


Sea Falcon Products
シーファルコン製品

Sea Falcon products are made using unique materials and manufacturing
processes at the Bluing Hearts craft center in Hamamatsu, Shizuoka Prefecture

in central Japan. ALL Processes,from planning and development to
manufacturing, are carried out in-house to achieve high Japanese quality and

continue providing innovative products to the world of lure fishing.

シーファルコンの製品は、静岡県浜松市にある（株）ブルーニングハーツの工房で、
斬新な素材と製法で生み出されています。企画・開発から製造まで全て自社で行うことで
日本品質を実現し、ルアーフィッシングの世界に革新的な製品を届け続けています。
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PLUG
プラグ



Dual-flash saury
デュアルフラッシュ サンマ

Dual-flash clownfish
デュアルフラッシュ ブラックバック

Dual-flash pink back
デュアルフラッシュ ピンクバック

Dual-flash sardine
デュアルフラッシュ マイワシ

Dual-flash flying fish
デュアルフラッシュ トビウオ

Dual-flash anchovy
デュアルフラッシュ カタクチイワシ

Falcon Dual-Flash
ファルコン デュアルフラッシュ

This plug uses the dual-flash effect of traditional lamé and 
aluminum to significantly increase its appeal.

200mm/80g , 180mm/65g , 160mm/48g
140mm/40g , 120mm/20g

従来のラメとアルミとの、デュアルフラッシュ効果でアピール力が
倍増。

Sizes : 

5
Diving Jerk Pencil / ダイビングジャークペンシル

Water depth: 30cm-50cm



Falcon Fat
ファルコン・ファット

This fat-type Falcon plug has alonger flying distance and larger 
dart with than the regular Falcon plug.

200mm/100g , 180mm/85g , 160mm/70g

ファルコンのファットタイプ。ファルコンより飛距離がアップ
し、ダート幅が大きいです。

Sizes : 

6
Diving Jerk Pencil / ダイビングジャークペンシル

Water depth: 30cm-50cm

Aurora saury
オーロラ サンマ

Aurora clownfish
オーロラ ブラックバック

Aurora pink back
オーロラ ピンクバック

Aurora sardine
オーロラ マイワシ

Aurora flying fish
オーロラ トビウオ

Aurora anchovy
オーロラ カタクチイワシ



Falcon Lamé
ファルコン・ラメ

Using a balsa wood core, this plug rises to the water surface just 
like bait being chased by the target.

270mm/160g , 240mm/120g , 200mm/80g , 
180mm/70g , 160mm/48g , 140mm/40g

バルサ内臓のため水面に浮きあがった時に様は、まさにベイトがタ
ーゲットから追われている様そのものです。

Sizes : 

7
Diving Jerk Pencil / ダイビングジャークペンシル

Water depth: 30cm-50cm

Crystal saury
クリスタル サンマ

Crystal black back
クリスタル ブラックバック

Crystal pink back
クリスタル ピンクバック

Crystal sardine
クリスタル マイワシ

Crystal flying fish
クリスタル トビウオ

Crystal anchovy
クリスタル カタクチイワシ



Falcon G
ファルコン G

Using a balsa wood core, this plug rises to the water surface just 
like bait being chased by the target, which is extremely large fish.

300mm/200g , 270mm/160g , 240mm/120g

バルサ内臓のため水面に浮きあがった時の様は、まさにベイトがターゲ
ットから追われている様そのもの。超大物フィッシュターゲットです。

Sizes : 

8
Diving Jerk Pencil / ダイビングジャークペンシル

Water depth: 30cm-50cm

Crystal saury
クリスタル サンマ

Crystal Clownfish
クリスタル カクレクマノミ

Crystal pink back
クリスタル ピンクバック

Crystal sardine
クリスタル マイワシ

Crystal flying fish
クリスタル トビウオ

Crystal anchovy
クリスタル カタクチイワシ



Pixy crystal
ピクシークリスタル

New type of popper with strong polyurethane cup. And using a 
balsa wood core. 

125mm/32g

強度のあるポリウレタンで形成した新しいホッパータイプ。バルサ
内臓。

Sizes : 

9
Diving Hopper/ ダイビングホッパー

Saury
サンマ

Black back
ブラックバック

Pink back
ピンクバック

Sardine
マイワシ

Flying fish
トビウオ

Anchovy
 カタクチイワシ



10

Mahi-mahi anchovy 
シイラ カタクチ

Mahi-mahi blue
シイラ ブルー

Mahi-mahi pink
シイラ ピンク



Pixy 
ピクシー

Using a balsa wood core, this plug rises to the water surface just 
like bait being chased by the target.

