
レンタルカタログ

釣り用品

ライフジャケット

アウトドア用品
※アウトドア用品は準備中



■ テンヤセットA

当日 ２泊３日

￥3,000￥2,000

●ロッド性能
　全長：2.45m
　継数：2本
　仕舞寸法：128.5cm
　先径：0.8mm
　元径：12.2mm
　標準自重：125g
　LINE：PE0.6 ～ 1.2 号
　TENYA：3～15号
　使用材料：カーボン98%

●リール性能
　ハンドル：シングル右 /左
　糸巻量目安(号/m)：0.6/250
　　　　　　　　　　 0.8/200
　付属PE(号/m)：0.8/150
　ギア比：5.2:1
　標準自重：310g
　ベアリング+クラッチ：2BB+1
　最大ドラグ力：4kg
　最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)：67

【シェアーズ】オフショア 朱天240
【PROX】エックスワン TE

● セット内容

■ サビキセットA

当日 ２泊３日

￥1,500￥550

●ロッド性能
　全長：210cm
　継数：6本
　仕舞寸法：46.5cm
　自重：128g
　先径：1.65mm
　錘負荷：5-10
　素材：グラス

●リール性能
　ハンドル：シングル右 /左
　糸巻量 (号/m)：2号 /130m
　　　　　　　　  3 号 /100m
　付属糸 (号/m)：3号 /100m
　ギア比：5.5:1
　自重：220g
　最大ドラグ力：4kg
　ベアリングボール/ローラー：1/0

【プロトラスト】デイバックスピンⅡ 210
【プロマリン】トレンドスピンⅡ TRS20

● 210セット内容

●ロッド性能
　全長：240cm
　継数：6本
　仕舞寸法：51cm
　自重：149g
　先径：1.6mm
　錘負荷：5-10
　素材：グラス

●リール性能
　ハンドル：シングル右 /左
　糸巻量 (号/m)：2号 /130m
　　　　　　　　  3 号 /100m
　付属糸 (号/m)：3号 /100m
　ギア比：5.5:1
　自重：220g
　最大ドラグ力：4kg
　ベアリングボール/ローラー：1/0

【プロトラスト】デイバックスピンⅡ 240
【プロマリン】トレンドスピンⅡ TRS20

● 240セット内容

2 280000 0001102 280000 000127

2 280000 0001342 280000 000141



■ サビキセットB

当日 ２泊３日

￥2,500￥1,500

●30-240ロッド性能
　全長：240cm
　継数：3
　仕舞寸法：93cm
　自重：184g
　先径/元径：1.5/20.4mm
　適合鉛：20～60号
　カーボン率：65%

●30-270ロッド性能
　全長：270cm
　継数：3
　仕舞寸法：104cm
　自重：215g
　先径/元径：1.5/20.0mm
　適合鉛：20～60号
　カーボン率：65%

●50-240ロッド性能
　全長：240cm
　継数：3
　仕舞寸法：93cm
　自重：197g
　先径/元径：1.7/21.4mm
　適合鉛：30～80号
　カーボン率：65%

