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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！





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・夕
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。
点滅モード搭載で簡易水中集魚ライト
としても使用できる。

着水すると自動的に点灯するチャップ
オンシリーズ。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。
烈光シリーズは特殊水平発光を採用し
た衝撃の明るさ。緑・赤・白・黄・ピンク・
2色発光とカラーバリエーションも豊富
で、A とB Typeの２種類から選べる。

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いる。イ力や太刀魚、
アナゴ、メバル、そして根魚釣りには

イサキ、クロダイ、キス、カレイなど多く
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。

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。ぎょぎょライトLEDは
電池交換が可能なので何度も使用できて
経済的で、４色のカラーラインアップは
竿の識別にも便利。穂先径に合った
サイズ選びが必要だ。
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ルアーロッドまたは
万能竿

堤防からのサビキ釣り

堤防・磯からの探り釣り

堤防からのテンヤ釣り

岸壁からのブラクリ釣り

探り釣りは穂先でアタリをとる。ブルブルっとくるのは小型が多く、
大型ほどアタリが小さい。堤防が高い場合は道糸を竿の長さより
長くすると、より広く、より深くエリアを探ることができる。竿先を
上げながら引けば一定のタナをトレースすることができる。

ルアーロッド・
万能竿

「ブラクリ」はオモリ・ハリス・ハリが一体となった根魚狙いに最適な
仕掛け。初心者でも使いやすいのが特徴。カサゴは昼間はテトラの
隙間等に身を隠しているが、夜に行動することが多い。エサを落とし
込み、カサゴがいると一発で喰ってくる。即アワセが基本。

道糸
ナイロン
3号

グリーンイエロー

※交換用には

ケミホタル20

メバル鈎8号
ガン玉B～3B

ショック1

道糸
フロロカーボン
     2号　　　

ブラクリ
３~5号

プニイカ
 3inch



400約
m

約
時間24

LR44
ボタン電池

×4個使用
(別売)

2 colors
GREEN・RED

A type

光らせ方の動画
をチェック！
光らせ方の動画
をチェック！

河口からの投げ釣り

堤防からのウキ釣り

河口からのブッコミ釣り

堤防・磯からのウキ釣り
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37

＜アクアブルー＞

LEDⅡLEDⅡ

烈光A type
2～5号



ビッグ
ケミホタル50

希望小売価格（税込） ¥187
ロング

ケミホタル75

希望小売価格（税込） ¥264

■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（税込） ¥143

道糸はX型の軸
の隙間を通って
スルスル遊動し
ます。

■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（税込） ¥264
100’s

■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（税込） ¥297
スーパーロング

レギュラー
ケミホタル37

希望小売価格（税込） ¥154
ミニ

ケミホタル25 

希望小売価格（税込） ¥143

イエロー

イエロー

イエロー

イエロー イエロー

イエロー

イエロー イエロー イエロー

イエロー

イエロー イエロー イエロー

グリーン

イエロー イエロー ブルー

レッド イエロー レッド
イエロー レッド

イエロー

レッド グリーン レッド グリーン 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（税込） ¥539
■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（税込） ¥748
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（税込） ¥440
ミニ

ケミホタル25
イエロー  3枚セット

希望小売価格（税込） ¥407
■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

ケミホタル20
3本セット

希望小売価格（税込） ¥330
■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

ウミホタル ミニ（2本入）
希望小売価格（税込） ¥110

ウミホタル レギュラー
希望小売価格（税込） ¥110

ウミホタル ビッグ
希望小売価格（税込） ¥110

■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。

ウミホタル ビッグ ブルー
希望小売価格（税込） ¥110

■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（税込） ¥286
ピタホタル

■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

希望小売価格（税込） ¥286
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

希望小売価格（税込） ¥286
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

希望小売価格（税込） ¥286
ちもとホタル

希望小売価格（税込） ¥165
■仕様：ケミホタル用2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

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（税込） ¥165

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
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希望小売価格（税込）¥715

 

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
■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！

電池交換不可

■仕様：2本入、テープ・チューブ付
■サイズ：Ø2.9×23mm ■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：
Ø4.5×37mm ■重量：0.55g ■視認
距離：30m ■発光時間：6時間

■仕様：2本入、チューブ付 ■サイズ：
Ø6.0×50㎜ ■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：
Ø7.5×75㎜ ■重量：3.40g ■視認
距離：100m ■発光時間：6時間