200mm/95g , 180mm/80g , 
160mm/60g , 120mm/40g

バルサ内臓のため水面に浮きあがった時に様は、まさにベイトがタ
ーゲットから追われている様そのものです。

Sizes : 

11
Diving Hopper/ ダイビングホッパー

Black abalone black back
ブラックアワビ ブラックバック

White abalone flying fish
ホワイトアワビ トビウオ

White abalone black back
ホワイトアワビ ブラックバック

Anchovy
 カタクチイワシ

Black back
ブラックバック

Saury
 サンマ



Diving Tuna
ダイビング ツナ

This slim diving pencil was designed for targeting tuna. It is 
especially effective when the bait is narrow.

230mm/90g , 200mm/60g , 180mm/50g

マグロをターゲットとしたスリム系ダイビングペンシルです。ベイ
トが細身の場合有効です。

Sizes : 

12
Diving Jerk Pencil / ダイビングジャークペンシル

Water depth: 30cm-50cm

Real-flash saury
リアルフラッシュ サンマ

Real-flash black back
リアルフラッシュ セグロ

Real-flash neon silver
リアルフラッシュ ケイムラシルバー

Real-flash sardine
リアルフラッシュ マイワシ

Real-flash flying fish
リアルフラッシュ トビウオ

Real-flash anchovy
リアルフラッシュ カタクチイワシ



Sinking Tuna
シンキング ツナ

This sinking pencil was designed for targeting tuna. This plug falls 
horizontally and swings using an S-shaped action to apper just like 

160mm/60g , 140mm/80・60g

マグロをターゲットとしたシンキングペンシルです。ユラユラ水平
フォールと S 字アクションでベイトが泳ぐ様を演出しています。

Sizes : 

13
Sinking Minnow / シンキングミノー

Water depth: 5m-20m

Real-flash saury
リアルフラッシュ サンマ

Real-flash black back
リアルフラッシュ セグロ

Real-flash neon silver
リアルフラッシュ ケイムラシルバー

Real-flash sardine
リアルフラッシュ マイワシ

Real-flash flying fish
リアルフラッシュ トビウオ

Real-flash sardine
リアルフラッシュ カタクチイワシ



Brown/clear
茶/クリア

Seven-mile squid
七里イカ

Brown/clear pink
茶/クリアピンク

Sizes : 

Ultra Squid
超スクイッド

This plug has a hybrid structure with the same balsa material as the Falcon and is built inside an octopus 
plug for an incredible flying distance! This ultra-realistic squid plug was designed for targeting tuna and 
large "blue-backed fish". 

素材はファルコン同様のバルサインハイブリット構造をタコベイト内部に構築し、脅威のかっ飛び仕
様！マグロ、大型青物をターゲットとした超リアルなイカです。

Floating
フローティング

360mm/170g 12 号
300mm/100g 10 号
270mm/ 70g  9 号

Slow sinking
スローシンキング

300mm/120g 10 号
270mm/ 90g  9 号

Sizes : 

Fast sinking
ファストシンキング

300mm/150g 10 号Sizes : 

14
Real Squid / リアルスクイッド

20cm



Pearl real squid
パールリアルスクイット

Seven-mile squid lamé
七里イカ ラメ

Natural glowing lamé
ナチュラルグローラメ

Seven-mile squid
七里イカ

Sizes : 

Live Squid
まんま 活イカ

The body of this jig is chromeplated boasting the finest shine and strength and has a combined action that 
varies from still to moving. When falling, the jig can reamin falt for a long period so that you can 
intentionally create a chance for a bite.

最高の輝きと強さを誇る樹脂ボディを採用。特大エンペラーにより、キャスト時に回転運動がなくなり、
ウイング効果を発揮し脅威のぶっ飛びを実現。

160mm/120g , 140mm/ 90g

15

Real Squid / リアルスクイッド



MINNOW JIG
ミノージグ



Dual-flash saury
デュアルフラッシュ サンマ

Dual-flash clownfish
デュアルフラッシュ ブラックバック

Dual-flash pink back
デュアルフラッシュ ピンクバック

Dual-flash sardine
デュアルフラッシュ マイワシ

Dual-flash flying fish
デュアルフラッシュ トビウオ

Dual-flash anchovy
デュアルフラッシュ カタクチイワシ

Falcon 120 Sinking 
ファルコン 120 シンキング

Weighted for a rear center of gravity, this jig achieves an amazingly 
long flying distance. It is especilally effective when the bait is small.

