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クロダイ・チヌ釣り配合餌
一度使ったら病みつきになる程の使い良さ。ボリュームと釣果で釣り人大満足。
ﾋﾞｯｸﾞﾀﾞﾝｺﾞ6.3Kｇ だんご釣用 ﾋﾞｯｸﾞﾀﾞﾝｺﾞＳ だんご釣用

袋寸法 ４００×５５０ 袋寸法 ２８０×４００

ＮＥＴ ６．３Ｋｇ ＮＥＴ ２．７Ｋｇ
入数 4 入数 10
定価 オープン 定価 オープン
配合成分： 配合成分：
脱脂米糠 オカラ 脱脂米糠 オカラ
大麦 ｶﾙｼｳﾑ塊 大麦 ｶﾙｼｳﾑ塊
粘度増強剤 菓子粉等 粘度増強剤 菓子粉等

海水を加えると約１０Ｋｇのダンゴ餌になります。毎秒１ ﾋﾞｯｸﾞﾀﾞﾝｺﾞ6.3Kｇではチョット足りないけど２袋では多い
の速さで海底まで一気に沈みます。濁りと甘い香りで獲 という時の便利なサイズです。
物を引きよせ釘付けにします。

爆だんご だんご釣用 爆だんごSP だんご釣用
袋寸法 袋寸法 ３００×４７０

ＮＥＴ ４Kg ＮＥＴ ５Ｋｇ
入数 6 入数 5
定価 1000円 定価 オープン
配合成分： 配合成分：
パン粉 オカラ パン粉 オカラ
脱脂米糠 ｶﾙｼｳﾑ塊 脱脂米糠 ｶﾙｼｳﾑ塊
大麦 粘度増強剤 押麦 粘度増強剤

香料等 さなぎ粉 さなぎ粉 糖蜜
香料等香料等

着底後の割れが抜群の為手返しが早くなります。 初心者でも簡単にだんご釣りができるウェットタイプ。
中・上級者向けの配合です。

沼津SPⅡ だんご釣用 ビッグふかせ ウキフカセ釣用
袋寸法 ３００×４７０ 袋寸法 ３００×４７０

ＮＥＴ ６．３Ｋｇ ＮＥＴ ３．３Kg
入数 4 入数 8
定価 オープン 定価 ５５０円
配合成分： 配合成分：
パン粉 オカラ パン粉 オカラ
脱脂米糠 ｶﾙｼｳﾑ塊 脱脂米糠 ｶﾙｼｳﾑ塊
押麦 粘度増強剤 大麦 粘度増強剤

ペレット さなぎ粉 魚粉 押麦
香料等 コーン 菓子粉等

養殖筏周りの釣りには抜群の効果が上がります。 この価格でこのボリューム。粘り・濁り・遠投性抜群。
養殖ペレット配合。



無印パッケージ
オリジナルチヌ　L・S ウキフカセ釣用 ノッ込ミ ウキフカセ釣用

L袋寸法 ３００×４７０ 袋寸法 ２６０×３５０

ＮＥＴ ２．８Kg ＮＥＴ １．６Kg
入数 10 入数 14
S袋寸法 ２６０×３５０ 定価 オープン
ＮＥＴ １．４Kg パン粉 オカラ
入数 20 脱脂米糠 ｶﾙｼｳﾑ塊
定価 オープン 大麦 粘度増強剤

配合成分： 魚粉 押麦
脱脂米糠 オカラ さなぎ粉 コーン
大麦 ｶﾙｼｳﾑ塊 菓子粉等
押麦 コーン
粘度増強剤 菓子粉等

無印のパッケージで売り方も自由です。お店のシール押麦・大麦・コーンを２０％配合。余りの多さに驚きま
を作ってオリジナル商品になります。低価格商品とは すが、クロﾀﾞｲ・チヌの視覚を刺激し釘付けにします。
思えない使い良さ。乱売激戦地区での商品に。

メジナ・グレ釣り配合餌

地磯グレ ウキフカセ釣用 地磯グレ遠投Ｔｙｅｐ ウキフカセ釣用
袋寸法 ２６０×３５０ 袋寸法 ２６０×３５０

ＮＥＴ １．２Ｋg ＮＥＴ １．４Ｋg
入数 14 入数 14
定価 オープン 定価 オープン
配合成分： 配合成分：
パン粉 オカラ パン粉 オカラ
押麦押麦 青海苔青海苔 押麦押麦 青海苔青海苔
魚粉 海草 魚粉 海草
無臭大蒜 香料等 スターチ 菓子粉

無臭大蒜 香料等

食用パン粉をメインに配合されてます。まとまりが良く より遠くのポイントを狙えるように配合しました。
使い勝手抜群です。獲物を浮かせるために押麦は最
低の3%配合です。それ以上だとタナが深くなります。
集魚はイワシ粉が決めて。グングン引寄せます。

地磯グレ礒野理 ウキフカセ釣用 伊豆のグレ ウキフカセ釣用
袋寸法 ２６０×３５０ 袋寸法 ２８０×４００

ＮＥＴ １．２５Ｋg ＮＥＴ １．４５Ｋg
入数 14 入数 12
定価 オープン 定価 720円
配合成分： 配合成分：
パン粉 オカラ パン粉 オカラ
押麦 青海苔 海草 青海苔
魚粉 海草 魚粉 無臭大蒜
スターチ 菓子粉 スターチ 香料等
無臭大蒜 香料等

