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length : 5ft10in
material : cross wrapping carbon fiber
guide : K guide [titanium+stainless]
weight : 175g
joint : 4pieces
lure weight : 10~100g
line : PE3~10
price : 49,800yen

length : 8.0ft
material : cross wrapping carbon fiber
guide : K guide [titanium+stainless]
weight : 228g
joint : 4pieces
lure weight : 8~55g
line : PE1~4
price : 59,000yen

「トラベルアングラー」に贈る強靭な4ピースシリーズに新番手登場！
5.10L / 5.10H / 8.0MH

length : 5ft10in
material : cross wrapping carbon fiber
guide : K guide [titanium+stainless]
weight : 137g
joint : 4pieces
lure weight : 5~14g
line : PE0.8~3
price : 47,800yen

＝可能域　 ＝推奨ルアー　 ＝もっとも投げやすい

ライトリグを使う釣りから、5cmミノーやスモールペンシルなど、小さいルアーを
投げる必要がある環境といえばウルトラライトロッド。 しかしULでは不意な大型
魚にはバットパワー不足。そんなときにこの5.10L。バットからティップまで急激
なテーパーにより、強いバットに細いティップで軽いルアーを投げることができ

るようになった。テスト時は、北海道のロックフィッシュ、本流～渓流トラウト、
バス、シーバス、沖縄の渓流釣りなど様々な魚種を釣ることで上記のシチュエー
ションで欲しい性能を実装。さらに仕舞い寸法49cmのパックロッドなので、お
手持ちのリュックなどにすっぽり収まる。

そのために胴部をMXHよりも20%強化し、ティップ部も10%強化。それによっ
てバイト時は適度にティップが入り、反発スピードも遅めに調整し魚へ追従。そ
の下の胴が曲がりすぎないのでしっかりフッキングを決められる。このセクショ
ンの強化によりヘビールアーを投げる時もタメが効くので、フォロースルー時、ル

アーの初速アップにつながる。ヘビールアー未使用時は10gからのキャストが可
能。不意な足元への突っ込みでも破断しないように#2、#3には粘り素材を中層
に巻いてあるがモンスターの負荷が掛からないかぎり、このギミックは発動しな
い。

＝可能域　 ＝推奨ルアー　 ＝もっとも投げやすい

＝可能域　 ＝推奨ルアー　 ＝もっとも投げやすい

出張時スーツケースに入る８フィートベイトロッド。用途はシーバスやイトウ、ア
カメなど大型魚から、五目釣りにも対応。ルアーウェイトはビッグベイトから、
10g前後のルアーまで使用可能。この長尺ロッドに求めたものは、鞭のようなし
なやかさと強烈な張り。これによってさまざまなウェイトのルアーが投げやすく、
かつ高弾性カーボンを数層巻いているので感度重視の釣り、ボトムタッチの釣り
にも使える。また国内外の釣りで出くわしてしまうかもしれない大型魚への対応

は、グリップ部上の22cmに強いバットが装備してあり、続くその上の＃3の張り
と粘りで強烈な引きを吸収できるようカーボンマテリアルを複数装備している。
ロッド全体を使ってルアーを遠くに飛ばし、アクションの釣り、巻きの釣り、ボト
ム感知の釣りをも対応できれば用途はさらに広がる。テストした魚は、シーバス、
イトウ、キングサーモン、シルバーサーモン、ターポン、ルースターフィッシュ、
シイラ、大型トレバリーなど多岐にわたる。

2021年1月7日12時予約開始　2021年5月～7月デリバリー予定

2021年1月7日12時予約開始　2021年5月～7月デリバリー予定

2021年1月7日12時予約開始　2021年5月～7月デリバリー予定

ブランクスカラー・ガイド

グリップ部

ブランクスカラー・ガイド

ブランクスカラー・ガイド

グリップ部

バット

グリップ部

B.C.4 5.10L

B.C.4 5.10H

B.C.4 8.0MH 汎用性を高めた8ft、4ピースパックロッド 不意な大型魚ですらカバーする8ftベイトロッド。

使用頻度の高いビッグベイト2～ 4オンスを振りぬける。

パックロッドBC4シリーズのライトクラスロッド。

［ ビー・シー・フォー　ブリストコンパクト ］ 2021 NEW!