120mm/45g

リア重心のウエイトのため、脅威の飛距離を実現。
ベイトが小さい時に有効です。

Sizes : 

17
Sinking Minnow / シンキングミノー

Water depth: 1m-5m



Dead Bait Crystal
デッドベイト クリスタル

This jig has an amazingly flat fluttering fall to appear just like dead 
bait. However, with just one pull, the jig has an S-sharped action to 

120mm/80g・60g・40g

驚きの水平ヒラヒラフォールで瀕死状態のベイトを演出します。た
だ引きでは S 字アクションでベイトが泳ぐ様を演出しています。

Sizes : 

18
Sinking Minnow / シンキングミノー

Water depth: 5m-20m

Abalone black
アワビブラック

abalone purple
アワビパープル

Abalone blue
アワビブルー

Abalone pink
アワビ ピンク

Abalone whitebait
アワビシラス



Dead Bait
デッドベイト

This jig has an amazingly flat fluttering fall to appear just like dead 
bait. However, with just one pull, the jig has an S-sharped action to 

140mm/110g・90g・70g , 120mm/80g・60g・40g
100mm/50g・30g , 80mm/45g・25g

驚きの水平ヒラヒラフォールで瀕死状態のベイトを演出します。た
だ引きでは S 字アクションでベイトが泳ぐ様を演出しています。

Sizes : 

19
Sinking Minnow / シンキングミノー

Water depth: 5m-20m

sardine
リアルフラッシュ マイワシ

Pink back
ピンクバッグ

Black back
ブラックバック

Saury
サンマ

Black abalone black back
ブラックアワビ  ブラックバック

White abalone neon silver
ホワイトアワビ ケイムラシルバー

White abalone pink back
ホワイトアワビ  ピンクバック

Black abalone blue back
ブラックアワビ  ブルーバック



 JIG
ジグ



Z Slow Neo 
Z スロー ネオ

This slow-style jig has an amazing Z action with easy responses to 
short-pitch jerk. It's much fast sinking, and wide action with small 
jerk even in the deep area. 

220g , 180g , 150g , 120g

スロースタイル完全対応ジグ。脅威の Z アクションと沈下スピー
ド、逃げ惑うベイトを演出します。

Sizes : 

21
Slow Jig / スロージグ

Body cross section
断面図

Sardine
マイワシ

Lightning glowing blue pink
イナズマ グロー ブルーピンク

Lightning glowing siver
イナズマ グロー シルバー

Pink back
ピンクバック

Lightning glowing pink
イナズマ グロー ピンク

Lightning green gold glowing edge
イナズマ グリーンゴールド フチグロー

Lightning glowing rainbow
イナズマグローレインボー

Lightning red gold glowing edge
イナズマ アカキン フチグロー



Z Slow Deep Neo 
Z スロー ディープ ネオ

This slow-style jig has an amazing Z action with easy responses to 
short-pitch jerk. It's much fast sinking, and wide action with small 
jerk even in the deep area. 

400g , 320g

スロースタイル完全対応ジグ。脅威の Z アクションと沈下スピー
ド、逃げ惑うベイトを演出します。

Sizes : 

22
Semi-long Jig / セミロングジグ

Body cross section
断面図

Noctiluca glowing pink
夜光虫グロー ピンク

Lightning glowing pink
イナズマ グロー ピンク

Noctiluca glowing silver
夜光虫グロー シルバー

Lightning red gold glowing edge
イナズマ アカキン フチグロー

Sqid
スクイッド

Lightning glowing rainbow
イナズマ グロー レインボー



Z Slow Jig
Z スロージグ

This slow-style jig is completely responsive with a quick invitation, 
then fall to be eaten.

