方になります。 

ボートフィッシングにジギングに、そして磯の大物釣りにと、 

FISHERMAN フラットハーネスはあなたの強い味方です。 

 
01 ゴールド×ゴールド 02 ゴールド×シルバー 03 シルバー×シルバー 

04 シルバー×ゴールド 05 R・ブルー×シルバー 06 ブラック×レッド 

07 パープル×R・ブルー 08 ライトブルー×R・ブルー09 レッド×ゴールド 

10 ゴールド×レッド 全１０色 

 

 

 

 

 

 ウエストサポーター  ￥4,720- 

腰を幅広くサポートするので、過酷なジ

ギングやキャスティング、ファイトからあ

なたの腰を守ります。 

 

 フィッシングベルト  ￥2,400- 

簡単脱着式のフィッシングベルトです。

ウエストサポーター・プライヤーケース

も装着できます。 

 

フィッシングパッﾄ    \1,550- 

軽く、ロッドハーネスとしてファイティン

グに使用できジギングやパンピングな

どに便利！ 

      

 

 

 

 スーパークール グローブ  ￥7.030-  

夏にピッタリ！穴開きタイプのスーパークール。  

カラー・サイズはハイグリップと同じです。 

 ﾚｯﾄﾞｼﾘｺﾝｺﾞﾑ限定品 

                      ￥7.030- ●●●● 

 

 フィッシンググローブ    \5,810- 

 

ＧＴフィッシング時の過酷なキャスティングからあなたの手を守り

ます。甲部をダブルメッシュにし、平部には「アマーラ」を使用し、

更に指先を補強していますので、ハンドランディングにも使える

優れものです。 

 

Size: S , M, L, XL, XLA, 3Ｌ, 4Ｌ 
Color: ●ﾌﾞﾗｯｸ ●ﾚｯﾄﾞ ●ﾌﾞﾙｰ  

● ﾈｲﾋﾞｰ●ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 

●蛍光ｸﾞﾘｰﾝ  

●蛍光ﾋﾟﾝｸ  ●蛍光ｲｴﾛｰ 
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海のルアーフィッシンググローブの元祖 FISHERMAN が作った３Ｄ立体縫い合わせの 

新感覚フィッシンググローブ  

３Ｄパワーグローブ・スーパークールは、手が休んでいる形とロッドを握っている形の実践研究から生まれました。 

手の平部にメッシュ生地を使うことで、不快な手平に掻く汗を防ぎ、乾かすと同時に圧迫感が軽減します。また、 

従来のフィッシンググローブの半分の時間で乾くのも魅力です。（当社比） 

３Ｄパワーグローブは、海のルアーフィッシンググローブの元祖、FISHERMAN 社の１５年の実践キャリヤが、 

現場主義で作り出した第２世代のスーパークールです。手首にはスーパーショート＋三角形のデルタバンドを採用し、 

手首の締め付け負担を無くすると同時に心地よいフィットを実現しました。 

３Ｄパワーグローブは、キャスティングに使う人さし指をダブルアマーラで補強し、力の入る小指と薬指はアマーラ 

＋ハニカムシリコンゴムを採用しました。日本の３Ｄ裁断＆縫い合わせ技術で、５０ものパーツから立体的に組み立てられた 

匠の技の３Ｄパワーグローブです。カラー■黒 ■赤 ■青 ■紺 ４色  ４シーズン ■黒 ■赤 ■カーキ 

■     Size 3L XL L M S の全４種類   
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 ＳＵＰＥＲ ＳＴＥＡＬＴＨ   

 
ＰＥライン専用 60ｍ巻きスーパーソフト 

18lb ￥1,390- 20lb   ￥1,450- 25lb ￥1,510- 
30lb ￥1,570- 35lb   ￥1,600- 40lb ￥1,630- 
50lb ￥1,690- 55lb   ￥1,760-  60lb ￥1,820- 
70lb ￥1,940- 80lb   ￥2.050-  100lb ￥2.310- 
130lb ￥2,410- 150lb  ￥2,600- 170lb ￥2,790- 
200lb ￥2,900- 220lb  BG￥3.150- 240lb  BG￥3.380- 