47,800円（税別）

価格

4571487900313

JANコード

5ft10in

全長

4

継数

49cm

仕舞寸法

40.5cm

グリップ長

137g

自重

4軸カーボン

素材

Kガイド チタン＋ステン

ガイド

5~14g

推奨ルアーウエイト

PE0.8~3号

ライン

49,800円（税別）

価格

4571487900320

JANコード

5ft10in

全長

4

継数

49cm

仕舞寸法

40.5cm

グリップ長

175g

自重

4軸カーボン

素材

Kガイド チタン＋ステン

ガイド

10~100g

推奨ルアーウエイト

PE3~10号

ライン

59,000円（税別）

価格

4571487900337

JANコード

8.0ft

全長

4

継数

65cm

仕舞寸法

42.2cm

グリップ長

228g

自重

4軸カーボン

素材

Kガイド チタン＋ステン

ガイド

8~55g

推奨ルアーウエイト

PE1~4号

ライン

5 20 40 60(g)3010 50

10 30 50 70 10090 110604020 80 120 130(g)

5 1510 (g)



length : 7.5ft
material : cross wrapping carbon fiber
guide : K guide [titanium+stainless]
weight : 235g
joint : 3pieces
lure weight : 10~120g
line : PE2~5
price :Undecided

ブランクス・ガイド

＝可能域　 ＝推奨ルアー　 ＝もっとも投げやすい

基本設計は一般的に使用される30g ～ 120gビッグベイトを快適に投げられるこ
とを目的として開発がスタートした7.5H。ウェーディングを考慮したやや短めグ
リップ長。全体的に6.10XHよりマイルドであるが胴はバイトからのアワセ時のた
めに張りを持たせて、ティップはドリフト時のバイトに食い込みが良くなるように
粘るマテリアルを多めにし、外側に高弾性と75度カーボンを実装することにより

シャープさも感じれる。これにより意のままのアクションを出すための操作性向
上へとつながった。特に追求したのはこのティップ。軽いルアーを扱えるように
柔らかくしすぎると今度は重いルアーを扱う際に重みでブレてしまいキャストが
乱れてしまう。 何度も試行錯誤を繰り返し柔らかいが張りをも感じられる、ビッ
グベイターの欲求を叶えるベイトロッドが仕上がった。

2021年夏～秋発売予定

2021年夏～秋発売予定

2021年夏～秋発売予定2021年夏～秋発売予定 2021年夏～秋発売予定 2021年夏～秋発売予定

 

ブランクス・ガイド

グリップまわり

バット

ビッグベイターが求めた性能を凝縮。
［ ブリスト・コモド ］

7.5H 2021 NEW!

＝可能域　 ＝推奨ルアー　 ＝もっとも投げやすい

length : 6.2ft
material : cross wrapping carbon fiber
guide : K guide [titanium+stainless]
weight : 122g
joint : 2pieces
lure weight : 4~10g
line : PE0.6~1.2
price :Undecided

ビームスローワーシリーズに新たに62Lが追加。しなやかなブランクスから撃ち
出される低弾道キャストフィールはそのままに、近距離ピン撃ちを得意とするレ
ングスだ。大規模渓流あるいは中規模本流など、今までの短尺渓流ベイトロッド
では、ルアーが届いても水面に落ちるラインのメンディングが難だったフィールド
で6ft台の長さが強みとなる。5～7㎝程の軽量ミノー等をピンに送り届けるの

は勿論の事だが、しなやかなティップを支える次のセクションから張りを持たせ
た事で、トウィッチ、ジャーク等のアクション付けが誰でも容易に行える。広め
の川幅の対岸まで、流れを跨いでピンを撃ち、アクション一閃でバイトに持ち込
ませる。そんな恍惚なフィッシングシーンにうってつけの一本となるだろう。