400g , 350g , 280g , 220g , 180g , 150g , 120g , 90g , 70g

クイックに誘い、フォールで喰わせるスロースタイルに完全対応
ジグ。

Sizes : 

23
Slow Jig / スロージグ

Body cross section
断面図

Sardine
マイワシ

Red gold
アカキン

Neon silver
ケイムラシルバー

Pink back
ピンクバック

Neon silver glowing edge
ケイムラシルバー フチグロー

Lightning glowing pink
イナズマ グロー ピンク

Lightning glowing red gold
イナズマ グロー アカキン

Black abalone holo glowing edge
ブラックアワビ 風フチグロー



24

Gold lightning orange
ゴールド イナズマ オレンジ

Full-glowing lightning pink
オールグロー イナズマ ピンク

Lightning glowing orange pink
オレンジピンク イナズマ グロー

Gold lightning green
ゴールド イナズマ グリーン

Lightning glowing siver
イナズマ グロー シルバー

Lightning glowing black abalone
イナズマ グロー ブラックアワビ風

Gold lightning pink
ゴールド イナズマ ピンク

Lightning glowing blue pink
イナズマ グロー ブルーピンク

Back-glowing gold pink
ゴールドピンク ウラグロー



S Impact
S インパクト

Specially designed for a long fall and along lift. Although the 
jig has a fluttering fall, the S-type spoon shape produces an 
irregular movement when jerked.

200g , 160g , 120g

ロングフォール、ロングリフトに特化した S 字ジグ。ヒラヒラフォ
ール、ジャーク時には S 字スプーン形状により、イレギュラーなダ
ートを演出します

Sizes : 

25
Slow Jig / スロージグ

Body cross section
断面図

Sardine
マイワシ

Red gold
アカキン

Neon silver
ケイムラシルバー

Pink back
ピンクバック

Black abalone holo glowing head
ブラックアワビ グローヘッド

Gold lightning green
ゴールドイナズマグリーン

Lightning glowing orange pink
オレンジピンクイナズマグロー

Lightning glowing silver
イナズマグローシルバー



Super Drain
スーパードレイン

In deep areas with heigh water pressure, this jig can produce 
the maximum action with a minimum effort. The jig has a 
double-drain structure to produse an irregular movement.

500g , 400g , 300g , 200g , 170g , 130g

水圧の強いディープエリアで、最小の力で最大限のアクションを演出
するジグ。ダブルドレイン構造でイレギュラーなダートを演出します。

Sizes : 

26
Slow Jig / スロージグ

Body cross section
断面図

Sardine
マイワシ

Lightning glowing pink
イナズマ グロー ピンク

Back-glowing gold pink
ゴールドピンク ウラグロー

Lightning glowing red gold
イナズマ グロー アカキン

Lightning glowing blue pink
イナズマ グロー ブルーピンク

Lightning glowing siver
イナズマ グロー シルバー



Lightning glowing red gold
イナズマ グロー アカキン

Lightning glowing blue pink
イナズマ グロー ブルーピンク

Lightning glowing pink
イナズマ グロー ピンク

Lightning glowing silver
イナズマ グロー シルバー

Sizes : 

Drain Inchiku
ドレイン インチク

Inchiku version of super drain. In deep areas with high water pressure, this jig can produce the maximum 
action with minimum effort. The jig has a double drain-structure to produce an irregular movement.

スーパードレインのインチクバージョン。水圧の強いディープエリアで、最小の力で最大限のアクションを演出
するジグ。ダブルドレイン構造でイレギュラーなダートを演出します。

250g , 200g , 150g , 120g 

27

Slow Jig / スロージグ

Body cross section
断面図



Lightning glowing red
イナズマ グロー レッド

Sqid
スクイッド

Full-glowing pink
フル グローピンク

28



ボディ本体に最高の輝きと強度を誇るクロムメッキを施し、メリハ
リの効いた静と動の複合アクション。フォール時に水平姿勢を長時
間キープし、バイトチャンスを意図的に作り出すことができます。

Falcon Z Remain
ファルコン Z リメイン

The body of this jig is chromeplated boasting the finest shine 
and strengh, and has a combined action that varies from still 
to moving. When falling, the jig can remain flat for a long 
period so that you can intentionally create a chance for a bite.

260g , 200g , 170g , 
140g , 110g

Sizes : 
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Semi-long Jig / セミロングジグ

Body cross section
断面図

Real sardine
リアル マイワシ

Real red gold
リアル アカキン

Real pink back
リアル ピンクバック 

Real neon silver
リアル ケイムラシルバー 

Real blue pink
リアル ブルーピンク

Real green gold
リアル グリーンゴールド



Silver plane aurora holo
シルバー プレーンオーロラホロ

Red gold zebra-stripe glowing
アカキン ゼブラグロー

Silver plane leaer holo
シルバー プレーンレーザーホロ

Pink zebra-stripe glowing
ピンク ゼブラグロー

Silver zebra-stripe glowing
シルバー ゼブラグロー



スリムなベイトを偏食場合に有効なジグです。水平フォール、ダー
トアクションでアピールします。

Slim Jig
スリムジグ

This jig is effective for targets that have a preference for slim 
bait. The jig appeals to target with a flat fall and dart action.