希望小売価格（税込） ¥154

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
■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S
3枚セット
ぎょぎょライトワンタッチS
3枚セット

希望小売価格（税込） ¥440

■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

ぎょぎょライトワンタッチM
3枚セット
ぎょぎょライトワンタッチM
3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
希望小売価格（税込） ¥440希望小売価格（税込） ¥154

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
■サイズ：10×8×48mm
■重量：2.42g
■発光時間：4時間

希望小売価格（税込） ¥440

ぎょぎょライトワンタッチL
3枚セット
ぎょぎょライトワンタッチL
3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

希望小売価格（税込） ¥440

ぎょぎょライトワンタッチLL
3枚セット
ぎょぎょライトワンタッチLL
3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

希望小売価格（税込） ¥154

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
■サイズ：11×9×48mm
■重量：2.70g
■発光時間：4時間

希望小売価格（税込） ¥154

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
■サイズ：10×8×48mm
■重量：2.44g
■発光時間：4時間

希望小売価格（税込） ¥121

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　

■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（税込） ¥176
■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
■発光時間：6時間

希望小売価格（税込） ¥165

ぎょぎょライト37(２本入)ぎょぎょライト37(２本入)

希望小売価格（税込） ¥550
■仕様：1本入 
■連続発光時間：グリーン・レッド約24時間、
                                ピンク・ホワイト約48時間
■使用電池：BR425×1個 ※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。
※各色単色発光LEDを使用しています。

■仕様：1本入
■連続発光時間：グリーン・レッド約24時間、
                                ピンク・ホワイト約48時間
■使用電池：BR425×1個 ※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。
※各色単色発光LEDを使用しています。

ぎょぎょライトLEDⅡ M
適合竿先サイズ
Ø2.3～2.7mm

希望小売価格（税込） ¥550

ぎょぎょライトLEDⅡ L
適合竿先サイズ
Ø2.3～2.7mm

適合竿先サイズ
Ø1.8～2.3mm

適合竿先サイズ
Ø1.8～2.3mm

適合竿先サイズ
Ø1.4～1.7mm

適合竿先サイズ
Ø1.4～1.7mm

適合竿先サイズ
Ø3.0～3.5mm

適合竿先サイズ
Ø2.4～2.9mm

適合竿先サイズ
Ø3.0～3.5mm

適合竿先サイズ
Ø2.4～2.9mm

適合竿先サイズ
Ø0.6～1.4mm

適合竿先サイズ
Ø3.6～4.1mm

適合竿先サイズ
フリー

発光部をカバーから
引き抜き、ピン電池
BR425(別売)の細い方
を差し込むと発光します。

電池の入れ方

竿先の適合サイズ

ぎょぎょライトLEDⅡ

ぎょぎょライト Ø0.6～1.4mm Ø1.4～1.7mm Ø1.8～2.3mm Ø2.4～2.9mm Ø3.0～3.5mm Ø3.6～4.1mm

Ø2.3～2.7mm Ø2.8～3.2mm

SS S M L LL 3L3L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。

ぎょぎょライトとぎょぎょライトLEDⅡは適合穂先サイズが異なりますのでご注意ください。

新構造 で
防滴性アップ

使用電池：
BR425×1本
電池別売

ワンタッチテープ
で竿先に固定。

シリーズシリーズ 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！

4色のカラーラインナップで
使い分けに便利
4色のカラーラインナップで
使い分けに便利
4色のカラーラインナップで
使い分けに便利
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イエロー

イエロー

イエロー

イエロー

イエロー イエロー イエロー

イエロー

イエロー

イエロー

イエロー

レッドグリーン ホワイトピンク

レッドグリーン ホワイトピンク

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW



■サイズ：Ø2.9×23mm ■重量：0.15g ■発光時間：3時間
希望小売価格（税込） ¥330 希望小売価格（税込） ¥330

希望小売価格（税込） ¥330 希望小売価格（税込） ¥330

希望小売価格（税込） ¥330 希望小売価格（税込） ¥330

ルミコ イエロー

■サイズ：Ø2.9×22mm ■重量：0.14g ■発光時間：10時間

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

■サイズ：Ø2.9×22mm ■重量：0.14g ■発光時間：10時間

ルミコ ブルー

■サイズ：Ø2.9×22mm ■重量：0.14g ■発光時間：10時間

ルミコ アクアブルー

ブルー アクアブルー

■サイズ：Ø2.9×22mm ■重量：0.14g ■発光時間：10時間

ルミコ オレンジ

オレンジ

■サイズ：Ø4.5×26mm ■重量：0.34g ■発光時間：10時間

ルミコ レッド

レッド

希望小売価格（税込） ¥165
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（税込） ¥286 
アジホタル