120lb 2.370-   
鯛フロロカーボン 100％・100ｍ 3 号￥3.660- 4 号￥4.060-- 

FSHERMAN のフロロカーボンは、従来の伸びの無いライン＋しなやかさを実現しました。 

あたりがとりやすくライン結びが容易です 

 ＫＧ１２０ トリプルフック 
￥6.380－（１０本入） ￥3,280-（５本入） 
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大物用に、設計者、針職人、釣人がそれぞれの現場でプロの

技を振るった絶品の針。 

巨大魚との戦いに、勝つためのトリプル！ 

 

 

フックジンク  

\1.100- 
ＦＩＳＨＥＲＭＡＮ 

フックの錆止めに！！ 

電解亜鉛で錆び 

ストップ！！ 

 

  
 

 EVA ソフトパワーハンドル  ￥1,240- ・実用新案登録  登録第 3097345 号     

 

ブラック・レッド・ブルー・レッドの４色で、ロッ

ドやアングラーのそれぞれのスタイルに！ 

    
フリーサイズなので、どんな角字グリップ付小型リール（スピニング・ベイト併用）

に、簡単に装着可能です。今までの常識を破り、装着しやすく、超軽量、握り易く、

感度抜群！FISHERMAN 社の丸型パワーハンドルのノウハウが凝縮！長時間のフ

ィッシングでも疲れ知らずで、魚の当たりを取り易く、釣果アップ間違い無し！断熱

効果抜群なので、冬暖かく、夏涼しいハンドルです。 

■ 類似品・コピー品にご注意ください。 
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 オーシャンプライヤー 
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金の丈夫で超軽量な

ﾎﾞﾃﾞｨｰと柔らかい曲線のﾃﾞｻﾞｲﾝ

は人間の手にすんなり馴染みま

す。 

●BigGame￥24.000-  

●LightGame￥22.800- 
Color：＊ﾌﾞﾙｰ ＊ｼﾙﾊﾞｰ  

＊ｺﾞｰﾙﾄﾞ ＊ﾌﾞﾗｯｸ  

 コンビプライヤー  
オシャレなコンビは斬新な組み合わ

せ！ 

●BigGame ￥26.400-- 

●LightGame ￥25.200-  
Color：＊ﾌﾞﾙｰ×ｼﾙﾊﾞｰ  

＊ｺﾞｰﾙﾄﾞ×ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ×ｼﾙﾊﾞｰ 

＊ﾊﾟｰﾌﾟﾙ×ｼﾙﾊﾞｰ ﾚｯﾄﾞ×ｼﾙﾊﾞｰ 

 コンビプライヤー Ｔｉ（ﾁﾀﾝ）  
進化したコンビプライヤー。錆に強い！: 

●BigGame ￥26.600- 

●LightGame ￥25.500 - 
ﾌﾞﾙｰ×Ti ＊ﾊﾟｰﾌﾟﾙ×Ti ﾚｯﾄﾞ×Ti 

ﾌﾞﾗｯｸ×Ti ＊ｸﾞﾘｰﾝ×Ti ＊Ti 単色 

●ウルトラライト ￥25.400 – 
シーバス、渓流、管釣りに使える 

＊Ti 単色 ｺﾞｰﾙﾄﾞ×Ti ﾌﾞﾙｰ×Ti ３色 

  オーシャンプライヤー共通サイズ  ★BigGame 127g（ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ対応:60lb～300lb） ★LightGame 125g (ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ対応:20lb～200lb) 

 

 

 

 
 

 

  オーシャンプライヤー TypeF  price￥8.800-                                           
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写真はスーパーステルス２００ｌｂ＋専用クッション透明チューブ 