150g , 120g , 100g ,
   80g , 60g , 50g

Sizes : 
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Semi-long Jig / セミロングジグ

Body cross section
断面図

Sardine
マイワシ

Red gold
アカキン

Pink back
ピンクバック

Neon silver
ケイムラ シルバー

Pink zebra-stripe glowing
ピンク ゼブラグロー

Black back
セグロ
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Red gold zebra-stripe glowing
レッドゴールド ゼブラグロー

Green gold
グリーンゴールド

Silver zebra-stripe glowing
シルバー ゼブラグロー

Gold pink
ゴールドピンク

Young sand lance 
コウナゴ

Pearl pink
パールピンク

Red gold glowing belly
アカキン グローベリー

Orange glowing belly
オレンジ グローベリー



ショートピッチジャークではレスポンスのいい Z アクション。ロン
グジャークでは幅広いアクションを演出。

Z Slide
Z スライド

This jig has a good Z action response to a short-pitch jerk With 
a long jerk, the jig has a wide action.

220g , 180g , 150g ,
 120g ,  90g ,  60g

Sizes : 

33
Long Jig / ロングジグ

Body cross section
断面図

Sardine
マイワシ

Green gold
グリーンゴールド

Blue pink
ブルーピンク

Red gold zebra-stripe glowing
アカキン ゼブラグロー

Silver zebra-stripe glowing
シルバー ゼブラグロー

Pink zebra-stripe glowing
ピンク ゼブラグロー
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Red gold
アカキン

Neon silver
ケイムラ シルバー

Pink sardine
ピンク イワシ

Silver plane holo
シルバー プレーンホロ

Silver water-wave holo
シルバー ウォーターウェーブホロ



ボディ表面とリアサイドのダブルドレイン構造により脅威のスラ
イド幅と引き抵抗軽減を実現。

Long Slider
ロングスライダー

Using a body surface and rear double-drain structure, this jig 
has an amazing slide width and reduced pulling resistance.

175g , 145g , 115g , 85gSizes : 

35
long Jig / ロングジグ

Body cross section
断面図

Blue back
ブルーバック

Red gold
アカキン

Pink back
ピンクバック

Neon wave silver
ケイムラ ウェーブ シルバー

Blue pink
ブルーピンク

Neon plane silver
ケイムラ プレーン シルバー



ハイブリット（鉛 + スズ）メタルジグ。ボディの後方 1/3 を比重の軽
いスズにする事により、わずかな力で横方向へのダートが簡単に演
出でき、引き重りも軽減します。

Real Light 
リアライト

The rear 1/3 of this hybrid metal jig (lead+tin) is made from 
relatively tin for an easy sideways dart action and a reduced 
pulling resistance.

220g , 190g , 160g , 
140g , 120g

Sizes : 
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long Jig / ロングジグ

Body cross section
断面図

Sardine
マイワシ

Red gold
アカキン

Pink back
ピンクバック

Plain silver
プレーン シルバー

Purple
外房パープル

Wave silver
ウェーブ シルバー

Blue back
ブルーバック

Sardine
外房イワシ



ドテラ流しによるジギングが主流のエリアにマッチした、完全ナナ
メ引き対応のメタルジグです。

Dead Bait Metal 
デッドベイト メタル

This metal jig was designded exclusively for angled pulling to 
suit fishing sports where jigging while drifting broadside 
ispopular.

Off-shore model : 160g , 140g , 120g
Shore jigging model : 100g , 80g

Sizes : 
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Diving jerk Pencil / ダイビング ジャーク ペンシル

Body cross section
断面図

Sardine
マイワシ

Blue green
ブルーグリーン

Pink back
ピンクバック

All silver
オール シルバー

Plain silver
プレーン シルバー

Blue back
ブルーバック

Wave silver glowing gelly
ウェーブ シルバー グローベリー



Dead Bait Metal Cast
デッドベイト メタルキャスト

Due to its delata, this jig has a good flashing effect and sharp 
action. The jig can also maintain a flat fluttering fall for a long 
time to appeal to your target.