希望小売価格（税込） ¥264
あなご天国 37

■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

ケミブライトフック 金チヌ
希望小売価格（税込） ¥308希望小売価格（税込） ¥308

■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

【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：Ø4.5×37mm
■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：Ø15×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（税込） ¥847
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！

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
だが、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。

イエロー グリーン

ブルー

レッドオレンジ

アクアブルー

イエロー イエローブルー

グリーン

グリーン グリーン

グリーン

希望小売価格（税込） ¥220
ルミコ　いか75

希望小売価格（税込） ¥220
いか6インチ

■仕様：1本入
■発光色：
　スペシャルグリーン
■サイズ：
　Ø15×180mm
■重量：28.3g
■発光時間：
     10～12時間

■仕様：1本入、チューブ付、
    ワンタッチ
     ホルダー付
■サイズ：Ø7.5×75mm
■重量：3.40g  
■発光時間：6時間

ルミコのセット方法

ワンタッチ
ホルダー

●ワンタッチホルダーでセット

チューブを切って道糸や
ハリスに通します。
鈎から通すこともできます。

●チューブでセット

チューブ

光量を小さくしたい時は
黒いチューブを使って
点発光にすることもできます。

黒チューブ

●黒チューブでセット



太刀魚フカセ仕掛セット
B・3B

■仕様：POWER太刀魚50×1袋（2本入）、チャップオンななめ×1個、
　ワイヤー仕掛（太刀魚ハリ/0号・ワイヤー＃41・スナップ付きサルカン)
　×2組、仕掛ホルダー（ウキ止め・シモリ玉）×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。

A type B type

希望小売価格（税込） B・3B ¥1,320

烈光太刀魚ウキ仕掛セット
A type ・B type

希望小売価格（税込） A type ¥2,310
B type ¥2,200

■仕様：POWER太刀魚75×1袋（2本入）、

A type・B typeとも

■仕様：1枚入
■サイズ：W200×H110mm

希望小売価格  OPEN

ケミチューン ワインド
希望小売価格（税込） ¥242

■仕様：1本/袋×２
■サイズ：Ø2.2×22mm
■重量：0.07g
■発光時間：2時間

太刀魚スケールステッカー

※先端がスクリュー形状

グリーン

B 3B

２号
3号
５号

２号
3号
５号

レッド

２号
3号
５号

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（上鈎４号・
下鈎6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。

■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
■発酵時間：3時間

■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

希望小売価格  ¥330
テンヤホタル

希望小売価格  ¥352
船用テンヤホタル

クリア

ブラック

側面　　　　　

断面

25ケミホタル
対応 37ケミホタル

対応

■仕様：2本入、チューブ付、
ワンタッチホルダー付
■サイズ：Ø6.0×50㎜
■重量：1.35g
■発光時間：5時間（オレンジ3～4時間）

■仕様：1本/袋×3 、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(オレンジ3~4時間)

パワー太刀魚50

希望小売価格（税込） ¥275

パワー太刀魚75

希望小売価格（税込） ¥385

■仕様：2本入、チューブ付、
　ワンタッチホルダー付×3
■サイズ：Ø7.5×75㎜　
■重量：3.40g
■発光時間：6時間

パワー太刀魚75 イエロー 
3枚セット

希望小売価格（税込） ¥748

■仕様：1本入、チューブ付、
　ワンタッチホルダー付
■サイズ：Ø7.5×100mm
■重量：4.60g
■発光時間：6時間

太刀魚100

希望小売価格（税込） ¥264

■仕様：2本入、チューブ付、
　ワンタッチホルダー付×3
■サイズ：Ø6.0×50㎜
■重量：1.35g
■発光時間：5時間

パワー太刀魚50 イエロー 
3枚セット

希望小売価格（税込） ¥539

パワー太刀魚50 

希望小売価格（税込） ¥187

パワー太刀魚75

希望小売価格（税込） ¥264

■仕様：（1本入、チューブ付、
　ワンタッチホルダー付）×3
■サイズ：Ø6.0×50㎜
■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：Ø7.5×70㎜
 ■重量：3.40g　
■発光時間：6時間