グリップまわり

ライトルアーのピン撃ちからトゥイッチなど操作性重視。
［ ビームス・ローワー ］ 

6.2L

セミハードロッドケース（ショート）
セミハードロッドケース（ロング）

4571487908869
4571487908852

3,980円
4,980円

価格商品名 JANコード

セミハードロッドケース（ショート／ロング）

刺繍キャップ ポイントメッシュキャップ パッカブルアドベンチャーハット アドベンチャーハット

ウォータープルーフ・ライトバッグ

［ショート］

［ロング］

仕舞寸法60cmまでのロッドが収納可能
弊社ロッドが余裕で5本収納可能（BC4シリーズ等）

仕舞寸法130cmまでのロッドが収納可能
弊社長尺ロッドが余裕で5本収納可能
（MARINO10.6MHやVAJRADANA11H等）

内部

本　体：
サイズ：

ナイロン
［ショート］H60.5×W12×D9cm
［ロング］H130.5×W11×D8cm ウォータープルーフ・ライトバッグ 4571487908920 6,800円

価格商品名 JANコード

刺繍キャップ／ベージュ
刺繍キャップ／ネイビー

4571487908944
4571487908951

未定
未定

価格商品名 JANコード

ポイントメッシュキャップ 4571487908937 未定
価格

未定
価格 未定

未定

価格
商品名 JANコード

パッカブルアドベンチャーハット 4571487908968
商品名 JANコード アドベンチャーハット／ベージュ

アドベンチャーハット／ブラック
4571487908975
4571487908982

商品名 JANコード

本　体：
サイズ：
カラー：

ナイロン
H60×W60×D12
ブラック

ハードケースより軽く、ソフトケースより強度があるため自宅での保管や車
での移動にオススメ。両端のD管からショルダーベルトを繋いでいるので、
釣行時の持ち運びも便利。内ポケットが4か所付いているので、フックやス
ナップなどの小物も収納できる。

［素材］綿100％
［素材］
本体ナイロン100％
メッシュ部分ポリエステル100％

［素材］
本体 ナイロン100％
メッシュ部分 ポリエステル100％

●カラー：ベージュ／ネイビー
●サイズ：フリー ●カラー：ブラック

●サイズ：フリー
●カラー：カーキ
●サイズ：フリー

［素材］綿100％
●カラー：ベージュ／ブラック
●サイズ：フリー

リフレクト（反射）
プリントワッペン

ラバープリント
刺繍

ボックスロゴ刺繍

ラバープリント

横

刺繍

プリントバイアステープ

カジュアルに着こなせるデザインのキャップ フロントのボックスロゴとレフトサイドに
大胆にいれたプリントがアクセント

アクティブシーンにぴったりなナイロン生地を
使用、コンパクトに収納でき持ち運びに便利

日常使いやすいシンプルデザインに
ブランドロゴを施しているアドベンチャーハット

本体と共生地ベルト
シルバーアジャスター

防水大型トートバッグ。軽量防水生地を使用し
ウェーダー、ベスト、レインウエアがすっぽり入る
防水トートバッグ。バッグ入口、フロントポケットに
は止水ファスナーを使用。

フロント

未定

価格

4571487900344

JANコード

7.5ft

全長

6.2ft

全長

3

継数

85.5cm

仕舞寸法

41.5cm

グリップ長

235g

自重

4軸カーボン

素材

Kガイド チタン＋ステン

ガイド

10~120g

推奨ルアーウエイト

PE2~5号

ライン

未定

価格

4571487900351

JANコード

2

継数

97.5cm

仕舞寸法

36.5cm

グリップ長

122g

自重

4軸カーボン

素材

Kガイド チタン＋ステン

ガイド

4~10g

推奨ルアーウエイト

PE0.6~1.2号

ライン

10 30 50 70 10090 110604020 80 120 130(g)

(g)1050 15



渓流やライトな釣りに最適な小さめ
のバッグ。他機能はMサイズと共通。

メインポケットには一般的に使用される205×145×40mmのルアーボックスを2個収納できる（写真❶）。
前面ポケットには使用頻度の高いルアーを内部のEVA生地に引っ掛けることができたり、ルアーボックスの収納も可能（写真❷）。
両側面にはペンチやフォーセップを差し込める（写真❸）。
前面にある2つのポケットにはスナップやリーダーなどの小物入れとして使用できる。底面には水抜け穴も装備（写真❹）。
ショルダーベルト付きなのでシステムベルトを使用しない場合もバッグ単体で使用可能（写真❺）。

