
セット内容

価 格

■30m USB 360°防水カメラ(重り付き)■防水LED(高輝度)■８インチタブレット
■USB巻取り用ドラム■充電ボックス■キャリーバッグ (タブレットホルダー付き)
¥78,000 （税別）

最大水深30m!!  360°カメラの鮮明な映像をリアルタイムに８インチタブレットへ送信!!
海に潜ることなく船の上から海底の物や人の捜索、海中生物の調査ができます。
オプションのBi Rodに沿わせての使用も可能です。 なんでも

夜釣り
なんでも
夜釣り

https://www.lumica.co.jp/https://www.lumica.co.jp/JAN. 2020

公式通販サイト

なんでも
夜釣り
なんでも
夜釣り
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夜釣りはこんなに
楽しい！

夜釣りはこんなに
楽しい！
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クーラーボックスや磯バッグは
場所がすぐに分かるように、
ルミカライト6インチをセット
しておこう。

クーラーボックスや磯バッグは
場所がすぐに分かるように、
ルミカライト6インチをセット
しておこう。

昼用のウキのトップに付属のチューブ
でケミホタルをセットすれば夜釣り用
ウキに早変わり。時合いの短い朝・タ
マズメもウキの交換は不要。デンケミ
icはワンプッシュで点灯するLED タイプ。
点滅モード搭載で水中集魚ライトと
しても使用できる。

着水すると自動的にスイッチオン。
夜明け前、日没後の使用に効果を発揮し
遠投性能に優れている。チャップオン
ななめは、低い位置からもよく見える
ので堤防や渚釣りに最適。電池がなく
なったらケミホタル25がセットできる。

竿先にワンタッチで装着するだけで
暗闇でのわずかなアタリも的確に伝えて
くれる。ぎょぎょライトLEDはスイッチ付・
電池交換が可能なので経済的。マルチ
カラーは赤・緑・青の三色切替式で竿の
識別に便利。穂先径に合ったサイズ
選びが必要だ。

自然界に存在する光を化学的に再現
した化学発光体は、発売当初より集魚
用としても使用されてきた。イ力や
太刀魚、アナゴ、メバル、そして根魚釣り
には欠かせないアイテムになっている。
マダイ、イサキ、クロダイなど多くの
魚種に実績がある。 

ナイトゲームではルアーやエギの位置
の把握が難しい。そこでリーダー部に
ケミホタル25やルミコなどの小型
発光体を装着すると、ルアーやエギの
位置が把握でき、タイトなピンポイント
攻略も可能になる。魚に警戒心を与え
ない光だからこそできる。
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or

ルアーロッドまたは
万能竿
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＜アクアブルー＞

河口・港湾からのブッコミ釣り



玉の直径φ4.5

透明ウキゴム1組

全長16.5mm

軸径φ2.2
玉の直径φ6

オレンジウキゴム1組

全長23mm

軸径φ2.9
全長25mm

10
m
m

4mm

半透明チューブ

質量わずか0.05グラム。
世界最小の集魚ライトです。

点発光チューブ

ビッグ
ケミホタル50

希望小売価格（税別） ¥170
■仕様：2本入、チューブ付■サイズ：
φ6.0×50㎜■重量：1.35g■視認
距離：50m■発光時間：5時間

■仕様：2本入、チューブ付■サイズ：
φ7.5×75㎜■重量：3.40g■視認
距離：100m■発光時間：6時間

ロング
ケミホタル75

希望小売価格（税別） ¥240

レッドイエロー

■仕様：1本/袋×2、チューブ付、乾燥
剤入■サイズ：本体φ4.0×20mm
／脚部φ2.9×9mm■重量：0.26g
■視認距離：25m■発光時間：4時間

ケミホタル X-25
（2本入）
希望小売価格（税別） ¥130

道糸はX型の軸
の隙間を通って
スルスル遊動し
ます。

イエロー

レッドイエロー

■仕様：1本入、チューブ付、スティック
保護棒付■サイズ：φ7.5×100mm
■重量：4.60g■視認距離：160m
■発光時間：6時間

ケミホタル100

希望小売価格（税別） ¥240
100’s

イエロー

■仕様：1本入、チューブ付、
　スティック保護棒付
■サイズ：φ7.5×120㎜
■重量：5.50g
■視認距離：170m
■発光時間：7時間

ケミホタル120

希望小売価格（税別） ¥270
スーパーロング

イエロー

レギュラー
ケミホタル37

希望小売価格（税別） ¥140
ミニ

ケミホタル25 

希望小売価格（税別） ¥130
■仕様：2本入、テープ・チューブ付■
サイズ：φ2.9×23mm■重量：0.15g
■視認距離：15m■発光時間：3時間

■仕様：2本入、チューブ付■サイズ：
φ4.5×37mm■重量：0.55g■視認
距離：30m■発光時間：6時間

イエロー レッド イエロー レッド

ビッグ

ケミホタル50
イエロー  3枚セット

希望小売価格（税別） ¥490
■仕様：2本入、チューブ付×3
■サイズ：φ6.0×50㎜
■重量：1.35g■視認距離：50m
■発光時間：5時間

■仕様：2本入、チューブ付×3
■サイズ：φ7.5×75㎜
■重量：3.40g■視認距離：100m
■発光時間：6時間

ロング

ケミホタル75
イエロー  3枚セット

希望小売価格（税別） ¥680

イエロー

レギュラー

ケミホタル37
イエロー  3枚セット

希望小売価格（税別） ¥400
ミニ

ケミホタル25
イエロー  3枚セット

希望小売価格（税別） ¥370
■仕様：2本入、テープ・チューブ付×3
■サイズ：φ2.9×23mm
■重量：0.15g■視認距離：15m
■発光時間：3時間

■仕様：2本入、チューブ付×3
■サイズ：φ4.5×37mm
■重量：0.55g■視認距離：30m
■発光時間：6時間

イエロー イエロー

ケミホタル20
3本セット

希望小売価格（税別） ¥300
■仕様：1本/袋×3、テープ・チューブ付、
乾燥剤入■サイズ：φ2.2×22mm
■重量：0.08g■視認距離：10m
■発光時間：2時間

ミクロ

イエロー

ウミホタル ミニ（2本入）
希望小売価格（税別） ¥100

イエロー イエロー イエロー

ウミホタル レギュラー
希望小売価格（税別） ¥100

ウミホタル ビッグ
希望小売価格（税別） ¥100

■仕様：2本入、乾燥剤入■サイズ：
本体φ4.6×9mm／脚部φ2.9×14mm
■重量：0.22g■視認距離：30m
■発光時間：3時間
※取付チューブは付属していません。
ケミホタル25用チューブをご使用
ください。

■仕様：1本入、乾燥剤入■サイズ：
本体φ8.0×14mm／脚部φ4.5×16mm
■重量：0.78g■視認距離：50m
■発光時間：4時間
※取付チューブは付属していません。
ケミホタル37用チューブをご使用く
ださい。

■仕様：1本入、乾燥剤入■サイズ：
本体φ10.0×19mm／脚部φ6.0×19mm
■重量：1.50g■視認距離：100m
■発光時間：5時間
※取付チューブは付属していません。
ケミホタル50用チューブをご使用
ください。

ブルー

ウミホタル ビッグ ブルー
希望小売価格（税別） ¥100

■仕様：1本入、乾燥剤入■サイズ：
本体φ10.0×19mm／脚部φ6.0×19mm
■重量：1.50g■発光時間：2時間
※取付チューブは付属していません。
ケミホタル50用チューブをご使用
ください。

希望小売価格（税別） ¥240
ピタホタル

グリーン

■仕様：1本/袋×2、乾燥剤入、
強力両面テープ2枚+テスト用1枚
■サイズ：10×25×4mm
■重量：0.58g■発光時間：3時間

■仕様：1本/袋×2、乾燥剤入、ウキ
ゴム付■サイズ：φ2.2×16.5mm、
玉径φ4.5mm■重量：0.08g（本体）
■視認距離：10m■発光時間：3時間

イエロー

希望小売価格（税別） ¥240
からまんホタル（小）

■仕様：1本/袋×2、乾燥剤入、ウキ
ゴム付■サイズ：φ2.9×23mm、
玉径φ6mm■重量：0.21g（本体）
■視認距離：15m■発光時間：3時間

イエロー

希望小売価格（税別） ¥240
からまんホタル（中）

■仕様：1本/袋×2、半透明チューブ
1本付、点発光用黒色チューブ2本付
■サイズ：φ2.2×13mm■重量：0.05g
■視認距離：8m■発光時間：3時間

イエロー

希望小売価格（税別） ¥240
ちもとホタル

希望小売価格（税別） ¥150
■仕様：ケミホタル用2本入、
    ルミコ用3本入
■サイズ：150mm

ケミホタル25用
ケミホタル37用
ケミホタル50用
ケミホタル75用
ルミコ用（黒色）

ケミホタル専用チューブ

※

写
真
は
ケ
ミ
ホ
タ
ル
25
用
で
す
。

■仕様：ガイド×2、発光シモリ玉
■対応：ケミホタル75・100・120

絡み防止用ガイド
希望小売価格（税別） ¥150

イエロー

朝・夕の好時合いを逃さずキャッチ！

シリーズ

朝・夕の好時合いを逃さずキャッチ！

■視認距離・発光時間

シリーズ

4mm
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ケミホルダーでルアーにセットケミホルダーでルアーにセット バケツの中に入れるバケツの中に入れるテンヤ仕掛けにテンヤ仕掛けに エサ箱にセットエサ箱にセット