希望小売価格（税込） ¥385
太刀魚50 3枚セット

希望小売価格（税込） ¥605
太刀魚75 3枚セット

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

希望小売価格（税込） 40号 ¥1,265 50号 ¥1,375
■全長：(40号)約145mm、(50号)約150mm
※ケミホタル25は別売です。

ケミホタル25を
ワンタッチで装着可能。

超貫通フッ素コート針採用！

水平姿勢をキープするバランス設計。

ブルピン

■仕様：1本/袋×3 、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/袋×3 、チューブ付、
    ワンタッチホルダー付
■サイズ：φ6.0×50mm 
■重量：3.40g
■発光時間：5時間 グロー

ブルピン

パープルゼブ
ラ
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イエロー

イエロー

イエロー レッド オレンジ ピンク ブルー

イエロー

イエロー
レッド

バイオレット

イエロー
レッド

バイオレット

レッド オレンジ ピンク ブルー

イエロー イエロー

イエロー

NEW

NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW



PINK ORANGE

GREEN PINK ORANGE

  

2 colors
GREEN・RED

A type

400約
m

約
時間24

LR44
ボタン電池

×4個使用
(別売)

光らせ方の動画
をチェック！
光らせ方の動画
をチェック！

B type

3号2号 5号

遠投 type

12号10号2号 15号

A type

3号2号 5号

100
mm

200
mm

300
mm

1512108

NEW NEW NEW NEW

形状・サイズ比較

NEW

中通し棒ウキがセットになって登場!!

イエローピンク

グリーン レッド ホワイト

BtypeAtype

■仕様：1本入、非自立式
■使用電池：単4アルカリ乾電池×2個(電池別売)
■入数：2個/箱
■サイズ：(8号)Ø40×高さ205mm
　　　　  (10号)Ø40×高さ213mm
　　　　  (12号)Ø40×高さ221mm
　　　　  (15号)Ø40×高さ230mm
■連続使用時間：約24時間

高輝度ＬＥＤで遠距離のアタリも見逃さない！

視認距離
約400m

連続点灯時間
約24時間

締めると光る

使用電池:
単4×2本
(電池別売)

単
4

烈光 遠投ウキ
希望小売価格（税込）  8号・10号 ¥1,870  12号・15号 ¥1,980

NEW

NEW NEWNEW

オレンジピンクグリーン

■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（税込）  2号・3号 ¥1,540   5号 ¥1,650

波風の中でも安定型のBタイプ

視認距離
約400m

連続点灯時間
約24時間

使用電池:
LR44×4個
(電池別売)

LR
44

締めると光る

充実のカラーラインナップ
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イエローピンク 2色発光

イエローピンクグリーン レッド ホワイト

グリーン レッド ホワイト

世界初のLED中通し棒ウキ！
センター重心でブレずに遠投可能。
世界初のLED中通し棒ウキ！
センター重心でブレずに遠投可能。

■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

■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

（遠投・非自立）

希望小売価格（税込）2号・3号
　　　　　　　　　　　   5号

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！

ウネリがあってもエサに急激な

上下変化がない！

ウネリがあってもエサに急激な

上下変化がない！

¥1,430¥1,430

希望小売価格 OPENOPEN

¥1,540¥1,540

昼用
延長トップ

付き

固定使用時

ケミホタル25
対応

■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

棒型でアタリのとりやすいAタイプ

視認距離
約400m

連続点灯時間
約24時間

使用電池:
LR44×4個
(電池別売)

LR
44

締めると光る

烈光 A type
希望小売価格（税込）  2号・3号 ¥1,650   5号 ¥1,760

2カラー  2号・3号 ¥1,760   5号 ¥1,870

イエローピンクグリーン 2色発光レッド ホワイト

遠投ウキ

中通し棒ウキ、ピン電池(BR-435)、
ウキ止めゴム、シモリ玉、ウキ絡み防止棒、
中通しオモリ、スナップ付サルカン
※竿やリール、エサや仕掛け等は別途ご用意ください。

セット内容

使用電池:
BR435×2個
または×1個
(電池別売)

2号 3号 5号 2号 3号 5号

グリーン レッド

( 非自立 )( 非自立 )



GREEN(遅延)

引張強度

80
kgf

グリーン、ブルー、UV  希望小売価格（税込） ¥1,650
レッド、遅延モード      希望小売価格（税込） ¥1,760

BLUE

REDUV

GREEN

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:
LR41×4個
(テスト用電池付)

LR
41

締めると光る

  

使用電池:
単3×1本
(電池別売)

単
3
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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（税込） ¥2,200

希望小売価格（税込） ¥2,420

3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：Ø15.5×147mm
■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

●高輝度緑色･青色･赤色LED各3灯搭載。
●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。
●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:Ø28mmx130mm   ●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

■サイズ：Ø20×101mm
■耐水圧：1000m
■引張i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!

