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新春初売りの〝好〟

例の福袋は︑元日の朝
時から販売開始す
る︒
さまざまなアイテム
が袋いっぱいに入り︑

磯はグレがハイシーズ は 専 用 の 磯 ザ オ が ベ ス からの操作性もよく︑一

ーはその広い壁のほとん

やはり足場が不安定な
釣っているとサオは軽い

やはりグレの引き味を ど全面を使って展示して 磯が釣り場だから長時間

十二分に堪能するために いる︒

サオの強さ︵号数︶︑ ほうがいい︒この説明か

まで品揃えが充実してい

る︒また︑このリールが

使いやすい滑り止めが付

いた専用テーブル︑ワカ

サギの群れ回遊を確認で

きるポータブル魚探など

便利な周辺小物類までし

また︑滋賀県長浜市の

っかりと押さえている︒

余呉湖は水深が浅めの場

所がメーンで︑ノベザオ

でのウキ釣りでねらえる

佐仲ダム︒釣り場の桟橋 ところ︒このウキ釣りに

長さも各種揃っており︑ らモデルチェンジするご
取 り 扱 い メ ー カ ー も 多 とに買い換える息の長い

にドームを設置するとこ ちょうどいいノベザオも

エサは階段を上がった

ろだが︑ここは水深が 揃っている︒

壁に見やすくきれいに 的な道具を聞くと﹁初め ㍍以上の場所もあって深

い︒今期から挑戦する人 ファンがいることも伝わ

ラン勢は自分自身の釣り

スを袋に見たたて商品

グループ各店には地図

エリアでも人気が急騰し ワ︑がまかつ︑オーナー バリが使いやすい︒行く が手返しも早くできてお サシが入荷中だ︒

また︑グレとの駆け引 ている︒１ＢＡＮ池田は ばりなど７社あり︑取り 場 所 に よ っ て 違 い ま す 勧め︒

自身がワカサギ釣りを楽 すよ﹂と答える︒

グループ各店で

を入れた〝福箱〟も用

電動リールも各メーカ に釣り料金からワンポイ

入 れ て も １ 万 円 で 仕 掛 ーから出ており︑ショー ントアドバイスまで入っ

しんでいる1人で︑基本

能に水深カウンター付き り場案内﹂のチラシがあ

担当している橋本さん け︑エサまで全て揃いま ケースに整然と並び︑機 た﹁ワカサギおすすめ釣
伝統のサオの粘りとパワ きな商品棚いっぱいに並

ずねたところ﹁がまかつ 付きがお勧め︒横長く大 っと釣り人を迎える︒

いて八尾主任に特長をた リールもレバーブレーキ ナーを設置してドーン ぶ楽しみがある︒

るがまかつの磯ザオにつ きを満喫するためには︑ ３階にワカサギ専門コー 扱いメーカーも多く︑選 が︑流行の電動リールを

また︑がま磯で知られ

様々なニーズに応える︒ も見逃せない︒

〝超目玉特価〟 ワカサギ︒昨年から関西 整理された仕掛けはダイ ての人は︑仕掛けは５本 め︒そのため電動リール すぐにあり︑白サシ︑紅
方にあった１本にまで︑ 格とは違う

同メーカー品が通常価

にお勧めの１本からベテ ってきた︒
冬季の湖上にきらめく

仕掛け
（上）
、
リール
（中）
、
エサ
（下）
まで
全て揃う

中綿の量が増量タイプや

磯釣りは少なめなど︑お

ッフにご相談ください﹂

ブーツ類やライフジャ

ケットなど安全・快適に

エイト本店では広いフ 楽しむ用品も充実︒

ゲンを行う︒

で防水防寒ウエア大バー

同グループでは全店舗 と答えた︒

アが一番だ︒

ースされている専用ウエ ると思います︒ぜひスタ

も釣具メーカーからリリ よりよいウエアが見つか

ないように︑防寒ウエア を考えてお選び頂いたら

んできた〟なんてことが ーウエアとの組み合わせ

ら〝縫製から水が浸み込 ドに合わせた物をアンダ

特に水際で使用するか 客様が行かれるフィール

類は豊富︒

ドラー︑インナーまで種 釣りなら多め︑よく動く

込み温度調節に大切なミ 綿は動くことが少ない船

防寒ウエアに︑内側に着 対応タイプまで様々︒中

防水機能まで備わった 入っていない３シーズン

防寒ウエアだ︒

釣りをできるアイテムが ひとくくりに言っても︑

た︒そんな中でも楽しく を聞くと﹁防寒ウエアと

な い 真 冬 の 寒 さ と な っ さんにウエア選びのコツ

いよいよ防寒が欠かせ ど展示されている︒竹中

サイズまで目移りするほ

の最新モデル︑カラー︑

ロアをフル活用して今年

例えば兵庫県篠山市の の物︑価格もリーズな物 り︑無料配布中︒
ーを継承しながらも︑年 び︑メーカー各社のサイ
々進化し続けている軽量 ズや各価格帯など品揃え
化とバランスの良さによ 豊富︒実際に触って巻き
ています︒口太グレ︑尾 確かめて選ぶことができ

無料プレゼント

って持ち重り感を軽減し 心地や持ち重り感などを
長グレともに魚を掛けて る︒

容になっている︒
また︑１ＢＡＮ池田
価格以上の内容物で開

意し︑グループ各店で

では︑タックルボック
ける時もドキドキ︑ワ

価格も様々用意され

クワクで期待感いっぱ

ており︑数に限りがあ

工夫を凝らしている︒

に〝福〟
が入っている︒ ギ︑淡水ではヘラブナ

るから︑
早い者勝ちだ︒

い︒その名が示す通り

りファンも楽しめる内

波止釣り︑
ウキ釣り︑ 用袋エサなどコアな釣
シーバス︑ブラックバ
スなど定番に加えて︑
有名メーカー品が満載
の物︑ソルトルアーで
はタイラバ・インチク
にボートエギングで注
目のティップランエ

衣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿謂

している︒

引きは︑磯釣り師を虜に ロアが広く︑サオコーナ すよ﹂と教えてくれた︒

れしい形で裏切る強烈な しいエイト京都伏見はフ 感して虜になる人もいま

ン︒見た目のサイズをう ト︒グループ店で一番新 度使えばサオのよさを実

亜、、、、、、、、、、、、、、、、、
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姫路・明石・大阪・和歌山・舞
鶴・尾鷲が入った潮時表。明石
海峡の流転時刻付きもある
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サイズ、カラーも好みの１着が見つかる
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イチバンエイトで一番新しいお店・京都伏見

広い壁をフル活用してサオがズラリと並ぶ

ß
船・磯・ソルトルアー・ブラックバス・ヘラなど釣り用
品ならなんでもそろうフィッシングイチバン・エイ
トグループが
「新春初売」
を２０１４年１月１日〜５
日
（ルアー１ＢＡＮ梅田は１月２日〜５日）
の期間開
催する。
年に一度のビッグイベント、
ロッドやリール
などの通常セールではありえない特別特価、
そして
楽しみいっぱいの
〝福袋〟
・
〝福箱〟
が各種用意されて
いる。
防水防寒ウエア大バーゲンも同時開催。

（第三種郵便物認可）
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