+２００ｌｂスプリットリング＋専用スーパーミニアルミスリーブ 

ＧＴ TUNA BigGame & Jigging のための 

FISHERMAN・システムプライヤー専用 Goods 

専用スーパーミニアルミスリーブ ￥620-  
ＸＬ  220ｌｂ～170ｌｂ （25 個入）   25ｐｓ   

Ｌ   170ｌｂ～150ｌｂ  （25 個入）  25ｐｓ    

Ｍ  150ｌｂ～80ｌｂ  （30 個入）   30ｐｓ     

Ｓ   80ｌｂ～40ｌｂ  （30 個入）   30ｐｓ 

重さ 1 piece Weight   

ＸＬ 0.15ｇＬ 0.12ｇ  Ｍ 0.10ｇ  Ｓ 0.08ｇ 

コンパクトなプライヤーケース 

適度な深さのケースは、プライヤーの出し入れがスムー

ズで、収まりも良い設計です。 

 
クッションチューブ Cuｈｓion –Tube ￥620- （15 本入））  

２５size    ＃150 号～＃１００号     15ｐｓ 

２２size    ＃120 号（320ｌｂ）～150ｌｂ  15ｐｓ 

２０size    240ｌｂ～80ｌｂ            15ｐｓ 

１６size （クリヤチューブ） 30ｌｂ～130ｌｂ  20ｐｓ 
 

 

FISHERMAN・システムプライヤー 

SystemPlier PAT 

 pliers ￥4.810-  

 
 

 
FISHERMAN・システムプライヤーでの締め込みは、軽く・小さく・ 

強靭なスーパーミニスリーブを確実に留め、ショックリーダーの強度 

を維持しながらＧＴポッパーとショックリーダーを強力に連結させます。 

ショックリーダー40ｌｂ～220ｌｂと各種ルアーとの連結をカバー 

する FISHERMAN・システムプライヤーPAT＋スーパーミニスリーブ 

の組み合わせです。 

 

FISHERMAN・システムプライヤーPAT の刃先は長年のフィールド 

テストで生まれた実用新案（特許庁です。また、気持ちよく 

PE ラインとショックリーダーを切ることができますが、ワーヤーの 

カットご遠慮ください。スーパーミニアルミスリーブは、長年フィールド 

テストで実績を積みました。確実で結節強度を保つショックリーダーと 

ルアーの連結は、多くのアングラーが望んできたことです。ナイロンラ 

イン専用のアルミミュームスリーブは実用新案特許のシステムプライ 

ヤーの刃先で閉め込むことで確実にロックされます。 また大物を狙 

うアングラーのために、耐久性と柔軟性に飛んだクションチューブを 

発売します。 
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超軽量のスーパーアルミニュームミニスリーブが、確実にショックリーダー20ｌｂ～80ｌｂまでをカバーします。 

スリーブ重 0.08ｇですからルアーやジグへの干渉を最小限に抑えられます。PAT 右利き用 左利き用があります。 

＊FISHERMAN スーパーミニスリーブＳ使用  スーパーステルス３０ｌｂ～８０ｌｂ使用 シーバスからジギングなど使える 

範囲が広い！小さなミノーのスプリットリングからジギングまで使える多様性があります。使い勝手のよいコンパクトな 

ボディー中に高性能なパテントが潜んでいます。ＰＥラインやショックリーダーが、気持ち良く切ることのできるカッター歯に 

特徴があります。スリーブプレス・・・スリーブつぶしの歯のデザインは、実用新案ＰＡＴを特許庁から認定されました。 

 GT プライヤーケース￥2.180- OCEAN プライヤーケース￥2.730- 
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 LC タイプ（Type３） 

ビックゲームハンドル・タイプ LC(Type3) ￥9.330- 

ライトゲームハンドル。タイプ LC(Type3) ￥8.050- 

 カラー・・■ブラック＆■ホワイト 

 LC（Type３）・・・軽量キャスティング＆ジギング  

当社重量比 40％軽量  素材は コンピューターなどに使われている耐熱

強化樹脂製 

定評ある FISHERMAN ハンドルデザインをそのままに 

軽量化しました。特にキャスティング中のベール返りが少なくなりました。 

 パワーソフトハンドル 117（PSH・117） PAT・3097345   
AR2500～3000、FW3000～4000 ・￥2.280-    SW4000～6000、ツインパワー4000～6000・￥2,600- 

SW8000～20000、ツインパワー8000～20000 ￥2,830- 

 