／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3×1本
(電池別売)

単
3

締めると光る

耐水圧
1200m
耐水圧
1200m

グリーン 遅延グリーンレッド UVブルー

グリーン レッドブルー

■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（税込）希望小売価格（税込）¥770¥770

世界初のななめに浮くLEDウキ！
着水時自動発光システム採用で遠投性も高い。
世界初のななめに浮くLEDウキ！
着水時自動発光システム採用で遠投性も高い。

電池交換不可

グリーン グリーン グリーン

水中通電式

 

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！

暗闇で見やすい緑色、夕暮れや逆光時に見やすい赤色、
状況に応じて釣り場で選べる2色発光！
太仕掛け用に余浮力を大き目に設定。

暗闇で見やすい緑色、夕暮れや逆光時に見やすい赤色、
状況に応じて釣り場で選べる2色発光！
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

チャップオン2カラー

使用電池:
LR41×2個
(テスト用電池付)

LR
41

希望小売価格（税込）¥770¥770

着水時自動発光システム採用で素早い竿出しが可能。
遠投性能に優れ、視認性も抜群！
着水時自動発光システム採用で素早い竿出しが可能。
遠投性能に優れ、視認性も抜群！

■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㎜

使用電池:
LR41×3個
(テスト用電池付)

LR
41

グリーンレッド グリーンレッド

希望小売価格（税込）¥770¥770

水中通電式

グリーン
ビーム

ブルー
ビーム

レッド
ビーム

低速回転
カラーチェンジ

高速回転
カラーチェンジ

※流星Ⅱは、ルミカ製LR41(3個ユニット )を
ご使用ください。他社の電池を使用されると
ショートする恐れがあります。



■特徴：点滅速度2段階＋常灯切替可能
■サイズ：φ27×137mm
■本体重量：45g（電池含む）
■耐水圧1000m 
■使用電池：LR44×4個
■水中重量：6.5g（0.5号相当）
■引張強度：50kgf
■連続使用：24時間 
※連続使用時間は新しい電池を
使用した場合の目安です。
※発光パターンにより発光時間が
異なります。

俊光
希望小売価格（税込） ¥1,210

■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） 
希望小売価格（税込） ¥1,100

■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。

希望小売価格（税込） ¥1,320

＊写真はビット ホワイト。

大型

大型

小型

希望小売価格（税込） ¥1,210

■特徴：点滅速度2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。

■特徴：点滅速度3段階＋常灯切替可能
■サイズ：φ16×79mm■本体重量：8g（電池含む）
■耐水圧：800m ■水中重量：0.8号
■引張強度：20kgf  ■使用電池：LR41×3個
■連続使用：グリーン・ブルー・レッド18時間、
　ホワイト・UV12時間、カラーチェンジ30時間
※連続使用時間は新しい電池を使用した場目安です。

S型（1灯） 小型
希望小売価格（税込） ¥1,320
S型プラス 小型

希望小売価格（税込） ¥1,980
スパークル 大型

中型 中型

小型 堤防用

希望小売価格（税込） ¥990
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。

希望小売価格（税込） ¥1,430
L型-マルチ（1灯）

■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（税込） ¥1,540
M型Ⅲ緑・赤・青（1灯） M型Ⅱ-マルチ（1灯）

希望小売価格（税込） ¥1,430
■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

電光テンビン

■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（税込） ¥220

■仕様：3個入

水中集魚ライト用スナップ M
希望小売価格（税込） ¥220

■仕様：2個入

希望小売価格  OPEN
■仕様：3個入

LR41（交換用電池）

■仕様：3個入

希望小売価格  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
※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
※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

締めると光る

使用電池:
LR41×3個
(テスト用電池付)

LR
41

締めると光る

使用電池:
LR41×3個
(テスト用電池付)