■仕様：2本入、チューブ付、ワンタッチホルダー付
■サイズ：φ6.0×50㎜■重量：1.35g
■発光時間：5時間（オレンジ3～4時間）

ビッグ
パワー太刀魚50

希望小売価格（税別） ¥170

イエロー レッド オレンジ

■仕様：2本入、チューブ付、ワンタッチホルダー付×3
■サイズ：φ6.0×50㎜■重量：1.35g
■発光時間：5時間

ビッグ
パワー太刀魚50 イエロー 3枚セット

希望小売価格（税別） ¥490

イエロー

■仕様：（1本入、チューブ付、ワンタッチ
ホルダー付）×3■サイズ：φ6.0×50㎜
■重量：1.35g■発光時間：5時間

■仕様：（1本入、チューブ付、ワンタッチ
ホルダー付）×3■サイズ：φ7.5×70㎜
■重量：3.40g■発光時間：6時間

イエロー

希望小売価格（税別） ¥350
ビッグ

太刀魚50 3枚セット

希望小売価格（税別） ¥550
ロング

太刀魚75 3枚セット

■仕様：2本入、チューブ付、ワンタッチホルダー付
■サイズ：φ7.5×75㎜■重量：3.40g
■発光時間：6時間（オレンジ3～4時間）

ロング
パワー太刀魚75

希望小売価格（税別） ¥240

イエロー レッド オレンジ

■仕様：2本入、チューブ付、ワンタッチホルダー付×3
■サイズ：φ7.5×75㎜■重量：3.40g
■発光時間：6時間

ロング
パワー太刀魚75 イエロー 3枚セット

希望小売価格（税別） ¥680

イエロー

ブルーケイムラプラス

ブルーケイムラプラスピンク

ピンク

太刀魚＆いか50 
希望小売価格（税別） ¥130

太刀魚＆いか75
希望小売価格（税別） ¥200

■仕様：1本入、チューブ付、ワンタッチ
ホルダー付■サイズ：φ6.0×50mm
■重量：1.35g■発光時間：4～6時間
※P16の「太刀魚＆いか50ピンク、ブルー
ケイムラプラス」とWパッケージになっています。

■仕様：1本入、チューブ付、ワンタッチ
ホルダー付■サイズ：φ7.5×75mm
■重量：3.40g■発光時間：4～6時間
※P16の「太刀魚＆いか50ピンク、ブルー
ケイムラプラス」とWパッケージになっています。

■仕様：1本入、チューブ付、ワンタッチ
ホルダー付■サイズ：φ7.5×100mm
■重量：4.60g
■発光時間：6時間

太刀魚100
希望小売価格（税別） ¥240

イエロー

グリ－ン レッド

ケミチューン ワインド
希望小売価格（税別） ¥200

■仕様：1本/袋×２
■サイズ：φ2.2×22mm
■重量：0.07g
■発光時間：2時間

ピカピカドンドン50（本体のみ）
希望小売価格（税別） ¥1,800

ピカピカドンドン 太刀魚50セット
希望小売価格（税別） ¥1,200

■仕様：本体2本入

■仕様：本体1本入、パワー太刀魚50×1袋、
太刀魚仕掛け2セット付

【共通】
■サイズ：φ12×165㎜（全長）■水中重量：2号
相当■引張強度：14kgf■本体重量：12.9g

ピカピカドンドン75（本体のみ）
希望小売価格（税別） ¥2,000

ピカピカドンドン 太刀魚75セット
希望小売価格（税別） ¥1,300

■仕様：本体2本入

■仕様：本体1本入、パワー太刀魚75×1袋、
太刀魚仕掛け2セット付

【共通】
■サイズ：φ14×210㎜（全長）■水中重量：2.5号
相当■引張強度：14kgf■本体重量：18.5g

イエロー

テンヤホタル
希望小売価格（税別） ¥300

■仕様：3個入、
　ケミホタル25×3本入
■適合針金サイズ：Φ1.5～1.8mm
■発光時間：３時間

クリア ブラック

船用テンヤホタル
希望小売価格（税別） ¥320

■仕様：3個入、
　ケミホタル37×3本入
■適合針金サイズ：Φ1.8～2.2mm
■発光時間：6時間

側面　　　　　断面

拡大写真

先端がスクリュー形状なので
ソフトルアーへの挿入が簡単！

拡大写真

先端がスクリュー形状なので
ソフトルアーへの挿入が簡単！

光を好む太刀魚にはケミホタル！

シリーズ

光を好む太刀魚にはケミホタル！

シリーズ

■仕様：POWER太刀魚75×1袋(２本入)、仕掛
けホルダー（ウキ止め・シモリ玉・シモリペット・
ウキゴム1組・ウキ絡み防止棒・中通しオモリ・
スナップ付きスイベル）1組、高輝度電気ウキ×
1本、リチウム電池BR435×1本、ワイヤー仕掛
け（上鈎6号・下鈎4号・ワイヤー#45）2組
※セット内容・パッケージなど、一部仕様変更す
る場合がございます。

必殺太刀魚ウキ仕掛セット Atype
希望小売価格（税別） ¥1,800 5号のみ¥1,900

烈光太刀魚ウキ仕掛セット
A type、B type
希望小売価格（税別） A type ¥2,100

B type ¥2,000

2号 3号 5号

2号
3号
5号

ピンクブルー
(ケイムラプラス)

■仕様：POWER太刀魚75×1袋（2本入）、高輝
度電気ウキ「烈光」×1本、ボタン電池
LR44×4個、ワイヤー仕掛（上鈎6号・下鈎4
号・ワイヤー＃45)×2組、仕掛ホルダー（ウ
キ止め・シモリ玉・シモリペット・ウキゴム1
組・ウキ絡み防止棒・中通しオモリ・スナップ
付きスイベル）×1組

※セット内容・パッケージなど、一部仕様変更す
る場合がございます。

ケミホタル25(別売)をワンタッチ装着!ケミホタル25(別売)をワンタッチ装着!

水平姿勢をキープするバランス設計。
どの面からの水流の抵抗も受けにくく素早く
沈下する砲弾型。オマツリのトラブルも激減！

ケミホタル25をワンタッチで装着可能。
本体のスリットに指で押し込むだけ！

超貫通フッ素コート針採用。
大型タチウオの硬いアゴを貫く！

ケミホタルテンヤ光弾
希望小売価格（税別） 40号 ¥1,150 50号 ¥1,250

■全長：(40号)約145mm、(50号)約150mm
※ケミホタル25は別売です。

40号 50号

グロー

ブルピン

ネオンレッド

パープルゼブラ

A type・B typeとも

←A type

↓B type

NEW
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メバルやカサゴは明るい光を嫌わ
ないから、ルミコシリーズの中では
例外的に人間への見えやすさを優
先して明るくしてある。カワハギは
視力が弱く、曇天などで海中が暗
いとエサが見えなくなる。こんな
ときに使うとアタリが集中する。

植物性プランクトンが多くて海の色
が緑色っぽいときに遠くまで届く
色。ほかの色が海水に吸収され、
緑の波長だけが残っているから海
が緑色に見えるのだ。だから、ルミコ
グリーンの光が吸収されずに遠くま
で届いて集魚効果を発揮する。

プランクトンが少ない外洋や澄み
潮のときに遠くまで集魚する。魚類
の多くはブルーの光を一番よく感
じるのでほぼオールマイティで使
用可能だ。富山湾周辺のホタルイカ
パターンではクロダイや大型メバ
ル、キジハタにも効果を発揮する。

警戒心がつよくてエサを一気に呑
み込まないクロダイ用のカラー。
付属の黒チューブで点発光にして
使うとさらに効果が上がる。アクア
ブルーはイカにとっても一番見え
やすい色だけど、やや輝度不足な
のでエサのごく近くで使うといい。

カレイ釣師たちの要望で商品化さ
れたのがオレンジ。かつてカレイ
は昼釣りの対象だったが、ルミコ
オレンジによって夜釣りがブーム
になった。カレイの眼にオレンジ色
は、砂の中から姿を現した褐色の
ゴカイ類に見えるのかも知れない。

色が見える魚類は結構たくさんい
る。ルミコレッドを点発光で使え
ば、エビの眼のルビー色をイミテー
トできて根魚ほかアオリイカにも
効く。ケミホタル75のレッドはイカ
やアナゴ、スレた大型タチウオに
も優れた集魚効果を発揮する。

■サイズ：φ2.9×23mm■重量：0.15g■発光時間：3時間
希望小売価格（税別） ¥300

ルミコ イエロー
イエロー

■サイズ：φ2.9×22mm■重量：0.14g■発光時間：10時間
希望小売価格（税別） ¥300

ルミコ グリーン

イエローグリーンブルー アクアブルー オレンジ レッドイエローグリーン

グリーン

■サイズ：φ2.9×22mm■重量：0.14g■発光時間：10時間
希望小売価格（税別） ¥300

ルミコ ブルー
ブルー

■サイズ：φ2.9×22mm■重量：0.14g■発光時間：10時間
希望小売価格（税別） ¥300

ルミコ アクアブルー

ブルー アクアブルー

アクアブルー

■サイズ：φ2.9×22mm■重量：0.14g■発光時間：10時間
希望小売価格（税別） ¥300

ルミコ オレンジ

オレンジ

オレンジ
■サイズ：φ4.5×26mm■重量：0.34g■発光時間：10時間

希望小売価格（税別） ¥300
ルミコ レッド

レッド

レッド

希望小売価格（税別） ¥150
ルミコワンタッチホルダー

■仕様：ワンタッチホルダー
   （小×4、大×2）
■対応：
［小］ケミホタル25、ルミコ(グリーン・
　　ブルー・オレンジ・アクアブルー・
　　イエロー)
［大］ケミホタル37、あなご天国、
　　ルミコ レッド