40g , 30g , 20g

デルタ形状によるフラッシング効果とキレの良いアクション。水平ヒラ
ヒラフォールで沈下時間を長く持続してターゲットにアピールします。

Sizes : 
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Cast Jig / キャストジグ

Body cross section
断面図

Sardine
マイワシ

Black back
ブラックバック

Pink back
ピンクバック

Blue pink
ブルーピンク

Wave silver glowing gelly
ウェーブ シルバー グローベリー

Whitebait silver
シラス シルバー



ボディ表面とリアサイドのダブルドレイン構造により脅威のスラ
イド幅と引き抵抗軽減を実現。

Long Slider
ロングスライダー

Using a body surface and rear double-drain structure, this jig 
has an amazing slide width and reduced pulling resistance.

175g , 145g , 115gSizes : 
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long Jig / ロングジグ

Body cross section
断面図

Blue back
ブルーバック

Neon wave silver
ケイムラ ウェーブ シルバー

Sardine
外房イワシ

Pink back
ピンクバック

Neon plane silver
ケイムラ プレーン シルバー

Gold lightning pink
ゴールド イナズマ ピンク

Lightning glowing siver
イナズマ グロー シルバー

Blue pink
ブルーピンク



Cast Slim
キャストスリム

This slim-type jig was designed for casting. The jig is extremely 
effecitve when the bait is small like whitebait.

60g, 40g, 30g

キャストジグのスリムバージョン。シラスなどベイトが小さい時に非
常に有効です。

Sizes : 
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Cast Jig / キャストジグ

Body cross section
断面図

Color-shifting sardine
マジョーラ イワシ

Pink
ピンク

Black back
セグロ

Blue pink
ブルーピンク

Neon whitebait
ケイムラ シラス

Neon silver
ケイムラ シルバー



Cast Jig
キャストジグ

This jig responds faithfully to the rod action with a good,sharp 
dart action. The jig has had excellent results for catching 
bonito and bluefin tuna.

60g, 40g, 30g

ロッドアクションに忠実に反応し、切れのいいダートアクションを演
出します。カツオ、メジに実績抜群です。

Sizes : 
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Cast Jig / キャストジグ

Body cross section
断面図

Holo sardine
ホロイワシ

Holo black back
ホロセグロ

Holo anchovy
ホロカタクチ

Holo pink
ホロピンク

Holo neon silver
ホロケイムラシルバー

Holo blue pink
ホロブルーピンク



Black abalone
ブラックアワビ

Black abalone blue back
ブラックアワビ ブルーバック

White abalone
ホワイトアワビ

White abalone pink back
ホワイトアワビ ピンクバック



Pink/black glowing stripe
ピンク/ブラックグローストライプ

Glowing real squid
グローリアルスクイッド

Brown/pink glowing stripe
茶/ピンクグローストライプ

Sizes : 

Ultra Squid
超スクイッド

With a lively action thaat cannot be achieved with traditional metal jigs, this jig makes it possible for you to 
attack deep zones using soft bait. This jig is effective for targets that prey on samll squid

従来のメタルジグでは実現不可能なライブリーアクションを備え、ソフトベイトでは攻略できない
ディープゾーンを攻略可能。小イカを捕食している場合に有効です。

400g・300g 8 号 , 180g 6.5 号 , 120g 5 号 
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Sinking Squid / シンキングスクイッド

Body cross section
断面図



Real clear/glowing neon flying squid
リアルクリア/グロー赤イカ

Real Lamé/blue pink
リアルラメ/ブルーピンク

White clear/orange stripe
ホワイトクリア/オレンジストライプ

Real brown/glowing real squid
リアル茶/グローリアルスクイッド

Clear/pink glowing stripe
クリア/ピンクグローストライプ
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Falcon Dual Flash ファルコン・デュアルフラッシュ 200mm/80g

Plug プラグ Size/ サイズ

180mm/65g 160mm/48g 140mm/40g 120mm/20g

Falcon Fat ファルコン・ファット 200mm/100g 180mm/85g 160mm/70g

Falcon G ファルコン G 300mm/200g 270mm/160g 240mm/120g

Falcon Lamé ファルコン・ラメ 270mm/160g 240mm/120g 200mm/80g 180mm/70g 160mm/48g 140mm/40g

