
メーカー 品名 カラー 番手 備考 在庫 価格
マーキス ブロス物  ケースなし ｼﾙﾊﾞｰﾌｪｲｽ #5 1 \8,000

マーキス ブロス物     替えSPL付き ｼﾙﾊﾞｰﾌｪｲｽ #5 1 \23,000
マーキス　ハウス物　 ガンメタ #6 ケース無し 1 \13,000

ゴールデン　ライトウェイト ブラウン #5 1 \20,000
フライウェイト  ハウス物 シャンパン #3 1 \24,000
フライウェイト  ハウス物 グレイ #3 1 \20,000

バイカウント130   オリジナルカラー  SPｽﾌﾟｰﾙ付 ブラウン #5 1 \11,000
JLHウルトラライト ゴールド #2/3/4 1 \21,000

プリンセス  スペアスプール 1 \3,500
プリンセス  スペアスプール 1 \3,500

ブグレー　MkⅣ　3 1/2 SPL付 シルバー #7 1 \32,000
ゼニス グレイ #7/8 1 \23,000

ソブリンゴールド 3/4/5 ゴールド #3/4/5 1 \25,000
バイカウント LA　ディスク  ｽﾍﾟｱｽﾌﾟｰﾙ付き ブラック #9/10 1 \18,000

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝプリンス　 ブラウン #7/8 1 \23,000
セントジョージ　ジュニア　2 9/16in   RHW 　皮ｹｰｽ BLK #3 1 \48,000

パーフェクト　　3in  125周年キネンモデル　塗装なし ブラス #5 皮ケース 1 \40,000
パーフェクト　　3in  125周年キネンモデル ブラス #5 皮ケース 1 \50,000

ｼｬｰﾌﾟｽ　ｵﾌﾞ　ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ トラウトモデル ブラック #6 1 \11,000
ジュリアス ボンホフ モデル   限定品　木箱入 S/B #3/4 1 \86,000

サラシオーネ　モデル　　限定品　木箱入 S/B #6 1 \27,000
ピアレス 77 BLK/SLV #4 1 \31,000

5000　シルバーメッキ シルバー #7 1 \16,000
1680  グラファイト  SPL付き ブラック #7/9 1 \10,000

CFO-Ⅲ  バーストック #5 1 \25,000
CFO-Ⅲ  バーストック前 #5 1 \16,500
CFO-Ⅲ  バーストック #5 1 \18,000

CFO-123 #3 1 \19,500
CFO-Ⅴ　ソルト　　 グリーン #8 1 \29,000
CFO-Ⅳ　ソルト　　 グリーン #6 1 \21,000
プレゼンテーション ブラック #3/4 1 \16,000
バテンキル  MK-Ⅲ グレイ #5 1 \11,000

DXR 78 ブラック #7/8 1 \13,000
バテンキル　ディスク ブラック #3/4 1 \4,500
バテンキル　Mk-Ⅳ グレー #6 1 \12,000

バテンキルディスク　56　　SPスプール付き ブラック #5/6 1 \9,500
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品名 カラー 番手 備考 在庫 価格
バテンキルディスク　56 ｼﾙﾊﾞｰﾘﾑ #5/6 1 \11,000

バテンキルディスク  #7/8 SPスプール付 ブラック #7/8 1 \11,000
バテンキルディスク  #10/11 ブラック #10/11 1 \10,000

S3  ｽﾍﾟｱSPL付き ﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ #10/12 1 \26,000
S3  ｽﾍﾟｱSPL付き ﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ #10/12 1 \26,000

RST コヒノール　　#1 シルバー #4 1 \7,000
シマロン　C-4 ブラック #8 1 \12,200

リズム #3 ブラック #6 1 \17,000
Vision  サンミゲール シルバー #5 1 \27,000

エボリューション スレートブルー #0 1 \19,000
エボリューション スレートブルー #1 1 \20,000

エボリューション　#3　　替ｽﾌﾟｰﾙ付 ブラック #6 1 \29,500
シマロン C-2 ブラック #5 1 \4,500

フライスタート#3 ブラック #6 1 \3,500
TR-2 不ラック #5 1 \18,500
TR-2 ブラック #5 1 \14,500
TR-1 ブラック #4 1 \5,000

ビッグゲーム  #0 ブラック #6 1 \32,000
ビッグゲーム  4N ブラック #10 1 \28,000
ボーンフィッシュ B/G #8 1 \36,000