青海苔大量配合（地磯グレの2倍）されてます。 集めて浮かして釣る伊豆の釣りの為に配合しました。
押麦等の沈みの早い固形物は一切入っておりませ
ん。



無印パッケージ
オリジナルグレＳ・Ｌ ウキフカセ釣用

L袋寸法 ３００×４７０

ＮＥＴ ２．４Kg
入数 10
S袋寸法 ２６０×３５０

ＮＥＴ １．２Kg
入数 20
定価 オープン
配合成分：
パン粉 オカラ
押麦 青海苔
スターチ 海草
香料等

無印のパッケージで売り方も自由です。お店のシ-ル
を作ってオリジナル商品になります。低価格商品とは
思えない使い良さ。乱売激戦地区での商品に。

コマセ増量剤その他

マジックおから アミパン
袋寸法 ２６０×３５０ 袋寸法 ２６０×３５０

ＮＥＴ １．１Ｋｇ ＮＥＴ １．１Ｋｇ
入数 20 入数 20
定価 380円 定価 380円
配合成分： 配合成分：
オカラ スターチ パン粉 スターチ
オキアミ粉 オキアミ粉

乾燥おからにオキアミ粉を配合。コマセの増量剤に。 パン粉にオキアミ粉を配合。コマセの増量剤に。

新製品
かんたんコマセ ウキフカセ・カゴ釣用

袋寸法 ２６０×３５０

ＮＥＴ １・２Ｋｇ
入数 20
定価 オープン

配合成分：
パン粉 オカラ
スターチ オキアミ粉

初心者にコマセ釣の楽しさを味わってもらえるように
必要最低限の物を配合し価格を抑えました。あみ１
Ｋｇを混ぜれば十分なコマセになります。
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練り餌 　　　速攻練り餌の基本的な作り方
その場で作るから喰いが違います。 　　　①速攻練り餌4杯 ④練り、だんごにする

速攻練り餌　計量スプーン入 練り餌
袋寸法 ２００×２６０

ＮＥＴ ７００ｇ
入数 20
定価 600円
配合成分： 　　　②海水2杯 ⑤適当な大きさにする

パン粉 オカラ
スターチ オキアミ粉
魚粉 無臭大蒜
香料等

　　　③良く混ぜる ⑥ハリに付ける

エサ取りの猛攻でどうしようもない状況に速効練餌。
その場で作るため鮮度抜群で食いも抜群。餌の大き
さで狙う獲物がかえられます。
メジナ・グレ・クロダイ・チヌ釣りの救世主。

集魚剤

全員集合 クロダイ・チヌ 全員集合α クロダイ・チヌ
袋寸法 ２００×２６０ 袋寸法 １７０×２６０

ＮＥＴ １Ｋｇ ＮＥＴ ６５０ｇ
入数 20 入数 24
定価 500円 定価 オープン
配合成分： 配合成分：
糖蜜 オカラ 押麦 大麦
さなぎ粉さなぎ粉 オキアミ粉オキアミ粉 コーンコーン
魚粉 無臭大蒜
スターチ 押麦
アミノ酸 香料等

集魚効果の高い原料を配合しました。粘りが出るので 押麦・大麦・コーンの沈下速度の異なった成分で
フカセ釣りの遠投剤・だんご釣のまとめ剤として使用で 獲物の視覚を刺激し食い気を起こします。
きます。

三色麦 多魚種 イﾜｼﾐﾝﾁﾊﾟｳﾀﾞｰ 多魚種
袋寸法 １７０×２６０ 袋寸法 １７０×２６０

ＮＥＴ ６００ｇ ＮＥＴ ７００ｇ
入数 24 入数 24
定価 オープン 定価 400円
配合成分： 配合成分 魚粉
押麦 大麦
砕麦

沈下速度の異なる麦を配合。単品より長く刺激します 東北地方でとれたイワシを原料としております。
狂ってしまうほど集魚効果は抜群です。
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エビカニパウダー計量スプーン入 多魚種 ペレット 多魚種
袋寸法 １７０×２６０ 袋寸法 １７０×２６０

ＮＥＴ ８００ｇ ＮＥＴ ５５０ｇ
入数 24 入数 25
定価 600円 定価 500円
配合成分： 配合成分：
エビ粉 カニ粉 養魚用飼料１００％
塩等

エビ・カニの強烈な匂いが獲物をグングン引寄せます 高蛋白養魚用ペレットは良質のイワシ等の魚粉を
入れすぎ防止のため軽量スプーンで加減して下さい｡ 原料としております。そのまま撒いても、またすり

潰して海水で練って練り餌に使えます。

モイスト 多魚種 メチャ海苔でぇー メジナ・グレ
袋寸法 １７０×２６０ 袋寸法 ２００×２６０

ＮＥＴ ５００ｇ ＮＥＴ １５０g
入数 25 入数 30
定価 500円 定価 オープン
配合成分： 配合成分 青海苔
魚粉 スターチ

だんご釣の粘度調整と集魚を兼ね備えております。 コマセに添加して集魚効果アップ。
海水で練って練り餌にもなります。養殖筏周りの釣
りに抜群の効果が期待できます。

サビキ釣り
ファミリー向き
爆釣サビキ　 多魚種

袋寸法 １７０×４３０

ＮＥＴ １Ｋｇ
入数 24
定価 オープン
配合成分 オカラ
脱脂米糠 麦糠
糖蜜 魚粉
オキアミ アミ
食塩水等

先端を切ってカゴに押し出すだけですぐにサビキ釣が
出来ます。女性・子供でも使えるよう柔らかめです。
1Ｋｇと大変お得です。常温で保管出来ます。
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