Diving Tuna ダイビング・ツナ 230mm/90g 200mm/60g 180mm/50g

Sinking Tuna シンキング・ツナ 160mm/60g 140mm/80g 140mm/60g

Real Squid まんま 活きイカ 160mm/120g 140mm/90g

Ultra Sqid Floating 超 スクイッド フローティング 170g/12 号 100g/10 号 70g/9 号

Ultra Sqid Slow Sinking 超 スクイッド スローシンキング 120g/10 号 90g/9 号

Ultra Sqid Fast Sinking 超 スクイッド ファーストシンキング 150g/10 号

Falcon 120 Sinking ファルコン 120 シンキング 120mm/45g

MINNOW JIG ミノージグ Size/ サイズ

Dead bait Crystal デット ベイト クリスタル 120mm/70g 80mm/45g

Dead Bait デッド ベイト 140mm/110g 140mm/90g 140mm/70g 120mm/80g 120mm/60g 120mm/40g

100mm/50g 100mm/30g 80mm/45g 80mm/25g
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Lead/ 鉛Lead/ 鉛

Lead/ 鉛Lead/ 鉛

Balsa wood/ バルサ

Resin/ 樹脂

Floating lure / フローティングルアー

Hybrid structure / ハイブリット構造

Lead/ 鉛Lead/ 鉛

Resin/ 樹脂

Sinking plug / 沈下系プラグ

Body cross section
断面図

Cast Jig
キャストジグ

This jig responds faithfully to the rod action with a good,sharp 
dart action. The jig has had excellent results for catching 
bonito and bluefin tuna.

60g, 40g, 30g

ロッドアクションに忠実に反応し、切れのいいダートアクションを演
出します。カツオ、メジに実績抜群です。

Sizes : 

20
Cast Jig / キャストジグ
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Z Slow Neo Z スロー ネオ 220g

Plug プラグ Size/ サイズ

180g 150g 120g

Z Slow Deep Neo Z スロー ディープ ネオ 400g 320g

Z Slow Jig Z スロージグ 400g 450g 280g

120g 90g 70g

220g 180g 150g

S Impact S インパクト 200g 160g 120g

Super Drain スーパードレイン 500g 400g 300g 200g 170g 130g

260g 200g 170g 140g 110g

Drain Inchiku ドレインインチク 250ｇ 200ｇ 150ｇ 120ｇ

Falcon Z Remain ファルコン Z リメイン

Slim Jig スリムジグ 150g 120g 100g 80g 60g 50g

150g 120g 90g 60gZ Slide Z スライド 220g 180g

115g 85g175g 145gLong Slider ロングスライダー

160g 140g 120g

80g

Real Light リアライト 220g 190g

120g 100g160g 140gDead Bait Metal デッドベイト メタル

20gDead Bait Metal Cast デッドベイト メタルキャスト 40g 30g

115g175g 145gLong Slider ロングスライダー
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Cast Slim キャストスリム 60g

Plug プラグ Size/ サイズ

40g 30g

60g 40g 30gCast Jig キャストジグ

Ultra Squid 超スクイッド 400g/8号 300g/8号 180g/6.5 号 120g/5号

Swimming Squid スイミング スクイッド

Ultra Squid Casting 超スクイッド キャスティング 15g 10g

105mm/30g 120mm/45g 135mm/60g





SHAFT
竿



Z Slow Shaft 
Z スローシャフト

Because the section, where torque is necessary, uses a composition of ultrahigh 
elastic and medium elastic carbon fiber, the black for this bait jig rod is incredibly 
slender and also powerful. The guides are titanium SiC guides from Fuji Kogyo, and 
LDB guides are used at the tip to prevent line tangles and other problems.

トルクの必要なベリー部分には超高弾性カーボンと中弾性カーボンを合わせることにより、驚く
ほど細身でありながら、パワフルなブランクを実現したベイトジグロット。ガイドは FUJI 工業チ
タン SIC ガイド、ディップ側にはライントラブル防止の為に LDBガイドを採用しました。

53

Model

Hard Heavy 

Heavy 

Medium

Light 

Size

6.0ft. / 6 フィート

6.5ft. / 6.5 フィート

6.5ft. / 6.5 フィート

6.5ft. / 6.5 フィート

Jig Weight

280-500g

200-300g

120-200g

70-120g

Line

PE3-4

PE2-3

PE1-2

PE1-1.5
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Titanium Sic guides from Fuji kogyo
FUJI工業チタンSICガイド

Non-slip processing
ノンストリップ加工
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