希望小売価格（税別） ¥240
アジホタル

ブルーイエロー

ブルーケイムラプラス

ブルーケイムラプラスピンク

ピンク

太刀魚＆いか50 
希望小売価格（税別） ¥130

太刀魚＆いか75
希望小売価格（税別） ¥200

■仕様：1本入、チューブ付、ワンタッ
チホルダー付■サイズ：φ6.0×50㎜
■重量：1.35g■発光時間：4～6時間
※P13の「太刀魚＆いか75ピンク、ブルー
ケイムラプラス」とWパッケージになっています。

■仕様：1本入、チューブ付、ワンタッ
チホルダー付■サイズ：φ7.5×75㎜
■重量：3.40g■発光時間：4～6時間
※P13の「太刀魚＆いか75ピンク、ブルー
ケイムラプラス」とWパッケージになっています。

希望小売価格（税別） ¥240
あなご天国 37

イエロー

希望小売価格（税別） ¥200
■仕様：1本入、チューブ付、ワンタッチ
     ホルダー付
■サイズ：φ7.5×75mm
■重量：3.40g■発光時間：6時間

■仕様：1本入
■発光色：スペシャル
     グリーン
■サイズ：φ15×180mm
■重量：28.3g
■発光時間：
     10～12時間

ルミコ　いか75

グリーン

希望小売価格（税別） ¥200

スペシャルグリーン

いか6インチ

希望小売価格（税別） ¥280

■サイズ：1～5号
■仕様：8本入
■材質：ハイカーボン
              国内産鈎使用

グリーン

ケミブライトフック チヌ
希望小売価格（税別） ¥280

■サイズ：1～5号
■仕様：7本入
■材質：ハイカーボン、
              国内産鈎使用

グリーン

ケミブライトフック 金チヌ
希望小売価格（税別） ¥280

■サイズ：7～13号
■仕様：7・8号/7本入
              9・10号/6本入
　　　 11・12・13号/5本入
■材質：ハイカーボン
              国内産鈎使用

ケミブライトフック 金マダイ

グリーン

【共通】■仕様：1本/袋×3、蛍光・黒色チューブ付、ワンタッチホルダー付、乾燥剤入

■仕様：1本／袋×2、チューブ×2
  ワンタッチホルダー×2
■サイズ：φ4.5×37mm
■重量：0.55g■発光時間：6時間

■仕様：集魚ホルダーとウミホタル50のセット、
    スナップ＆スナップサルカン付
■サイズ：φ15×長さ55mm（ポリプロピレン製）
■耐荷重：12kg

■仕様：まな板、千枚通し
希望小売価格（税別） ¥770
あなご調理セット

魚の色彩感覚を刺激。光で寄せる！魚の色彩感覚を刺激。光で寄せる！

シリーズシリーズ
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捌き方を
動画でチェック！

NEW



希望小売価格（税別） ¥130
ぎょぎょライトワンタッチSぎょぎょライトワンタッチS

■仕様：1本入、乾燥剤入
イエロー

■サイズ：9×8×48mm
■重量：2.00g
■発光時間：4時間

ぎょぎょライト
ワンタッチS3枚セット
ぎょぎょライト
ワンタッチS3枚セット

希望小売価格（税別） ¥370

■サイズ：9×8×48mm
■重量：2.00g
■発光時間：4時間

■仕様：（1本入、乾燥剤入）×3
イエロー

ぎょぎょライト
ワンタッチM3枚セット
ぎょぎょライト
ワンタッチM3枚セット

■サイズ：10×8×48mm
■重量：2.42g
■発光時間：4時間

■仕様：（1本入、絡み防止リング付、乾燥剤入）×3
イエロー 希望小売価格（税別） ¥370

希望小売価格（税別） ¥130
ぎょぎょライトワンタッチMぎょぎょライトワンタッチM

■仕様：1本入、絡み防止リング付、乾燥剤入
イエロー

■サイズ：10×8×48mm
■重量：2.42g
■発光時間：4時間

希望小売価格（税別） ¥370

ぎょぎょライト
ワンタッチL3枚セット
ぎょぎょライト
ワンタッチL3枚セット

■サイズ：10×8×48mm
■重量：2.44g
■発光時間：4時間

■仕様：(1本入、絡み防止リング付、乾燥剤入)×3
イエロー

希望小売価格（税別） ¥370

ぎょぎょライト
ワンタッチLL3枚セット
ぎょぎょライト
ワンタッチLL3枚セット

■仕様：(1本入、絡み防止リング付、乾燥剤入)×3
■サイズ：11×9×48mm
■重量：2.70g
■発光時間：4時間

イエロー

希望小売価格（税別） ¥130
ぎょぎょライトワンタッチLLぎょぎょライトワンタッチLL

■仕様：1本入、絡み防止リング付、乾燥剤入
イエロー

■サイズ：11×9×48mm
■重量：2.70g
■発光時間：4時間

希望小売価格（税別） ¥130
ぎょぎょライトワンタッチLぎょぎょライトワンタッチL

■仕様：1本入、絡み防止リング付、乾燥剤入
イエロー

■サイズ：10×8×48mm
■重量：2.44g
■発光時間：4時間

希望小売価格（税別） ¥100
ぎょぎょライトワンタッチ SS　ぎょぎょライトワンタッチ SS　

イエロー

■サイズ：φ2.9×23mm
■重量：0.15g
■発光時間：3時間

■仕様：1本入、ワンタッチホルダー付、乾燥剤入

ぎょぎょライトワンタッチ 3L
希望小売価格（税別） ¥150

イエロー

■仕様：1本入、乾燥剤入
■サイズ：11×9×48mm
■重量：2.75g
■発光時間：5時間

■仕様：1本（テープ付）/袋×2枚
■サイズ：φ4.5×37mm
■重量：0.55g
■適合穂先サイズ：フリー
■発光時間：6時間

希望小売価格（税別） ¥140
ぎょぎょライト37(２本入)ぎょぎょライト37(２本入)

イエロー

レッド

希望小売価格（税別） ¥500

■仕様：1本入
■連続発光時間：約60時間
■スイッチ付き※電池別売※パナソニック製のBR425
　を別途お買い求めください。※赤色単色発光LEDを
　使用しています。

ぎょぎょライトLED
サンセットレッド M

レッド

希望小売価格（税別） ¥500

■仕様：1本入
■連続発光時間：約60時間
■スイッチ付き※電池別売※パナソニック製のBR425
　を別途お買い求めください。※赤色単色発光LEDを
　使用しています。

ぎょぎょライトLED
サンセットレッド L

適合竿先サイズ
φ2.3～2.7mm

適合竿先サイズ
φ1.8～2.3mm

適合竿先サイズ
φ1.8～2.3mm

適合竿先サイズ
φ1.4～1.7mm

適合竿先サイズ
φ1.4～1.7mm

適合竿先サイズ
φ3.0～3.5mm

適合竿先サイズ
φ2.4～2.9mm

適合竿先サイズ
φ3.0～3.5mm

適合竿先サイズ
φ2.4～2.9mm

適合竿先サイズ
φ0.6～1.4mm

適合竿先サイズ
φ3.6～4.1mm

適合竿先サイズ
φ2.8～3.2mm

グリーン

希望小売価格（税別） ¥500

■仕様：1本入
■連続発光時間：約100時間以上
■スイッチ付き※電池別売※パナソニック製のBR425
　を別途お買い求めください。※緑色単色発光LEDを
　使用しています。

ぎょぎょライトLED
シーグリーン M

グリーン

希望小売価格（税別） ¥500

■仕様：1本入
■連続発光時間：約100時間以上
■スイッチ付き※電池別売※パナソニック製のBR425
　を別途お買い求めください。※緑色単色発光LEDを
　使用しています。

ぎょぎょライトLED
シーグリーン L

適合竿先サイズ
φ2.3～2.7mm

適合竿先サイズ
φ2.8～3.2mm

■仕様：1本入
■連続発光時間：赤/約60時間、緑/約70時間、
　青/約100時間
　※発光時間は単色で使用した場合の目安です。
■スイッチ付き※電池別売※パナソニック製のBR425を
　別途お買い求めください。

ぎょぎょライトLED
マルチカラー M
希望小売価格（税別） ¥650

赤・緑・青3色切替

■仕様：1本入
■連続発光時間：赤/約60時間、緑/約70時間、
　青/約100時間
　※発光時間は単色で使用した場合の目安です。
■スイッチ付き※電池別売※パナソニック製のBR425を
　別途お買い求めください。

ぎょぎょライトLED
マルチカラー L
希望小売価格（税別） ¥650

赤・緑・青3色切替

適合竿先サイズ
φ2.3～2.7mm

適合竿先サイズ
φ2.8～3.2mm

グリーンオレンジ

クイック糸巻き
希望小売価格（税別） ¥1,200
■サイズ：幅55x奥65x高118mm
■取付可能な竿の太さ：φ6mm
～φ26mm
■セットできるスプールサイズ：
直径φ100mmまで、厚さ20mm
まで、穴径15mmまで

レベルワインダー・ガイド通し

■仕様：4本入り、カラビナ付

鈎・ウキ止め
結び

希望小売価格（税別） ¥980希望小売価格（税別） ¥380
■仕様：1個入、本体ケミブライト加工
■付属品：説明書
●チヌ0.5号からマダイ15号の鈎ま
　でOK。
●ウキ止め糸も
　結べます。
●ペン型で超軽
　量、携帯便利。

お結び名人

マルチカラーは、スイッチを押すたびにOFF→赤→緑→青→OFFの順に
発光色が変わります。

電池のピンを、
奥のバネのソケットにしっかり
差し込んでください。

穂先側

青 消
灯

PUSH

緑

PUSH

赤

PUSHスイッチ付き

消
灯

電池の入れ方

ワンタッチテープで
竿先に固定します。

朝・夕の好時合いを逃さずキャッチ！

L.E.Dシリーズシリーズ

わずかな魚信も瞬時に伝える！わずかな魚信も瞬時に伝える！

ぎょぎょライト φ1.8～2.3mm φ2.4～2.9mm

ぎょぎょライトLED φ2.3～2.7mm φ2.8～3.2mm

M L商品名 サイズ

Mサイズは標準的な投用振り出し竿の25号（ＥＸ）～27号（ＤＸ）に適合します。
Ｌサイズは標準的な投用振り出し竿の30号（ＣＸ）～35号（ＡＸ）に適合します。

ぎょぎょライトLEDとぎょぎょライトは適合穂先サイズが異なります。
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実寸