●リール性能
　ベアリング数：3BALL+1WAY
　ギア比：4.8:1
　搭載ライン/巻量：５号相当/約250m
　自重：442g

【プロマリン】CBトライアンフ船(30-240 / 30-270 / 50-240)
【ソルフィエスタ】リベルテ5000

● セット内容

▲ロッドは上記３種類からお選びください▲

■ シマノ LI-027Q インフィクスライト270 S ホワイト

当日 ２泊３日

￥3,000￥2,000

●スペック
　容量：27L
　外寸：571×308×371mm
　内寸：424×198×280mm
　重量：4.2kg

■ シマノ LI-027Q インフィクスライト270 S ホワイトブルー

当日 ２泊３日

￥3,000￥2,000

●スペック
　容量：27L
　外寸：571×308×371mm
　内寸：424×198×280mm
　重量：4.2kg

2 280000 0001582 280000 000165

2 280000 0001722 280000 000189

2 280000 0001962 280000 000202



■ クーラー小物セットA

●セット内容

ZAPPY わくわくクーラー13L
EVA反転バケツ角18cm
プラメゴチバサミ
虫エサつかみ
針はずしプラ柄 18cm
ハサミ

当日 ２泊３日

￥1,500￥500

2 280000 0002192 280000 000226



■ BSJ-9120 膨張式ライフジャケット ウエストベルトタイプ
サイズ：胴囲 : 60～ 100cm

おかっぱりにおすすめなライフジャケット
BLUESTORM膨脹式浮力補助具ウエストベルトタイプの中で
最もコンパクトなモデルです。
小さくて軽量なのであらゆるショアでの釣りにお使いいただけ
ます。ハルキーロバーツ社HR 6F インフレーターが水を感知
して自動的に気室を膨脹させます。

※船釣りではご使用できません
この製品は浮力補助具 (Type G) です。
小型船舶区域に制限があります。

ボンベが使用された場合は、返却時に別途ボンベ代金が
かかります。
着水しなくても、湿気の高い場所や車内に放置すると
ボンベが発動する場合がございます。
湿気にはご注意ください。

当日 ２泊３日

￥3,000￥2,000

■ 高階救命器具 Bluestorm BSJ-9320RS II モーゲットウエスト
耐摩耗性に優れたCORDURAの生地と防水性の高いターポ
リン生地を新たに採用し、耐久性が向上。
コンパクトでありながら浮力、浮遊性能、落水後の膨脹などは
ベーシックタイプに引けを取らない性能です。
国土交通省型式承認Type A を取得しており、小型船舶の全て
の航行区域で、法定備品として使用できます。

■生地：ナイロン コーデュラ500D, PVCターポリン
■重量：約470g
■浮力：7.5kg 以上 /24時間以上 (初期浮力約9kg)
■充気装置：ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)

ボンベが使用された場合は、返却時に別途ボンベ代金が
かかります。
着水しなくても、湿気の高い場所や車内に放置すると
ボンベが発動する場合がございます。
湿気にはご注意ください。

当日 ２泊３日

￥4,000￥3,000

■ ラムセス フローティングベスト フリーサイズ

当日 ２泊３日

￥2,000￥1,000

▲カラーは上記２種類からお選びください▲

国土交通省型式承認品（船検対応）

2 280000 0002332 280000 000240

2 280000 0002572 280000 000264

2 280000 0003942 280000 000400



■ NF-2380 ジュニアフローティングベスト S

身長目安：約90～110cm
浮力：約3.0kg

当日 ２泊３日

￥1,500￥500

▲カラーは上記３種類からお選びください▲

■ NF-2380 ジュニアフローティングベスト M

身長目安：約110～ 130cm
浮力：約4.0kg

当日 ２泊３日

￥1,500￥500

▲カラーは上記2種類からお選びください▲

■ NF-2380 ジュニアフローティングベスト L

身長目安：約130～ 150cm
浮力：約5.0kg

当日 ２泊３日

￥1,500￥500

▲カラーは上記2種類からお選びください▲

2 280000 0002712 280000 000288

2 280000 0002952 280000 000301

2 280000 0003182 280000 000325



■ NF-2380 ジュニアフローティングベスト LL

身長目安：約150～ 160cm
浮力：約6.0kg

当日 ２泊３日

￥1,500￥500

▲カラーは上記2種類からお選びください▲

■ VF-099V キッズボートベスト M

■調整や着せ付けも簡単なフロントバックル
■肩部に2カ所、反射材を採用
■万一の時を想定したホイッスル付き

当日 ２泊３日

￥2,500￥1,500

国土交通省型式承認品（船検対応）

■ VF-099V キッズボートベスト L

■調整や着せ付けも簡単なフロントバックル
■肩部に2カ所、反射材を採用
■万一の時を想定したホイッスル付き

当日 ２泊３日

￥2,500￥1,500

国土交通省型式承認品（船検対応）

2 280000 0003322 280000 000349

2 280000 0003562 280000 000363

2 280000 0003702 280000 000387


	表紙
	釣り用品1
	釣り用品2
	釣り用品3
	ライフジャケット1
	ライフジャケット2
	ライフジャケット3