マリーン　ダイレクト ブラック #12 1 \38,000
アルテクノス SFR  080 XD シルバー #8 1 \35,000

ルーミス シンクロテック  替SPL付 ブラック #6-7-8 1 \9,500
Aネット Neo  #3 グリーン #8 1 \17,500

システム２  67 ブラック #6/7 1 \8,000
システム２  78替ｽﾌﾟｰﾙ付 ブラック #7/8 1 \12,500

システム2　78L ブラック #7/8 1 \8,500
システム2　89L　　ケース無 ブラック #8/9 1 \11,500

システム2　　10/11L ブラック #10/11 1 \13,000
コマ　10  シャンペーン #10/11 1 \5,000

コマ　78  替えｽﾌﾟｰﾙ付き ブラック #7/8 1 \9,800
SK-PⅡ シルバー #5 1 \9,500

SK-Ⅴ　ｽﾍﾟｲ シルバー #WF12 1 \11,000
AD4N ブラック #6 1 \28,000
AD4N シャンペーン #6 1 \28,000
AD4 シャンペーン #7 1 \31,000

アイザック ベビートラウト SL/BLK #3 1 \16,000
クラッシックトラウト シルバー #6 1 \4,500
クラッシックトラウト ガンメタ #6 1 \4,500
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メーカー 品名 カラー 番手 備考 在庫 価格
TL-Ⅲ シルバー #5 1 \6,000

DDX-Ⅱ ｽﾍﾟｱSPL付 シルバー #4/5 1 \7,000
キネヤ 306 ブラス #10 1 \23,000

ヤング & サンズ ビューテックス 3 1/2" #6 1 \11,000
J ディクソン ハーディ風 黒鉛はげ #8 1 \11,000
L.L.ビーン アングラーDS グレー #6/7 1 \8,000

ATH アリモデル　Ⅱ ゴールド #6 1 \37,000
IR-4 ブラック #5/6 1 \19,000
LA4.5 ゴールド #12 1 \38,000

STH カリビアン　　 ブラック #10 1 \13,500
ループ マルチリール　3/6 ブラック #3-6 1 \18,500

ソル トラウト ｱﾙﾐ/ﾌﾞﾗｽ #6 1 \8,000
プログレス 80 #3/4 1 \13,000

トロフィ　　MT5/6 #5/6 1 \5,000
トロフィ　　MT8/9 #8/9 1 \5,000

ユニオン アルミリール アルミ #5 2 \9,800
サセックス　ハニカムリール　#4/5 ゴールド #4/5 1 \18,000

サセックス　67 SPL付き シルバー #6/7 1 \16,500
スチールヘッダー シルバー #8 1 \26,000

サーモンリール　Ⅰ シルバー #12 1 \31,000
ファントム　GS-5  替えｽﾌﾟｰﾙ２個付 シルバー #5 ケースなし 1 \4,000
ファントム　GS-7  替えｽﾌﾟｰﾙ1個付 シルバー #7 ケースなし 1 \3,500

アルトモア-X  300D ゴールド #6/7 1 \9,500
シマノ フリーストーン FV 5 #5 1 \3,000
RST バリバスリール　RST製　#2 ﾁﾀﾝｼﾙﾊﾞｰ #8 1 \14,000

スプルース PRB-34 #3/4 ケースなし 1 \19,600
スプルース PRB-56 #5/6 1 \11,500

メーカー 品名 カラー 番手 継数 在庫 小売価格
97フェイス シャンペン #4 1 \31,000
99フェイス シャンペン #3/4 1 \31,000
96フェイス シャンペン #3/4 1 \23,000

イギリス製 クラッシックリール ブラス製 #3 1 \12,000
不明 クラッシックリール ブラス製 #3 1 \8,000

アメリカ製 クラッシック スケルトンリール #3/4 1 \5,000
アメリカ製 VERON DELUX ブラック #6 1 \3,600
アメリカ製 BETHEL X1  ダンベリー アルミ #6 1 \4,500
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メーカー 品名 カラー 番手 備考 在庫 価格
DCA-4 ブラック #8 1 \11,000
LP 1 ブラック #2/3 1 \5,500

LP 1.5 ブラック #3/4 1 \5,500
ベロシティ　V2 ﾊｰﾄﾞｱﾛｯｸｽ #5 1 \20,000

ライトスピードLS-1 セラミック #3 1 \23,000
ウォーターワークス フォース　2XLT #5 1 \31,000

ティムコ　 オラクル　Ⅰ 限定Bro #2/3 1 \11,000
スミス マリエット　CRM ブラック #2/3 1 \10,000
ウエダ カンタータ　2150 シルバー #4 1 \4,500

セノーテ ブラック #3 1 \3,500
オーブ レッド #2 1 \13,000

フィンノール FINESSE 2 ブロンズ #10 1 \29,500
バリオ6  SP SPL付き ゴールド #6 1 \10,000

ﾊﾞﾘｵ　8 ゴールド #8 1 \8,000
デコイクラブ インスプール　 #3/4 ケース無し 1 \1,100
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