プニイカ

■仕様：１パック３匹入り
■サイズ：全長52mm
■重量：1.50g              

希望小売価格（税別） ¥480

プニイカ  エックスウイング
希望小売価格（税別） ¥680
■仕様：1パック3匹入り
■サイズ：90mm
■重量：6g 

プニイカ  ショックワン

■仕様：１パック5匹入り
■サイズ：全長35mm
■重量：0.40g                   

希望小売価格（税別） ¥480

ビッグアイ＆ロング触腕でアピール抜群！ビッグアイ＆ロング触腕でアピール抜群！

ちもとホタル
対応(別売)

市販のスイベル付き
シンカーを利用すれば
トレブルフックが使えます

引けばダイブする
リップ効果のワイドフィン

姿勢を制御する
Ｘ-ウィング

ケミホタル
ポケット

ジグヘッドまたはワイド
ゲイブのオフセットフック

(2/0程度)

パーツ用
スルーホール

微波動を発生する
マイクロ吸盤

フック抜き位置ガイド

10倍伸びる超伸縮性
リアル触腕

フック位置固定ミゾ ビッグアイ

オールレンジ
の仕掛例

ボトム狙い
の仕掛例

小さいけど強力 !ちもとホタルで光る !小さいけど強力 !ちもとホタルで光る !

セットするときはミミの位置に注意して
左右の真ん中から鈎先を出してください。

センターには貫通穴があいているので
フックやラインを楽に通すことができます。

対象魚：クロダイ・アジ・タチウオ・シーバス・ロックフィッシュなど

プニイカ  ウェーブ
希望小売価格（税別） ¥500
■仕様：1パック3匹入り
■サイズ：65mm
■重量：2.82g       

ジグヘッド内蔵ジグヘッド外付け

光と匂いで誘い、 る！光と匂いで誘い、 る！大型が狙える！ トレブルフックが使える！大型が狙える！ トレブルフックが使える！
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対象魚：ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・イカ・シーバスなど

フック
貫通穴

ケミホタル25
・ルミコ対応
(別売)

ケミホタル25
・ルミコ対応
(別売)

ケミホタル25
・ルミコ対応
(別売)

10倍伸びる超伸縮性
リアル触腕

ホタルポケット/
ちもとホタル(Ø2.2×13mm)
正面から見たとき、眼と眼の間に
丸いマークがある面を下側に
してください。

ピンク イエロー オレンジ クリアホワイトUV ケイムラレッド ピンクグロー ケイムラピンク レモングロー クリアホワイトUV

対象魚：アコウ・アイナメ・カサゴ・ソイ・沖メバル・シーバス・タチウオなど
対象魚：アジ・メバル・セイゴ・カサゴ・クロダイなど

ピンク

ケイムラクリア ケイムライエロー ケイムラオレンジ ケイムラピンク ケイムラレッド

クリアホワイトＵＶ パールグロー グローチャート ケイムライワシ パンプキン

イエロー クリアホワイトUV



■SR44×2個内蔵（電池交換不可）
■連続発光時間：120時間以上
■サイズ：W25×H26.5×L39㎜
■ケミホタル25装着可能

■SR44×2個内蔵（電池交換不可）
■連続発光時間：120時間以上
■サイズ：W25×H26.5×L39㎜
■ケミホタル25装着可能

希望小売価格（税別）希望小売価格（税別）¥650¥650

希望小売価格（税別）¥650

体積があるので潮乗りがよくポイントを長くキープできる。
遠投性も高い。糸落ちがスムーズで仕掛けの入りがいい
のに、8cmのイワシでもポコンと沈むほど感度がいい。

体積があるので潮乗りがよくポイントを長くキープできる。
遠投性も高い。糸落ちがスムーズで仕掛けの入りがいい
のに、8cmのイワシでもポコンと沈むほど感度がいい。

  

 

グリーン グリーン グリーン

飛行姿勢がよくて遠くまで飛ぶうえに
視認性も高い。現場で電池を入れる
手間を省けるので素早い竿出しが可能。

飛行姿勢がよくて遠くまで飛ぶうえに
視認性も高い。現場で電池を入れる
手間を省けるので素早い竿出しが可能。

レッド レッドグリーン グリーン

よく飛び
よく見える
よく飛び
よく見える

■LR41×3個内蔵（電池交換可能）
■連続発光時間：レッド20時間・グリーン24時間
■サイズ：Φ29×37.5㎜

■LR41×3個内蔵（電池交換可能）
■連続発光時間：レッド20時間・グリーン24時間
■サイズ：Φ29×37.5㎜

■LR41×3個内蔵（電池交換可能）
■連続発光時間：レッド20時間・グリーン24時間
■サイズ：Φ29×37.5㎜

希望小売価格（税別）¥650希望小売価格（税別）¥650

レッドグリーン レッドグリーンレッドグリーン

ワンプッシュで簡単点灯！
常灯でウキトップ、点滅で
簡易水中集魚ライトとして
使用可能！

常灯でウキトップ、点滅で
簡易水中集魚ライトとして
使用可能！

常灯 点滅 消灯

PUSH PUSH PUSH

 

内蔵スイッチでカラーを選べる！内蔵スイッチでカラーを選べる！

電池交換可能！電池交換可能！

世界最小の中通しLEDウキ!
夕暮れや逆光時に見えやすい赤色と、陽が沈んでから
見えやすい緑色を選択できる。太仕掛け用に余浮力を
大き目に設定。

世界最小の中通しLEDウキ!
夕暮れや逆光時に見えやすい赤色と、陽が沈んでから
見えやすい緑色を選択できる。太仕掛け用に余浮力を
大き目に設定。

■重量：3B/8.5g ・B/9.0g
■発光時間：レッドモード20時間・
　グリーンモード80時間 
■サイズ：φ27×H33mm

■重量：3B/8.5g ・B/9.0g
■発光時間：レッドモード20時間・
　グリーンモード80時間 
■サイズ：φ27×H33mm

希望小売価格（税別）¥650希望小売価格（税別）¥650

チャップオン2カラー

希望小売価格（税別） ¥1,200
■ワイヤー：径Ø1.2mm
    長さ460mm
　ニードルパイプ：長さ50mm
■マダイ・シーバス・中型青物

神経絞めSet

根魚などのエア抜きもできる

■ワイヤー：径Ø1.2mm
    長さ800mm
　ニードルパイプ：長さ90mm
■大物青物

希望小売価格（税別） ¥1,600
神経絞めSet LONG

神経絞め
ワイヤー

ワイヤーを通す
STEP.2

80cm

130cm
100cm

46cm

希望小売価格（税別） ¥1,200
■ワイヤー径Ø1.0mm
　長さ220mm
　ニードルパイプ：長さ50mm
■アジ、サバ、イサキ

神経絞めSHORT

希望小売価格（税別） ¥3,500
神経絞めSUPER LONG

22cm

2221

希望小売価格（税別） ¥500
新鮮イカパック

烏賊・釣魚用
鮮度保持
アルミパック

M
アジ・サバ・
イサキなど
中型魚用

■仕様：1枚入
■袋サイズ：
    500×220mm
 （外寸）

新鮮おさかなパック

L
マダイ・
クロダイ・
イシダイ60用

■仕様：1枚入
■袋サイズ：
    710×340mm
 （外寸）

LL
大ダイ・ヒラメ・
根魚・青物用

 希望小売価格
（税別） ¥380

 希望小売価格
（税別） ¥280

 希望小売価格
（税別） ¥180

■仕様：1枚入
■袋サイズ：
    970×420mm
 （外寸)

■サイズ：(37)Ø4.5×42㎜、(50)Ø6.0×50㎜、(75)Ø7.5×75㎜
■重量：(37)0.67g、(50)1.5g、(75)2.8g
■仕様：1本入り、チューブ付■電池寿命：連続24時間（常灯）■耐水圧：10m

◀二次元バーコードから
　動画をチェック！
◀二次元バーコードから
　動画をチェック！

魚の身肉には、筋肉を動かすエネルギー源であるATP（アデノシン三リン酸）という栄
養成分が含まれています。魚を釣ったままで放置すると、死ぬまでの間にATPが急激に消
費されて、すぐに死後硬直が始まってしまいます。即殺してもまだ脊髄が生きているため
消費を完全に抑えることはできません。脊髄まで破壊することでATPを最大限に残せ
るのです。神経絞めをすると、身肉にたっぷりの栄養成分が残るためなにも処理しな
いより美味しく食べられます。しかし、温度管理が適正でないと味は落ちてしま
います。ATPの減少を最小限に抑える温度は5～8℃が最適とされているので、潮
氷に数分浸けて、内臓までしっかり冷却したあとは氷に直接触れないよう、新鮮
おさかなパックや新鮮イカパックに入れてトータルな温度管理を行ってください。

ニードルパイプグリップの
中央の穴からワイヤーを通し
ます。その際、魚が激しく反応
するのでしっかりと抑えます。
ワイヤーを尾まで通したら
数回出し入れを繰り返します。
これで神経絞め完了です！！

挿し込み位置は
目と目の間！

神経の延長線は目と目の間(眉間)に位置
します。上手く神経に到達するには最初の
挿す位置が重要！！

ブリ (ヒラマサなど)
は鼻孔の上あたり
を目安に！

出し入れを数回
繰り返す       

ゆっくり
挿していく

神経に到
達すると

魚が反応
！

旨味成分がたくさ
ん！

魚が美味しく食べら
れる！

イノシン酸
イノシン酸

イノシン酸
イノシン酸

イノシン酸

なぜ
“神経絞め”を
するのか？

1. ニードルパイプを挿す位置を確認 2. ニードルパイプを挿す 3. 神経絞めワイヤーを通す

神経絞め
した魚は

お魚パッ
クへ！

●目と目の間から、側線に目がけ反応を探り
　ながらゆっくり挿していきます。
●神経に到達すると大きくはねたり、けいれん
　したりします。反応があるまでゆっくり挿し
　進めていきます。
●青物は特に頭がやわらかく、脊髄(神経)から
　それてしまいやすいので一気に挿さない
　ようにご注意ください。

水圧変化でお腹が膨らんだまま
魚を生簀に入れると、浮いてすぐに
弱り死んでしまいます。セットの
ニードルパイプでエアを抜いて
あげると元気に泳ぎだします。

青物は特に
頭が柔らかい！

脳 神経

■仕様：5枚入
■サイズ：W220
　×H350mm

■長さ、太さの異なるワイヤー2本付き
■ワイヤー1：径Ø1.2mm、長さ1000mm、
　ワイヤー2：径Ø1.5mm、長さ1300mm
　ニードルパイプ：長さ180mm
■1m級の大型マダイ、大型青物、マグロ

ニードルパイプを刺す
STEP.1

ニードル
パイプ

NEW

使い方を
動画でチェック!