カラー ●ブラック ●グレー ● レッド  ●ブルー  全４色

  
ちらりと見える“赤”が高性能を演出します。誰でも簡単に 

装着できます！キャスティング時の嫌なハンドルの戻りが激減！ 

★キャスティングの世界を変えるパワーソフトハンドル★ 

シーバスやシイラなどライト系ルアーキャスティングゲーム

の最大のマイナス要因はキャスティン時のリールベールの

返り！これはハンドル自体の自重により、回転モーメント慣

性力で、ハンドルが回り、ベールを返してしまいます。キャス

ティング用ハンドルは感度が良く、握りやすく１ｇでも軽いハ

ンドルが必要になります。正確にポイントを絞り、フルキャス

ト！ができるハンドルが望まれます。 

そこでＦＩＳＨＥＲＭＡＮパワーソフトハンドル 117 は超軽量な

んと 11.7ｇ！従来品の 1/4！（SW6000 用パワーハンドル

53.1ｇ当社比） 

これは絶対にキャスティング有利！ 

パワーソフトハンドル 117 は感度抜群超軽量の 

FISHERMAN オリジナル硬質 EVA で、 

丹念に丸型ハンドルを作りました。（PAT・3097345） 

芯は、アルミ+マグネシューム合金を 

名車 GTR タペットカバーのレッドにアルマイト！ 

ちらりと見える PSH･117 の“赤”が高性能を演出します。 

（SW6000 用パワーハンドル 53.1ｇ当社比） 

■ ＦＩＳＨＥＲＭＡＮパワーソフトハンドルは、 

実用新案登録第 3097345 号のパテント商品です。 
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FISHERMAN 救命胴衣Ｔｙｐｅ１８ Price￥22.000- 

船からはもちろん防波堤などオンショアでもお使いください。 

FISHERMAN 救命胴衣 type18（自動膨張式） 

2018 年 2 月法令改正適応 国土交通省型式認定取得 

全 3 色 赤 青 オレンジ 
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 スプールバンド   \1,180- 

Color：ブルー 

Size： ★S: ﾀﾞｲﾜ 2500 ｸﾗｽ 

★M: ﾀﾞｲﾜ 4000 ｸﾗｽ 

★L: ﾀﾞｲﾜ 6000 ｸﾗｽ 

 

FISHERMAN 

 

 ドラッググリース  \1,180- 

このオイルグリースは、テフロンワッシャー等のプラスチック類に親和性が有り、ス

テンレスやアルミなどの金属類ワッシャーに対して完全潤滑して、優れた特性を発

揮します。これで、リールのメンテナンスが楽になります！耐海水性と耐熱性を兼

ね備え、ギア、ハンドルグリップやローラー部のベアリング等にも御使用できます。  

 4ml 入り 

FISHERMAN 

 Spool Cover スプールカバー Type１ Ｌサイズ ・￥1.500-（2 個入）  Ｍサイズ・￥1500-（2 個入） 

                             Type2 Ｌサイズ ・￥940-（1 個入） Ｍサイズ・￥840-（1 個入） 

type１の特徴 
スプールをすっぽりと、かぶせる 

ワンピースタイプです。 

完全クローズドタイプは長時間の移動や

持ち運び時にガッチリとスプールを保護

します。2 個入りで￥1.500-からとお値打

ち価格！ 

Type２の特徴 
ジグやラインを装着したまま、簡単にスプ

ールカバーを脱着出来ます。 

また、マジックテープの位置を変えること

により type１と同じようにも使えます。■ 

実用新案登録第 3098574  

Type２ M￥840-  L￥940- 

サイズ 

● L サイズ 

DAIWA5000～6000 

SHIMANO10000～20000 

 

● M サイズ 

DAIWA4000～5000 

SHIMANO6000～10000 

01●ブルー 

02●レッド 

03●ブラック 

FISHERMAN 
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ＦＩＳＨＥＲＭＡＮスプールカバーは、ルアー船移動時の嫌な