Fishman.comで検索

2021年夏～秋発売予定

2021年5～7頃発売予定

ルアーバッグ（M）と（S）のサイズ比較

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

素　材：
カラー：
浮力体：
サイズ：
価　格：

ポリエステル
ブラック
PE発砲（浮力7.5Kg対応）
FREE
未定

サイズ：W18×H13×D8cm
（奥行は正面2ポケットを除く）

ゲームベスト

ムーバブルシステムベルト

②ルアーバッグ（S）

サイズ：W78cm×H11cm
クッション厚さ 1cm
ベルト部最大延長 128cm

サイズ：W15.8cm×H10.3cm
ホルダー部 上部13.5cm×下部8.5cm

③システムベルト
腰に当たる部分の高さは11cmあり、1cmの厚
みは腰の負担を軽減させる役割も。ベルトは
最大延長128cmまで可能。4つのD管装備。

サイズ：W6×H22cm
（ボガグリップ30lb対応）

⑥フィッシュグリップホルダー
一般的に使用されるフィッシュグリッ
プや、30lb口のボガグリップも対応。

サイズ：W16×H10×D5cm

④レインウェアポーチ
小物入れや、薄めの夏用レインウェアなどを
入れられるポーチ。

Fishman（株式会社アレア）
〒060-0005　北海道札幌市中央区北5西6-1-23 第2道通ビル9F
TEL 011-219-5051（9:00～18:00）　FAX 011-351-5304　URL www.fish-man.com

サイズ：W24×H15×D9cm（奥行は正面2ポケットを除く）①ルアーバッグ（M）

⑦ネットホルダー
小さいネットから大型のニジマス
などを狙う際に使用する60cm
ネットも収納可能。

アングラーが必要なバッグを使いやすいよう任意の位置へ付け替え可能なシステムベルト

1 2
3 4

5

2021 NEW!

背面ポケットには取
り外し可能なドリン
クホルダーが収納さ
れていて、別の場所
に付け替え可能。

下からも
取り出し可能。

プライヤーホルダー

205×145×40ｍｍサイズの
ルアーケースを2個収納可能

特 徴
①ウエストベルトが容易に締められることで肩への負荷軽減。
②背面ポケットを上下開きにしたことで、出し入れが楽に。
③前面左右大型ポケットにはルアーケース（205×145×40mm）が2個収納可能。
④背面ポケットに収納してあるドリンクホルダーは任意の場所に取り付け可能。
⑤付属のメジャーホルダーに動画撮影用の一脚を差し込み、上のストッパーで固定すれば安定した撮影が可能。　

ゲームベスト 4571487908876 未定
価格商品名 JANコード

未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定

価格
4571487908999
4571487909064
4571487909002
4571487909071
4571487909019
4571487909088
4571487909026
4571487909095
4571487909033
4571487909101
4571487909057
4571487909125
4571487909040
4571487909118

①ルアーバッグM（エンジ／カーキ）
①ルアーバッグM（ブラック）
②ルアーバッグS（エンジ／カーキ）
②ルアーバッグS（ブラック）
③システムベルト（エンジ／カーキ）
③システムベルト（ブラック）
④レインウェアポーチ（エンジ／カーキ）
④レインウェアポーチ（ブラック）
⑤ドリンクホルダー（エンジ／カーキ）
⑤ドリンクホルダー（ブラック）
⑥フィッシュグリップホルダー（エンジ／゙カーキ）
⑥フィッシュグリップホルダー（ブラック）
⑦ネットホルダー（エンジ／カーキ）
⑦ネットホルダー（ブラック）

商品名 JANコード

7

600mlのペットボトル対応
サイズ：W7×H16×D6.5cm

⑤ドリンクホルダー

メジャーホルダー、
または、insta360棒などの
撮影スティックを固定できる。

6