電池交換不可

電池交換不可

※テスト用電池付※テスト用電池付

使用電池:
LR41×2個
(テスト用電池付)

LR
41

使用電池:
LR41×3個
(テスト用電池付)

LR
41



30灯
GREEN/RED
2カラー

-メガコンボイ-
希望小売価格（税別） ¥1,500¥1,500 希望小売価格（税別） ¥1,600¥1,600

■発光色：青（2灯 常灯）
■サイズ：Ø42×127mm
■耐水圧：1000m
■本体重量：138g（電池含）
■水中重量：38g（10号相当）
■引張強度：85kgf
■使用電池：単2アルカリ電池×1個  (電池別売)
■連続使用：300時間 

■発光色：青（6灯 回転）
■サイズ：Ø42×127mm
■耐水圧：1000m
■本体重量：140g（電池含）
■水中重量：40g（11号相当）
■引張強度：85kgf
■使用電池：単2アルカリ電池×1個  (電池別売)
■連続使用：300時間 

メガコンボイ2灯常灯 メガコンボイ6灯回転 

127
mm

耐水圧
1000m
耐水圧
1000m

耐水圧
10m
耐水圧
10m

長寿命 300 時間連続発光！

■仕様：1本入、非自立式
■使用電池：LR44×4個(電池別売)
■サイズ：(2号)Ø22×高さ245mm、
　(3号)Ø22×高さ260mm、
　(5号)Ø22×高さ293mm
■連続使用時間：約24時間

烈光 A type
希望小売価格（税別）  2号・3号¥1,500   5号¥1,600

■仕様：1本入、非自立式
■使用電池：LR44×4個(電池別売)
■サイズ：(2号)Ø26.2×高さ156.5mm、(3号)Ø26.2×高さ165mm、
　(5号)Ø26.2×高さ183mm
■連続使用時間：約24時間

烈光 B type
希望小売価格（税別）  2号・3号¥1,400   5号¥1,500

■仕様：1本入、非自立式
■使用電池：BR435×2個または×1個(電池別売)
■サイズ：(2号)Ø27×高さ131mm、(3号)Ø27×高さ131mm、
　(5号)Ø27×高さ151mm
■重量:(2号)28.5g、(3号)25.5g、(4号)24.5g

非自立遠  投・
昼用

延長トップ
付き

固定使用時

ケミホタル25
対応

中通し棒ウキ
希望小売価格（税別）  2号・3号¥1,300    5号¥1,400

希望小売価格（税別） ホワイト・ブルー¥2,000

VOLT 
堤防用

希望小売価格（税別） ¥3,500

VOLT 2カラー 
堤防用

明るい光で遠く
からも魚を寄せる！

ヒモ(10m)付

REDGREEN

切替可能

発光色

約250ルーメン 約90ルーメン約250ルーメン 約90ルーメン

WHITE BLUE

約150ルーメン約150ルーメン
連続発光：約11時間 連続発光：約11時間

連続発光：約8時間連続発光：約6時間

約150ルーメン約150ルーメン

( 非自立 )( 非自立 )

※「水中重量」は電池をセットした状態の水中集魚ライトが、海水中でどのくらいの重さがあるかを表したものです。1号を3.75グラムで計算しました。

■使用光源：LED24灯
■サイズ：Ø40×215mm
■明るさ：150ルーメン　■耐水圧：10m
■水中重量：53g（14号相当）
■使用電池：単3アルカリ電池×3個  (電池別売)
■連続使用：11時間 
■仕様：１０ｍヒモ・ヒモ固定用リング付

■使用光源：COB LED30灯
■サイズ：Ø40×215mm
■明るさ：(グリーン)250ルーメン、
　(レッド)90ルーメン
■耐水圧：10m　■水中重量：53g（14号相当）
■使用電池：単3アルカリ電池×3個  (電池別売)
■連続使用：(グリーン)6時間 、(レッド)8時間
■仕様：１０ｍヒモ・ヒモ固定用リング付

棒型でアタリのとりやすいAタイプ

波風の中でも安定型のBタイプ

レッド

グリーン

ピンク イエローホワイト

充実のカラーラインナップ充実のカラーラインナップ

ボタン電池
LR44×4個使用

(電池別売)

視認距離
約400m

連続点灯時間
約24時間

レッド グリーン

ブルー ブルー

ホワイト ピンク イエロー

レッド グリーン ホワイト ピンク イエロー

NEW

NEWNEWNEW

NEWNEW

使用電池:
単2×1本
(電池別売)

単
２

締めると光る

使用電池:
単3×3本
(電池別売)

単
３

締めると光る

使用電池:
BR435×2個
または×1個
(電池別売)

締めると光る

レッド
グリーン

使用電池:
LR44×4個
(電池別売)

LR
44

締めると光る

使用電池:
LR44×4個
(電池別売)

LR
44

締めると光る

大光量の
集魚ライト！

-ボルト--ボルト-

21
5m
m

太刀魚やイカ、スズキ・フッコ
（ハネ）に最適なショートタイプ
太刀魚やイカ、スズキ・フッコ

（ハネ）に最適なショートタイプ

低重心フォルムで波乗り最高！

トップが敏感に反応します。

低重心フォルムで波乗り最高！

トップが敏感に反応します。

中通しだから
糸絡みしにくい!

ティアドロップ形状

正確なポイント攻略

道糸を引いてもウキが沈まず

ラインメンディングが簡単！

道糸を引いてもウキが沈まず

ラインメンディングが簡単！

センター重心でブレずに遠投可能！

ウネリがあってもエサに急激な

上下変化がない！

センター重心でブレずに遠投可能！

ウネリがあってもエサに急激な

上下変化がない！

浸水防止パッキンが、電池
ボックスへの浸水を防ぎます

浸水防止パッキン

23 24



GREEN(遅延)

活
性
に
応
じ
て
選
べ
る
５
モ
ー
ド

希望小売価格（税別） 
¥2,000

グリーン

希望小売価格（税別） 
¥2,000

レッド

希望小売価格（税別） 
¥2,000

UV

希望小売価格（税別） 
¥2,200

カラーチェンジ

希望小売価格（税別） 
¥2,000

オレンジ

希望小売価格（税別） 
¥2,000

ブルー

グリーン レッドブルー

引張強度

80
kgf

希望小売価格（税別） 
¥1,500

グリーン

希望小売価格（税別） 
¥1,500

レッド

希望小売価格（税別） 
¥1,600

UV

希望小売価格（税別） 
¥1,500

ブルー

希望小売価格（税別） 
¥1,600

遅延グリーン

耐水圧
1200m
耐水圧
1200m

BLUE REDUVGREEN

スイッチONから
15秒後に光る！
スイッチONから
15秒後に光る！

外道よけにも効果的

使用電池:
LR41×3個
(テスト用電池付)

LR
41

締めると光る

25 26

カラーチェンジ

耐水圧
1200m
耐水圧
1200m

水の抵抗が少ないスリム形状!!
希望小売価格（税別） ¥2,0003種類の発光

パターン搭載
3種類の発光
パターン搭載
①上から下へ1方向に光が移動
②上下の端から現れて中央で交差
③アピールMAX! 上から下へ連続閃光!!