海水かぶりや紫外線、リールのぶつかり合いからスプール

やラインを守ります。またスプールケースやスプールプロテ

クターとしても使えます。移動時にはラインを巻いたまま使え

ますのでとても便利です。 

★カバーの上からラインを巻き込むことにより、ジグやル

アーを付けたままでご使用になれます。また他のロッドやリ

ール、ジグからスプールやラインを守ることができます。 

  
Type２ワンタッチ装着 

ジグを付けたまま、上からかぶせてローラーガイド部を包み

込むようにマジックテープ部で止めます 

■ 実用新案登録第 3098574 

FISHERMAN 

 2000 ハンドルグリップ  Color：ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ｼﾙﾊﾞｰ・ｶﾞﾝﾒﾀ  ※ﾊﾞﾝｽﾀｰﾙ：ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ 

※SALTIGA-Z：ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ・ガンメタ・ｼﾙﾊﾞｰ・ﾚｯﾄﾞ・ｺﾞｰﾙﾄﾞ ※02 ｽﾃﾗ SW：ｼﾙﾊﾞｰ・ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ｶﾞﾝﾒﾀ・ﾚｯﾄﾞ・ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ・ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ 

密閉防水、多穴軽量、人間の手が一番馴染む柔らかい曲面を基調にした疲れないハンドルです。精巧な作り、 

手にあたる部分の絶妙なバランスと、スムーズなリーリングはアングラーに、より良い釣果をお約束します。 

 

 ロッドベルト Ｂ.Ｇ ＆ Ｌ.Ｇ Ｂ.Ｇ ￥3,510- 
40cm×7cm & 35 cm×7cm (厚さ 5mm) 

Color:＊ｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰ 

  L.G カラー 
Ｌ.Ｇ ￥1,500-   

35cm ×4.5cm (厚さ 4mm) ＊ﾚｯﾄﾞ＊ﾈｲﾋﾞｰ＊ﾌﾞﾗｯｸ 

 

 ロッドフリースカバー                                
FISHERMANのロッドに合わせて、1.5ｍｍの強く柔らか

いフリース生地で作りました。コンパクトなのでロッドケ

ース収納時にもピッタリ！あなたのロッドを守ってくれ

ます。グリップを入れることの出来るポケット付き！ 

ｺｰﾄﾞ/ｻｲｽﾞ 全長×ﾎﾟｹｯﾄ長 適応ロッド（目安） 価格 

ＡＰ（1&ﾊｰﾌ） 215×110ｍｍ GIANT & BIG GAME86.82  BG JACK GIANT TUNA88 等 ￥3,640- 

２ＡＰ（1&ﾊｰﾌ） 180×110ｍｍ GT GAME T & 同 RS   GIANT TUNA80 など ￥3.510- 

３ＡＰ（1&ﾊｰﾌ） 160×110ｍｍ YellowTailBG70 MONSTER CC70.72  GT MONSTERＴ74 等 ￥3.380- 

４ＡＰ（1&ﾊｰﾌ） 122×90ｍｍ YellowTail ver1～４L 等 ￥2,920- 

ＯＡ（1 ﾋﾟ-ｽ） 230ｍｍ BG OCEAN70～MONSTER 等 ￥2,810- 

２ＯＡ（1 ﾋﾟｰｽ） 210ｍｍ BG OCEAN+2～BG OCEAN 等 ￥2.290- 

Ｂ３Ｐ（３ﾋﾟｰｽ） 110ｍｍ GIANT 82T.86T 等 ￥4.240- 

1ＫＳＭ 50Ｘ1810ｍｍ KAIEN ShoreMagic1065SP、113SP、114SP ￥2,410- 

2ＫＳＭ 50X1650ｍｍ KAIEN ShoreMagic933SP、934SP、965SP ￥2.290- 

3ＫＳＭ 50Ｘ1450ｍｍ KAIEN ShoreMagic733SP、734SP、833SP、834SP、865SP ￥2.180- 
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 クロスロックスイベル  