LR
41

締めると光る

使用電池:
LR41×3個
(テスト用電池付)

LR
41

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

希望小売価格（税込） ¥2,970
VOLTⅡ 

■サイズ：Ø48×218mm
■明るさ：ホワイト・ブルー ・グリーン150ルーメン
■本体重量：300g（電池含む）
■水中重量：57g（15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：12 時間 
■仕様：高輝度LED24灯、１０ｍヒモ・ヒモ固定用リング付

使用電池:
単3×3本
(電池別売)

単
３

希望小売価格（税込） ¥990

ヒモ付

※「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。
※S型プラス・S型・俊光は、ルミカ製LR41(3個ユニット)をご使用ください。他社の電池を使用されるとショートする恐れがあります。

使用電池:
LR44×4個
(電池別売)

LR
44

スライドで光る

耐水圧
800m
耐水圧
800m

自動カラー
チェンジ

NEWNEWNEWNEW

NEWNEWNEWNEWNEWNEW

NEWNEW

(当社比)

耐水圧
800m
耐水圧
800m

耐水圧
1000m
耐水圧
1000m

耐水圧
800m
耐水圧
800m

耐水圧
800m
耐水圧
800m

C型（2灯）

■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。

使用電池:
LR44×3個
(テスト用電池付)

LR
44

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
500m
耐水圧
500m

23 24

ハイビット（2灯）
希望小売価格（税込） ¥1,  045

■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。

超小型

耐水圧
500m
耐水圧
500m

耐水圧
30m
耐水圧
30m

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
(電池別売)

単
３

締めると光る
レッド ブルー ホワイト ゴールド ピンク

カラーチェンジUVホワイトレッドブルーグリーン ホワイトレッド

グリーン

レッド ブルー ホワイトグリーン レッドグリーン

レッドグリーン

レッド ブルー ホワイトグリーン

UV

カラーチェンジ

カラーチェンジ緑・赤・青 3色切替

ブルー ホワイト グリーン

マグネットリングスイッチ採用マグネットリングスイッチ採用

マグネットリングスイッチ採用マグネットリングスイッチ採用
スライドで光る



※60号は廃番

希望小売価格（税込） ¥176
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（税込） ¥462
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（税込） ¥198
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（税込） ¥528
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（税込） ¥220
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（税込） ¥297
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）

■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（税込） 希望小売価格（税込） 希望小売価格（税込） 希望小売価格（税込） ¥385 ¥385
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

ラトルスティック37
¥385

■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

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×1

37 ¥385 50 ¥407
集魚ホルダー37・50

表面表面 裏面裏面

裏面にも!ラトルスティック ケミホタル

OR

カスタムスリット

カワハギ・アナゴ・キス・ヒラメに！
ネオン
イエロー

シルバー
ゼブラ

ピンク
ホロ

ネオン
イエロー

ネオン
レッド

ピーチ
グロー

ピーチ
グロー

ブルピン
ゼブラ

シルバー
ゼブラ

ネオン
イエロー

ピンク
ホロ

ブルピン
ゼブラ

シルバー
ゼブラ

ネオン
イエロー

ピンク
ホロ

ブルピン
ゼブラ

ピンク
ホロ

シルバー
ゼブラ

ブルピン
ゼブラ

表と裏のダブルスリットで
   カスタム自由自在！

ケミホタル25
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）

希望小売価格（税込） 25号 ¥627 30号 ¥693
カスタムシンカー  25号・30号

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

希望小売価格（税込） ¥880
カスタムシンカー  40号

■仕様：1個入り
■全長：(40号)約64mm
※発光体、ラトルスティック別売

希望小売価格（税込） 50号 ¥935 60号 ¥1,045
カスタムシンカー  50号・60号

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

希望小売価格（税込） ¥1,078
カスタムシンカー  80号

■仕様：1個入り
■全長：(80号)約89mm
※発光体、ラトルスティック別売

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25
付

ラトル
スティック25
対応
（別売）

ケミホタル・
ラトル

スティック付

ラトル
スティックケミホタル

NEW
スリム形状になったカスタムシンカー！スリム形状になったカスタムシンカー！

床屋床屋ピンクゼブラピンクゼブラマットブラックマットブラックグローグロー

希望小売価格（税込） 20号 25号
40号 50号

30号
カスタムシンカー  スピード
希望小売価格（税込） 20号 25号

40号 50号
30号

カスタムシンカー  スピード

■仕様：1個入り
■全長：(20号)約86mm、(25号)約90mm、
    （30号）約99mm、（40号）約110mm、（50号）約119mm
※発光体、ラトルスティック別売