■点滅パターン：上から下へ1方向に
　光が移動
■サイズ：φ15.5×147mm
■本体重量：21.2g（電池含む）
■耐水圧：1,200m
■連続使用時間：グリーン：10時間、
　ブルー：11時間
　レッド：10時間
　※連続点灯時間は新しい電池を
　　使用した場合の目安です。
　※発光色、発光パターンにより
　　発光時間が異なります。
■使用電池：LR41×3個(テスト用電池付)
■水中重量：1.8g（0.5号相当）
■引張強度：80kgf

UFOライト
カラーチェンジ
希望小売価格（税別）¥2,200
●単3電池使用。本製品に
電池はセットされていませ
ん。別途お買い求めくださ
い。●高輝度緑色･青色･赤
色LED各3灯搭載●連続発
光時間/グリーンビーム:約22
時間・ブルービーム:約24時
間・レッドビーム:約18時間・
低速カラーチェンジ:約36時
間 高速カラーチェンジ:約30
時間・連続発光時間は 
1900mAhの単3電池を使っ
た場合の目安です。●サイズ
:φ28mmx130mm●本体重
量:約63g（電池含む）●水中
重量:約15g（4号相当）●耐
水圧：1,200m●引張強度：
85kgf

●単3電池使用。本製品に
電池はセットされていませ
ん。別途お買い求めくださ
い。●高輝度緑色･青色･赤
色LED各3灯搭載●連続発
光時間/グリーンビーム:約22
時間・ブルービーム:約24時
間・レッドビーム:約18時間・
低速カラーチェンジ:約36時
間 高速カラーチェンジ:約30
時間・連続発光時間は 
1900mAhの単3電池を使っ
た場合の目安です。●サイズ
:φ28mmx130mm●本体重
量:約63g（電池含む）●水中
重量:約15g（4号相当）●耐
水圧：1,200m●引張強度：
85kgf

UFOライト
カラーチェンジ
希望小売価格（税別）¥2,200

■サイズ：φ20×101mm
■耐水圧：1000m
■引張強度：80kgf
■水中重量：6.0g
■使用電池：単4×1本(電池別売)
■連続点灯時間：22時間

耐水圧
1000m
耐水圧
1000m

4種類の発光モードを搭載したLED集魚ライト!
／アピール控え目でロングラン
／警戒されずに強力アピール
／アピール度が一段とアップ！
／高活性時に優れた誘引効果

●ターゲットの活性によってアピール可変
●水の抵抗が少ない小型軽量ボディ

※「水中重量」は電池をセットした状態の水中集魚ライトが、海水中でどのくらいの重さがあるかを表したものです。1号を3.75グラムで計算しました。

使用電池:
単4×1本
(電池別売)

単
４

締めると光る

使用電池:
単3×1本
(電池別売)

単
３

締めると光る



自動カラー
チェンジ

希望小売価格（税別） ¥1,100

■特徴：点滅速度3段階＋常灯切替可能
■サイズ：φ15×78mm
■本体重量：8g（電池含む）
■耐水圧：800m 
■水中重量：0.5号+G4相当
■引張強度：20kgf
■使用電池：LR41×3個
■連続使用：30時間 
※製品にはテスト用の電池がセットされています。
　連続使用時間は新しい電池を使用した場合の
　目安です。

S型（1灯） 小型

カラーチェンジグリーン レッド ブルー ホワイト UV（ウルトラバイオレット）
カラーチェンジ

カラーチェンジ

自動カラー
チェンジ

カラーチェンジグリーン レッド ブルー

グリーン レッド ブルー ホワイト

グリーン レッド

小型俊光
希望小売価格（税別） ¥1,100

■特徴：1灯高速点滅
■サイズ：φ16×82mm
■本体重量：10g（電池含む）
■耐水圧：800m
■水中重量：0.5号+G4相当
■引張強度：20kgf
■使用電池：LR41×3個
■連続使用：36時間　
※製品にはテスト用の電池
がセットされています。連続
使用時間は新しい電池を使
用した場合の目安です。

輝泡（1灯） 小型

希望小売価格（税別） ¥900
■特徴：1灯点滅式　
■サイズ：φ15×89mm
■本体重量：8g（電池含む）
■耐水圧：800m
■水中重量：0.5号相当
■引張強度：30kgf　
■使用電池：LR41×3個　
■連続使用時間：70時間以上
※製品にはテスト用の電池が
セットされています。連続使用
時間は新しい電池を使用した
場合の目安です。

グリーン レッドブルー ホワイト

希望小売価格（税別） ¥1,100
C型（2灯） 大型

■特徴：点滅速度2段切替
■サイズ：φ28×128mm
■本体重量：45g（電池含む）
■耐水圧：600m
■水中重量：1号+G4相当
■引張強度：60kgf
■使用電池：LR44×3個
■連続使用時間：高速点滅：30時間、
　低速点滅：6時間
※Oリングがつぶれるまで、しっかりと締
めてからご使用ください。
※製品にはテスト用の電池がセットされ
ています。連続使用時間は新しい電池を
使用した場合の目安です。

グリーン レッド

超小型ハイビット（2灯）UV 
希望小売価格（税別） ¥850

■サイズ：φ14×45mm
■本体重量（電池含む）：5g（水中重量1.0g相当）
■耐水圧：500m
■連続発光時間：30時間
■引張強度：20kgf※電池内蔵密封構造の為、
　電池交換不可。

UV ＊写真はビット ホワイト。

希望小売価格（税別） ¥800
ビット（2灯） 超小型

■サイズ：φ14×45mm
■本体重量（電池含む）：5g（水中重量1.0g相当）
■耐水圧：500m
■連続発光時間：30時間
■引張強度：20kgf※電池内蔵密封構造の為、
　電池交換不可。
　連続使用時間は新しい電池を
　使用した場合の目安です。

グリーン レッド ブルー ホワイト

※「水中重量」は電池をセットした
　状態の水中集魚ライトが、海水
　中でどのくらいの重さがあるか
　を表したものです。
　1号を3.75グラムで計算。

希望小売価格（税別） ¥700
A型（2灯） 小型

希望小売価格（税別） ¥1,300
L型-マルチ（1灯） 大型

■特徴：水中通電式
■サイズ：φ11×62mm
■本体重量：9g
■耐水圧：300m
■水中重量：0.8号相当
■引張強度：30kgf
■使用電池：AG3（電池交換不可）
■連続使用時間：36時間

■特徴：緑・赤・青3色切替
■サイズ：φ22×100mm
■本体重量：24g（電池含む）
■耐水圧：300m
■水中重量：2号+0.3号+G3相当
■引張強度：50kgf
■使用電池：LR44×3個
■連続使用時間：30～35時間
※製品にはテスト用の電池がセットされて
　います。連続使用時間は新しい電池を使用
　した場合の目安です。

希望小売価格（税別） ¥1,300
M型Ⅲ緑・赤・青（1灯） 中型

緑・赤・青3色切替

中型M型Ⅱ-マルチ（1灯）
希望小売価格（税別） ¥1,150

■特徴：カラーチェンジ
■サイズ：φ22×100mm
■本体重量：24g（電池含む）
■耐水圧：300m
■水中重量：2号+0.3号+B相当
■引張強度：50kgf
■使用電池：LR44×3個
■連続使用時間：12時間
※製品にはテスト用の電池がセットされて
　います。連続使用時間は新しい電池を使用
　した場合の目安です。

自動カラー
チェンジ

自動カラー
チェンジ

50cm

M型各種、C型各種、
UFOライト各種、
流星Ⅱ各種対応

超小型ワンタッチピンライト
希望小売価格（税別）¥950

希望小売価格（税別）
電光テンビン

¥900

■仕様：1本入、ホルダー付
■サイズ：φ9.2×71mm
■本体重量（電池含む）：2.2g（水中重量0.13g相当）
■耐水圧:100m
■引張強度：25kgf
■使用電池BR425（電池別売）
■連続使用時間:100時間（グリーン、ブルー）、
　24時間（レッド）、20時間（カラーチェンジ）

■水中ライトを簡単装着！
■釣場の状況に応じて即時対応可能。
■糸絡みしにくいシンプル構造。
■ライトの体積で潮乗り最高。
■オモリ交換ワンタッチ。

水中集魚ライト用スナップ S
希望小売価格（税別） ¥200

■仕様：3個入

水中集魚ライト用スナップ M
希望小売価格（税別） ¥200

■仕様：2個入

希望小売価格（税別） OPEN
■仕様：3個入

LR41（交換用電池）

■仕様：3個入
希望小売価格（税別） OPEN
LR44（交換用電池）

S

M

■特徴：カラーチェンジ
■サイズ：φ28×128mm
■本体重量：50g（電池含む）
■耐水圧：300m
■水中重量：4号+2B相当
■引張強度：50kgf
■使用電池：単三アルカリ電池×1本
■連続使用時間：36時間
※製品にはテスト用の電池がセット
　されています。連続使用時間は新しい
　電池を使用した場合の目安です。

40cm

※「水中重量」は電池をセットした状態の水中集魚ライトが、海水中でどのくらいの重さがあるかを表したものです。1号を3.75グラムで計算しました。 ※テスト用電池とは商品の動作確認をするための電池の事です。ご使用の際は必ず新しい電池と交換してください。

使用電池:
LR41×3個
(テスト用電池付)

LR
41

使用電池:
LR41×3個
(テスト用電池付)

LR
41

締めると光る

締めると光る

使用電池:
LR44×3個
(テスト用電池付)

LR
44

締めると光る

使用電池:
LR44×3個
(テスト用電池付)

LR
44

締めると光る

使用電池:
LR41×3個
(テスト用電池付)

LR
41

使用電池:
LR44×3個
(テスト用電池付)

LR
44

締めると光る

使用電池:
BR425×1個
(電池別売)

耐水圧
800m
耐水圧
800m

耐水圧
800m
耐水圧
800m

耐水圧
600m
耐水圧
600m

耐水圧
300m
耐水圧
300m

耐水圧
300m
耐水圧
300m

耐水圧
300m
耐水圧
300m

耐水圧
300m
耐水圧
300m

耐水圧
100m
耐水圧
100m

耐水圧
500m
耐水圧
500m

耐水圧
500m
耐水圧
500m

耐水圧
800m
耐水圧
800m
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電池交換不可
使い切りタイプ水中通電式

電池交換不可
使い切りタイプ

水中通電式

電池交換不可
使い切りタイプ水中通電式

使用電池:
単3×1本
(テスト用電池付)