Ａ  ＢＢＣ＋クロスロックスイベル ￥1,180- 
ベアリング頭部がスリムにすることで、バーチカルジギング

時の抵抗が小さく、また、クロスロックスイベル部の 

ステンレス線の弾性率を上げているので、 

魚がジョイント部を噛んだ時、クロスロックは２段ワイヤーシ

ステムで外れを防止！ステンレス 304 刃金鋼仕様 

ブラックボディで魚に気づかれません。 

Ｓｉｚｅ： 30ｌｂ・40ｌｂ・60ｌｂ・100ｌｂ・120ｌｂ・ 

Ｂ クレンサルカン＋クロスロックスイベル ￥780- 

丈夫なクレンサルカンにクロスロックをプラス！ 

魚がジョイント部を噛んだ時、クロスロックは 

２段ワイヤーシステムで外れを防止！ステンレス 

304 刃金鋼仕様ブラックボディで魚に気づかれません。 

30ｌｂ・40ｌｂ・60ｌｂ・100ｌｂ・120ｌｂ・160ｌｂ（ハワイアンスイベル） 

★30～100ｌｂ カンパチ・イソマグロ・シイラ・シーバス等 

         FISHERMAN 

FISHERMAN     FISHERMAN 

 超強力スプリットリング  FISHERMANSwivel＆Spritring 

FISHERMAN スプリットリング＋ＳＲＳスイベル 

￥960- 

NEW ストロングサルカン採用の SRS スイベルです。 

従来のクレンサルカンより、２倍の強度・耐久性と 

優れた回転性能を持ち、一体成形で信頼度抜群！ 

Ｓｉｚｅ： 60ｌｂ・120ｌｂ・200ｌｂ・300ｌｂ 

 FISHERMAN 

世界最強！FISHERMAN スプリットリング 

￥1.180- 

ステンレス 304 刃金鋼を使い、さらにバレル処理をした世界最強の 

スプリットリングです。大物との格闘に悩んでいた鈴木文雄が考案し 

１９９６年にＦＩＳＨＥＲＭＡＮスプリットリングは生まれました。 

ＦＩＳＨＥＲＭＡＮ社独自のノウハウはスプリットリングの革命として、 

大物釣りには欠かせません。 

Ｓｉｚｅ：40lb・45lb・50lb・60lb・80lb・120lb・120lb 楕円・200lb・300lb 

 
FISHERMAN 
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ステンレスブレード ￥570- 

ビートルブレード & バグブレード  

このブレードは、ソルトウォーター＆バス用に開発されました。 

Ｖカットが生み出す、今までにないバイブレーションサウンド 

とトリッキーな動きにより魚を引き寄せます。 

ステンレス使用で、より断然錆び難くなりました！ 

  

 

Type ： # 6 (2 ｺ入), # 4 (3 ｺ入), # 3 (3 ｺ入), # 2 (4 ｺ入) 

 

  ロゴタオル（日本製）  ￥980-  \1,800-（２枚１組）  横長ロングタイプで、頭にも楽々巻けます！ＦＩＳＨＥＲＭＡＮ 

 

レギラーサイズより 10ｃｍ長い！ 

 頭かぶり用に、ピッタリ！   

 

 

全４色 

 

①ﾚｯﾄﾞ生地／ﾎﾜｲﾄ抜き + 

        ﾎﾜｲﾄ生地／ネイビーﾞプリント 

②ﾈｲﾋﾞｰ生地／ﾎﾜｲﾄ抜き + 

ﾎﾜｲﾄ生地／レッドプリント 

ＦＩＳＨＥＲＭＡＮ 

 特大ホログラムシート    27ｘ19ｘｍ  

1 枚￥350- 4 枚ｾｯﾄ￥1,180-（ｶﾝﾊﾟﾁを除く各 1） 

 エンブレム（日本製）  

四角\1.320- 楕円\1.450-  

楕円\1.820- 四角\1.210- 

  

 アイロンプリント(熱転写)  

￥730- 

ポロシャツ等のワンポイントに！ 

 

FISHERMAN 

①  

②  

③  

④  

⑤  
①スターチェック ②トルネード 

③スクエア ④ダイヤクロス 

⑤カンパチ 
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TEL 0980-83-5318 FAX 0980-83-5297 

〒９０７-００２４ 沖縄県石垣市新川２７９ 

e-mail giant@bronze.ocn.ne.jp 

Goodｓ 2022 年４月価格改正  税別価格表示  ＦＩＳＨＥＲＭＡＮ  