■仕様：1個入り
■全長：(20号)約86mm、(25号)約90mm、
    （30号）約99mm、（40号）約110mm、（50号）約119mm
※発光体、ラトルスティック別売

25 26

タコ・タチウオ・ヒラメに！

夜光スプリング ケイムラピンク

夜光スプリング ケイムラピンク 夜光スプリング

 光と音で猛烈アピール！ 光と音で猛烈アピール！

¥715¥715 ¥770¥770
¥935¥935 ¥1,045¥1,045

¥825¥825

●高感度ダイレクト操作！●高感度ダイレクト操作！
●オモリにルアーを直接接続！●オモリにルアーを直接接続！
●船タコゲーム専用設計！●船タコゲーム専用設計！

ネオン
イエロー

ネオン
レッド

アカキン
ゼブラ

シルバー
ゼブラ

ブルピン
ゼブラ

希望小売価格（税込） ¥1,078
タコ足シンカー  50号

■仕様：1個入り
■全長：約136mm
※発光体、
　ラトルスティック別売

SPEEDSPEEDSPEED



実寸

タイラバトレーラースペシャルカラー

ケイムラレッドケイムラオレンジ
ケイムラクリア

イシガミ
ハデオレンジパンプキン

ケイムライワシ アミグロー
ケイムラピンク クリアホワイトUV

ケイムラレッドケイムラオレンジケイムラクリア ケイムライエロー ケイムライワシ パンプキンパールグロー グローチャートケイムラピンク クリアホワイトUV レモングロー
ケイムラピンク

ピンクグロー
ケイムラレッド クリアホワイトUV

タイラバトレーラーやブラクリのエサの代わりとしてもご使用頂けます。

■仕様：1パック3匹入り
■サイズ：全長 90mm   ■重量：6g

■仕様：1パック5匹入り　■サイズ：全長 35mm　■重量：0.40g

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 !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！

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

対象魚
アジ
メバル

ロックフィッシュ
クロダイ
セイゴ
など

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

ボトム狙いの仕掛例 オールレンジの仕掛例

ボトム狙いの仕掛例ボトム狙いの仕掛例

ボトム狙いの仕掛例カラーラインナップ

オールレンジの仕掛例

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

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

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。

プニイカ エックスウイング
希望小売価格（税込） ¥748

■仕様：1パック3匹入り
■サイズ：全長 76mm
■重量：1.7g

プニイカ3inch
希望小売価格（税込） ¥550

プニイカ  ショックワン 
希望小売価格（税込） ¥528

沖漬け 生ミミイカ 瀬戸内みかん

NEW

超タフネス素材T＆イカエキス限界配合！

2827

ケミホタル25
ルアーライト25

対応
（別売）

ちもとホタル
対応
（別売）

ラトル
スティック25
対応
（別売）

ケミホタル25
ルアーライト25

対応
（別売）

ラトル
スティック25
対応
（別売）



¥71,280

フルカーボン製モデルは、最高クラスの
軽さと安定性(強度)を実現しています。
長く伸ばしてもしなりにくく、安定した
撮影を求める方におすすめです。

希望小売価格（税込） 

ハイエンドモデル

高強度

  

 

希望小売価格（税込） ¥1,650

■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（税込） ¥1,870
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

60cm

希望小売価格（税込） ¥1,430
■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Set SHORT

■ワイヤー径Ø1.2mm
　長さ600mm
　ニードルパイプ：長さ130mm
■イサキ、大型根魚（ハタ類）、
　中型青物（イナダ・ハマチ）、
　シーバス

神経絞めSet MEDIUM

希望小売価格（税込） ¥3,960
神経絞めSet SUPER LONG

22cm

3029

希望小売価格（税込） ¥550
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

LL 大ダイ・ヒラメ・根魚
青物用

 希望小売価格
（税込） ¥418

 希望小売価格
（税込） ¥198

■仕様：1枚入
■袋サイズ：
    970×420mm
 （外寸)

旨味成分がたくさ
ん！

魚が美味しく食べら
れる！

なぜ
“神経絞め”を
するのか？

■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

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

グリーンオレンジ

■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

　

　