単
３

締めると光る



■仕様：1本入、スイベル・スナップ付
■サイズ：W8.5×H40×D6.5mm
■重量：7.50g
※発光体、ラトルスティック別売

希望小売価格（税別） ¥550
寄ってこい 中オモリ 2号

■仕様：1本入、スイベル・スナップ付
■サイズ：W10×H46×D6.8mm
■重量：11.00g
※発光体、ラトルスティック別売

希望小売価格（税別） ¥570
寄ってこい 中オモリ 3号

ゴールドゼブラ グリーンピンク ゴールドゼブラ グリーンピンク

夜  光

夜  光

スプリング ケイムラ ケイムラグリーンスプリング

希望小売価格（税別） ¥160
寄ってこい ぶらぶライト25＜スプリングのみ＞

■仕様：スプリング2個入、ケミホタル25×2本入
■重量：0.1g

希望小売価格（税別） ¥420
寄ってこい ぶらぶライト25＜タコベイトつき＞

■仕様：スプリング2個入、ケミホタル25×2本入、
　タコベイト2号×2個入
■重量：0.6g（タコベイト含む）

希望小売価格（税別） ¥180
寄ってこい ぶらぶライト37＜スプリングのみ＞

■仕様：スプリング2個入、ケミホタル37×2本入
■重量：0.4g

希望小売価格（税別） ¥480
寄ってこい ぶらぶライト37＜タコベイトつき＞

■仕様：スプリング2個入、ケミホタル37×2本入、タコベイト3号×2個入
■重量：1.2g（タコベイト含む）

希望小売価格（税別） ¥200
寄ってこい ぶらぶライト50＜スプリングのみ＞

■仕様：スプリング2個入、ケミホタル50×2本入
■重量：0.663g

希望小売価格（税別） ¥270
寄ってこい ぶらぶライト50＜タコベイトつき＞

■仕様：スプリング1個入、ケミホタル50×1本入、
　タコベイト4号×1個入
■重量：4.0g（タコベイト含む）

ピンク レッドスプリング

■仕様：ラトルスティック×5、チューブ×2、
　ワンタッチホルダー×1、ケミホルダー×1、
　ケミホルダー用両面テープ付
■サイズφ2.9×23mm

希望小売価格（税別） ¥350

寄ってこい
ラトルスティック25

■仕様：ラトルスティック×4、チューブ×2、
　ワンタッチホルダー×1
■サイズφ4.5×37mm

希望小売価格（税別） ¥350

寄ってこい
ラトルスティック37

■仕様：ラトルスティック×3、チューブ×2、
　ワンタッチホルダー×1
■サイズφ6.0×50mm

希望小売価格（税別） ¥350

寄ってこい
ラトルスティック50

■仕様：集魚ホルダー×1、ラトル
スティック×1、ケミホタル37×1

■仕様：集魚ホルダー×1、ラトル
スティック×1、ケミホタル50×1

希望小売価格（税別） ¥350

寄ってこい 
集魚ホルダー37

希望小売価格（税別） ¥370

寄ってこい 
集魚ホルダー50

ラトルスティック・ケミホタル ルミコ各色
(25・30・40号)

対応発光体・ラトルスティック

ピンク ピンク

表面表面 裏面裏面
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タコ・タチウオ・ヒラメに！

カワハギ・アナゴ・船キスに！

ネオンピンク

ピンクホロ ネオンイエロー シルバーゼブラ ブルピンゼブラ

ネオンレッド マットブラック

ピーチグロー シルバーゼブラ ブルピンゼブラ

ネオンピンク マットブラックネオンイエロー ネオンレッド

シルバーゼブラパールホワイト ピーチグロー ブルピンゼブラ

裏面にも!

ラトルスティック

ケミホタル
カスタムスリット 表と裏のダブルスリットで

 カスタム自由自在！

NEW NEW NEW NEW

NEWNEW

ヒラメ・カワハギなどに！

ケミホタル25
ルミコ
対応
（別売）

ラトル
スティック25
対応
（別売）

ケミホタル25
ルミコ
対応
（別売）

ラトル
スティック25
対応
（別売）

ラトル
スティック37
対応
（別売）

ケミホタル37
対応
（別売）

希望小売価格（税別） 25号¥570 30号¥630 40号¥800
50号¥850 60号¥950

寄ってこい カスタムシンカー

■仕様：1個入り
■全長：(25号)約56mm、(30号)約58mm、(40号)約64mm、
　(50号)約78mm、(60号)約82mm
※発光体、ラトルスティック別売

 光と音で猛烈アピール！ 光と音で猛烈アピール！

ケミホタル25
ルミコ
対応
（別売）

ラトル
スティック25
対応
（別売）

ケミホタル25
付

ルミコ対応
(別売)

ラトル
スティック25
対応
（別売）

ケミホタル37
付

ラトル
スティック37
対応
（別売）

ケミホタル50
付

ラトル
スティック50
対応
（別売）

ケミホタル37
付

ラトル
スティック37

付

ケミホタル50
付

ラトル
スティック50

付

ケミホタル25
ルミコ
対応
（別売）

ラトル
スティック25
対応
（別売）



グリーン

ルミカライト6inch レギュラー アーク
希望小売価格（税別） ¥180

■仕様：1本入
■サイズ：φ14～18×190mm

10~12
時間発光

6~8
時間発光

6~8
時間発光

10~12
時間発光

10~12
時間発光

10~12
時間発光

6~8
時間発光

6~8
時間発光

1時間
発光

1時間
発光

高輝度ピンクバイオレット 高輝度イエローホワイトレッドイエローオレンジピンクブルー

安全・安心
液漏れしにくい新型スティック
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Lures 　Acc
essories　 L

ED Lamps

Bi Rod
6G-4500

Bi Rod
6G-7500

1500mm

1000mm

500mm

Bi Rod
6G-2000

自由雲台
標準装備
使い勝手の良い自由雲台を
標準付属

撮影用
ロングロッド

基本セット

専用ハード
ケース付き

Bi Rod本体と専用ケースが付属する
基本的なシリーズです。 手軽にハイ
アングル撮影、水中撮影を楽しみたい、
スタンド三脚は必要ないという方に
おすすめです。

¥12,000( 税抜 )
G80021
Bi Rod 6G-2000

¥17,000( 税抜 )
G80022
Bi Rod 6G-4500

¥23,100( 税抜 )
G80011
Bi Rod 6G-7500

専用大型
ハードケース付き

Bi Rod 6G-4500セット 装着イメージ

Bi Rod本体にスマートフォンホルダー・
スタンド三脚がセットになったシリー
ズです。付属の専用大型キャリングケ
ースにすべてのアクセサリーを収納
することができます。

アクセサリーセット

¥17,000( 税抜 )
G80023
Bi Rod 6G-2000 SET

¥22,000( 税抜 )
G80024
Bi Rod 6G-4500 SET 

¥30,100( 税抜 )
G80013
Bi Rod 6G-7500 SET

収納時
サイズ

(フルカーボン製品もございます。詳細はお問い合わせください。)

Bi Rod

Bi Rod専用大型ケース

専用三脚スマートフォンホルダー

セット内容



グローティンセル付きで
暗闇でもアピール力抜群。

トレブルフックを装着することで下からの
バイトを確実にヒットに持ち込みます。
(装着時はフロントフックを外してご使用ください。)

ソルトゲーム専用トレブルフックを標準装備。
錆に強く折れにくい強靭な素材で安定した
フッキングを長期間維持。

おまかせアイ

リアフックフロントフック

日中の太刀魚や
ヒラメ・青物に！
日中の太刀魚や
ヒラメ・青物に！

日没後の太刀魚
や根魚に！

日没後の太刀魚
や根魚に！

タチウオジギングにオフショア
専用メタルジャッカー！！
タチウオジギングにオフショア
専用メタルジャッカー！！

※ケミホタルは別売です。

ツインフックでフッキング率が向上。
ピンクティンセル付きでアピール力抜群。

お好みでダブルフックやトレブルフック、ブレード
などを装着可能。(フック装着時はフロントフックを
外してご使用ください。)

ルアーアクションを妨げず、掛けた
魚をばらしにくいシングルフック。

おまかせアイ

リアフックフロントフック
3月発売予定

7月発売予定

ターゲットに合わせて
 使い分け！
ターゲットに合わせて

 使い分け！
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ラトルスティック25・ミニ ケミホタル25 ルミコ各色

メタルジャッカーSJ
希望小売価格（税別）  20g¥700 30g ¥750 40g¥800

■仕様：本体1個入り、ラトルスティック付
■全長：(20g)約52mm、(30g)約60mm、(40g)約65mm ※発光体別売

メタルジャッカー(青物)
希望小売価格（税別）  20g¥700 30g  ¥750 40g ¥800

■仕様：本体1個入り、ラトルスティック付
■全長：(20g)約64mm、(30g)約74mm、(40g)約78mm  ※発光体別売

メタルジャッカー(タチウオ)
希望小売価格（税別）  20g¥700 30g  ¥750 40g ¥800

■仕様：本体1個入り、ラトルスティック付
■全長：(20g)約64mm、(30g)約74mm、(40g)約78mm  ※発光体別売

リニューアル
して新登場！

ラトルスティック25・ミニ ケミホタル25 ルミコ各色

〈おもて面〉 〈うら面〉

フラット

ラトル
スリット アクションやフォール

時にケミホタルが明滅
効果を生む！

アクションやフォール
時にケミホタルが明滅
効果を生む！

対応発光体・
ラトルスティック

対応発光体・
ラトルスティック

対応発光体・
ラトルスティック

対応発光体

ラトルスティック37 ケミホタル37

メタルジャッカーライジン
希望小売価格（税別） 100g ¥90080g ¥850 120g ¥950

150g ¥1,000 180g ¥1,050 210g ¥1,100

■仕様：本体1個入り、ラトルスティック付
■全長：(80g)約118mm、(100g)約125mm、(120g)約131mm、
　　　  (150g)約140mm、(180g)約150mm、(210g)約155mm ※発光体別売

イワシ シルバー
ゼブラ

ピンクイワシ アカキングロー

アカエビ

アカキンタイガー

まんまキビナゴ

ギラギライワシ

コットンキャンディ

ギラギラシルバー

ブルピンスラッシュ

シルバースラッシュ ピンクスラッシュ

パープルスラッシュ グローグロー

スズメバチ

ディスコピンク

クロエビ

シルバーゼブラ ピンクゼブラ パープルゼブラ

アカキンゼブラ チャートゼブラ フルグロー

フルレッド フルブルー

イワシ ピンクイワシ アカキン

シルバーゼブラ ピンクゼブラ ブルピン

フルグロー ギャラクシー

世界最小発光体「ちもとホタル」が
装着可能な小型メタルジグ！

メタルジャッカーマイクロ
希望小売価格（税別）  5g ¥600 7g ¥640 10g ¥680

■仕様：本体1個入り、ティンセル付アシストフック、トレブルフック装備
■全長：(5g)約43mm、(7g)約47mm、(10g)約54mm ※発光体別売

※ちもとホタル
　は別売です。

ロックフィッシュに効果
絶大なスローモデル！NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

ケミホタル25
対応
（別売）

ラトル
スティック25
付

ケミホタル25
ルミコ対応
（別売）

ラトル
スティック25
付

ケミホタル37
対応
（別売）

ラトル
スティック37
付

ケミホタル25
ルミコ対応
（別売）

ちもとホタル
対応（別売）

ラトル
スティック25
付



胴
体部分にオモリ

内蔵
！

遊動＆回転＆着脱自由のアシストフック付3本鈎

10倍伸びる超弾性素材で喰込み最高!
貫通抵抗を減らす太軸コブラヘッドフック
遊動＆回転＆着脱自由のアシストフック付3本鈎

10倍伸びる超弾性素材で喰込み最高!
貫通抵抗を減らす太軸コブラヘッドフック

貫通抵抗を大きく減らす
太軸コブラヘッドフック
貫通抵抗を大きく減らす
太軸コブラヘッドフック

緑色グローラメ 青色グローラメ パンプキン チャートリュース UV-ピンク UV-オレンジ UV-クリア

グリーン グリーンオレンジ オレンジ

ピュアホワイト ライムグリーン パッションオレンジ

37S25M25S 37M

緑色グローラメ緑色グローラメ 青色グローラメ青色グローラメ パンプキンパンプキン UV-ピンクUV-ピンク UV-オレンジUV-オレンジ UV-クリアUV-クリアチャートリュースチャートリュース

オモリカラー：  クローム クローム ゴールド
メタリック
グリーン

メタリック
オレンジ

メタリック
レッド

メタリック
ピンク
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ケミバンド 25S・25M ケミバンド 37S・37M
希望小売価格（税別） ¥350
■本体：シリコン製（3個入）
■取付目安寸法：(S)   5.0～10.0mm
                              ：(M)  10.0～15.0mm
※発光体別売

■本体：シリコン製（3個入）
■取付目安寸法：(S)   10.0～15.0mm
                              ：(M)  15.0～20.0mm
※発光体別売

希望小売価格（税別） ¥370

モーションストッパー
希望小売価格（税別） ¥350
■本体重量：0.3g
■対象糸：ナイロンまたは
　フロロ0.4～1.5号

トランスモーション M
希望小売価格（税別） ¥500
■本体重量：3.8g
■仕様：1個入り
※発光体別売

トランスモーション L
希望小売価格（税別） ¥500
■本体重量：5.5g
■仕様：1個入り
※発光体別売

 
ラトルスティック・ミニ
希望小売価格（税別） ¥350
■仕様：4本入、ケミホルダー1個、
　両面テープ1枚付
■サイズ：φ2.9×23㎜

ラトルスティック・
ケミチューン
希望小売価格（税別） ¥350
■仕様：4本入
■サイズ：φ2.2×22㎜

ケミホルダー
希望小売価格（税別） ¥350
■仕様：3個入り、強力両面テープ付
■重量：0.2g
※発光体別売

プニラバ交換用
フックセット(L)2本鈎

希望小売価格（税別）  ¥490
■仕様：2セット入

ケミホタルをルアーに装着！ケミホタルをルアーに装着！サポートアイテム圧倒的釣果のイカ型タイラバ！

プニラバ

■仕様：本体1個入り、内蔵オモリ、アシストフック3本鈎

緑色グローラメ、青色グローラメ

パンプキン、チャートリュース、UV-ピンク、UV-オレンジ、UV-クリア
40g¥1,200 60g ¥1,280 80g¥1,350

40g¥1,100 60g ¥1,180 80g¥1,250

希望小売価格（税別）

ケミホタル25
ルミコ
対応
（別売）

ラトル
スティック25
対応
（別売）

ケミホタル25
ルミコ
対応
（別売）

ケミホタル25
ルミコ
対応
（別売）

ケミホタル25
ルミコ
対応
（別売）

ラトル
スティック25
対応
（別売）

ケミホタル37
対応
（別売）

ラトル
スティック37
対応
（別売）

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW



自転車等に
最適なマウント付
自転車等に

最適なマウント付
持ち運びに便利な
カラビナ付

持ち運びに便利な
カラビナ付

帽子などに装着
可能なクリップ付
帽子などに装着
可能なクリップ付

X1 キャップライト
希望小売価格（税別） ¥1,200

ツーウェイランタン
希望小売価格（税別） ¥2,000
■仕様：1個入、1ワットLED使用
■サイズ：直径43.5×長さ140mm （収納時128mm）　
■重量：約109g（電池別）
■連続点灯時間：15時間
■使用電池：単3アルカリ
　電池×3本（電池別売）

防滴仕様

伸ばしてエリア照射

2WAY

縮めてスポット照射

レッドシルバー バイオレット

グリーンピンク ブルー

ライト部分を360°くるくる
回して角度調節
ライト部分を360°くるくる
回して角度調節

便利なクリップ仕様便利なクリップ仕様

ハンズフリーの作業や
持ち運びに便利

カラビナ＆
クリップ付

クリップ

カラビナ

３種のLEDを搭載！

ワーム等の蓄光を使う時に

目印や場所の認識に便利

暗い場所での細かい作業に
高輝度白色光

UV

　赤色マーカー
センサー機能付

X5 ヘッドライト
希望小売価格（税別） ¥2,000

X7 ハンドライト
希望小売価格（税別） ¥3,000
■明るさ：約150ルーメン
■照射距離：スポット/約60m  COB/各方向5m
■使用光源：白色LED1灯・COB×2灯
■使用電池：単3アルカリ電池×2（電池別売）
■電池寿命：（スポット）約3時間、（COB片側点灯）約4時間
　                    （COB両側点灯）約2時間
■製品重量：約84g（電池を含まない）
■製品サイズ：径 25×長さ156mm
■製品材質：（クリップ部分）ABS、（本体）アルミ

■明るさ：約170ルーメン
■照射距離：約85m  
■使用光源：高輝度白色LED×1
■使用電池：単4アルカリ電池×3（電池別売）
■電池寿命：（ノーマルモード連続点灯）約5時間
　　　　　　（センサーモード）約4時間
■製品重量：約50g（電池を含まない）
■製品サイズ：幅 63×高さ 44×奥行 40mm
■製品材質：（本体）ポリカーボネイト、（バンド）ポリエステル、合成ゴム

X6 マーカーライト
希望小売価格（税別） ¥850
■明るさ：3.5ルーメン
■照射距離：約1.6km
■使用光源：赤色LED×5
■使用電池：単4アルカリ電池×2（電池別売）
■電池寿命：（連続点灯）約55時間
■製品重量：約20g（電池を含まない）
■製品サイズ：幅 31×高さ 68×奥行 26mm
■製品材質：（カバー）AS（本体）ABS
　　　　　　（マウントパーツ）PP
　　　　　　（スペーサー）TPR（カラビナ）アルミニウム

マグネットで
車体に付けて
ハンズフリー

手をかざすだけで
ON/OFF可能！

手持ちはもちろん
置き型としても！

カラーフィルターを開けると

白色灯としても使えます。

7つの発光モードを
搭載したマーカー！

魚にやさしいカラーフィルターで
シーンに合わせて使い分け！
逆光や雪道にも最適な RED 魚や人の目に優しいGREEN

37 38

導くのは光。この光には理由（ワケ）がある。導くのは光。この光には理由（ワケ）がある。LEDライト

LED MARKER LIGHT

LED HAND LIGHT

LED HEAD LIGHT

LED HEAD LIGHT

LED MULTI LIGHT

希望小売価格（税別） ¥2,980
X2 ヘッドライト

希望小売価格（税別） ¥1,600
X8 マルチライト

■明るさ：約60ルーメン
■照射距離：約26m  
■使用光源：高輝度白色LED×1
■使用電池：単3アルカリ電池×1（電池別売）
■電池寿命：約4時間
■製品重量：約50g（電池を含まない）
■製品サイズ：幅 73×高さ 43×奥行 34mm
■製品材質：（本体）ABS、ポリカーボネイト、
　（バンド）ポリエステル、合成ゴム

防滴仕様

防滴仕様

防滴仕様防滴仕様

防滴仕様

防滴仕様

■仕様：1個入、カラビナ付
■使用電池：単４アルカリ電池×3(電池別売)
■サイズ：幅44×奥行34×高さ74mm
■重量：約34g(電池含まない)
■連続使用時間：（高輝度白色）約6時間、
　（UV）約20時間、（赤色)約60時間
■明るさ：（高輝度白色）約160ルーメン、
　（UV）約20ルーメン、（赤色)約10ルーメン

ホワイト ブラック

エリア照射

スポット照射

便利な
吊り下げ
フック付き

LED CAP LIGHT

■仕様：1個入り
■使用電池：LR44×4個
　（電池別売）
■サイズ：幅52×奥行43×
　高さ17mm
■重量：本体34g(電池含む)
■連続使用時間：約4時間
■明るさ：35ルーメン

LR44  4個セット
希望小売価格（税別） OPEN
■仕様：電池4個入