■仕様：4本入り、カラビナ付

鈎・ウキ止め
結び

■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。

希望小売価格（税込）
お結び名人

¥418 ¥1,155
レベルワインダー・ガイド通し
希望小売価格（税込） 

ワイヤレスライン

Bi Rod 6C-7500
＋専用三脚セット(ケース付き)

クイック糸巻き
希望小売価格（税込） ¥1,430

ルミカライト6inch レギュラー アーク
希望小売価格（税込） ¥198

災害備蓄用ライト48時間
希望小売価格（税込） ¥330

■仕様：1本入
■サイズ：φ14～18×190mm

■仕様：1本入
■サイズ：φ14～18×190mm

グリーン グリーンブルー ピンク オレンジ イエロー レッド ホワイト バイオレット 高輝度イエロー 高輝度ピンク

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

安全・安心
液漏れしにくい新型スティック

ペットボトルラン
タンで広範囲を
照らせます！

1
時間発光

1 1
時間発光

1
時間発光

NEW

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。

コンパクト
収納

コンパクト
収納

ワイヤー
2本付

詳細は、こちらを
チェック！

Wi-Fiでのリモート撮影・モニタリングを
水中でも可能にする、水中撮影ケーブル。
水中だけでなく、地上でも電波状況の
悪い場所で電波強度の確保がしやすく
なります。

¥4,950希望小売価格（税込） ¥5,500希望小売価格（税込） 



二酸化塩素には、他の薬剤よりも強い除菌力があります。■高い除菌効果
【二酸化塩素の除菌力と他の薬剤との比較】

試験機関『一般財団法人 日本食品分析センター』の論文より作成

電車・バス オフィス 病院

学校 トイレ ゴミ箱 ペット周り

いろいろな
場面で
大活躍！ClO O

Cl
O O

Cl
O O

二酸化塩素Cl02

にさんかえんそ

二酸化塩素Cl02

にさんかえんそ

ウイルス・菌・ニオイを撃退！

弱い
菌

アルコール系アルコール系

二酸化塩素

強い
菌

菌の強さ菌の強さ

グラム陽性菌
黄色ブドウ球菌など

カビ
黒こうじカビなど

芽胞菌
枯草菌など

グラム陰性菌
大腸菌など

ポビドンヨード、次亜塩素酸ナトリウムポビドンヨード、次亜塩素酸ナトリウム
うがい薬、手指、皮膚の消毒に使用うがい薬、手指、皮膚の消毒に使用

飲用水の浄化（WHO飲料水水質ガイドライン）、プール水の消毒、小麦粉の漂白などに使用飲用水の浄化（WHO飲料水水質ガイドライン）、プール水の消毒、小麦粉の漂白などに使用

塩化ベンザルコニウム塩化ベンザルコニウム
医療・介護、家庭用洗剤などで手指、粘膜、機器消毒に使用医療・介護、家庭用洗剤などで手指、粘膜、機器消毒に使用

飲食店、家庭、病院などで物品、手指、皮膚の消毒に使用飲食店、家庭、病院などで物品、手指、皮膚の消毒に使用

薬

剤

の

種

類

と

除

菌

力

噴霧時に缶内部の2液が混ざり、
瞬時に二酸化塩素ガスが発生します。
6畳ほどの空間であればワンプッシュで
除菌が可能です。

スティックを折って、水と一緒に専用ボトル
に入れるだけで純粋二酸化塩素水溶液を
つくることができます。持ち運びにも便利な
スプレータイプ。

スプレータイプ ミストタイプ

ブレスレトタイプ スティックタイプ

腕につけるタイプの感染防止製品です。
スティックを折り曲げると二酸化塩素
ガスが発生、専用ホルダーで手軽に身に
付けられます。

簡単・安価に二酸化塩素を発生させる
貿易スティックです。スティックを軽く折り
曲げると二酸化塩素ガスが発生します。

価格:330円(税込)

価格:220円(税込)価格:220円(税込)

価格:1,650円(税込)

バブクロツーに使用する「CLO2 PURESOLUTION」は、世界初の抽出
加工方法で精製した高濃度純粋二酸化塩素水です。世界標準の
3000ppmの濃度で精製しています。

成分：精製水  二酸化塩素

容量：100ml
濃度：3000ppm

信頼のMADE IN JAPAN

Jan. 2022

NEW

詳細はCLO2 
POWER Storeを
チェック！
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