Nakachaaan! 舞台裏VOICE

テイル ウォーク

ソルティシェイプ ダッシュ シーバスゲーム

SALTYSHAPE DASH SEABASS GAME
SPEC

振り抜ける安心感を
優先したブランク
8フィート3インチから11フィート6インチまで
のシーバスロッドで全8モデル。ベイエリア、堤
防、河川、河口、干潟、磯とあらゆるシーバスゲ
ームをカバーする。2機種あるワインドモデルは
シーバスだけでなくタチウオにも最適。

モデル
87ML
90ML
90M
96M
106M
116MH"HIRA"
83Ｍ"WIND"
83MH"WIND"

全長
8ft7in
9ft
9ft
9ft6in
10ft6in
11ft6in
8ft3in
8ft3in

継数
2本
2本
2本
2本
2本
2本
2本
2本

自重
130g
135g
145g
155g
175g
235g
115g
120g

適合ルアーウエイト
5-24g
7-28g
10-35g
10-35g
10-40g
14-45g
7-24g
10-30g

適合ライン
PE0.5-1.2号
PE0.6-1.2号
PE0.8-1.5号
PE0.8-1.5号
PE0.8-2号
PE0.8-2.5号
PE0.6-1.2号
PE0.6-1.5号

ナ カ チ ャ ー ン

舞台裏

本体価格
16,500円
17,000円
17,500円
18,000円
19,000円
21,000円
16,500円
17,000円

テイルウォークのアイテムはどれも明確なコン
セプトがあり、 それぞれに心をくすぐられるメ
ッセージが込められている。このコーナーでは
開発担当のNakachaaan!が、ブログでは紹
介しきれないレアな話や開発の舞台裏を限界ト
ークでお届け。 今回語るのは、 あらゆる海の
ルアーフィッシングをカバーする『ソルティシェ
イプダッシュ』
のシーバスとショアジギロッドだ。

ソルティシェイプ ダッシュ ショアジグ

SALTYSHAPE DASH SHOREJIG
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◎Nakachaaan!が毎日更新するブログ「tailwalk開発日記」→http://blog.livedoor.jp/alphatackle
◎Nakachaaan!のバタバタな私生活!?をのぞくなら→Facebook「中村 宗彦」で検索。

ソルティシェイプ ダッシュシリーズに
シーバスとショアジギロッドが追加！

本体価格
18,500円
19,000円
19,500円
20,000円
21,000円

発日記」
ブログ、公式フェイスブッ
クなどでその全貌がイチ早く公開
されていますので、興味のある方
はぜひ！ もちろんこの連載でも
ディープに紹介します。

静岡県駿河湾や神奈川県相模湾で
仕事を含めてシイラ釣り。エキサ
イティングなオフショアキャステ
ィングゲームを楽しみました。ナ
イロンラインで挑んでみたり、タ
ックルバランスなどをいろいろと
試すことができました。汗をダク
ダクかきながら、腕がパンパンに
なり、手がプルプルするまで頑張
りましたよ。

ドラグ
MAX4.5kg
MAX4.5kg
MAX5kg
MAX5kg
MAX8kg

2015年秋も新製品続々。
ソルトの新製品が目白押し

シイラが釣
れまくり！
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適合ルアーウエイト
MAX50g
MAX50g
MAX65g
MAX65g
MAX100g

など個性を持つものから、バーサ
タイル性能に優れ、
あらゆるフィー
ルドや様々なルアーに適合する汎
用性の高いモデルがそろっています。
ブランクは軽さと強度を両立す
るため、
アンサンドフィニッシュ
（無
研磨・無塗装）
で軽量化しており、
バット部分には、カーボンテープ
を交差させて締め上げるＸラッピ
ングを施し、剛性を高めることで
ねじれや潰れを抑えています。
キャ
スト時に安心して思い切り振り抜
けます。
グリップは富士工業社製のＴＶ
Ｓリールシート（１１６ＭＨ ＨＩ
を採用し、
ＲＡ モデルのみDPS）
独創的なデザインに仕上げてあり

芦ノ湖漁協が主催するショアバスト
ーナメントで通称コムネ2号（ウチ
の次女）が3位入賞。250人の参加
者で湖畔もアングラーだらけでした
が、お兄さんたちの間に入れて頂き
ちゃっかり釣りました（喜）。タック
ルは、以前このコーナーで紹介した
「クローズドフェイスリール」です。
誰にでもカンタンに扱える利点を再
認識しました。

自重
245g
255g
250g
275g
270g

今回は『ソルティシェイプ ダッ
シュ』シリーズのシーバスゲーム
とショアジギです。この二つのカ
テゴリーがラインナップに加わり
ました。
シリーズのコンセプトは、
〝カン
タン・ハイスペック・実績〟
です。
カンタンとは手軽にお求めやすい
価格（２万円前後）で簡単に手に
取れるという意味です。
ハイスペッ
クは、その価格帯でできるだけ最
良のスペックを盛り込んでいます。
実績は、
テスターを始め多くのユー
ザーが数や大物を釣り上げている
という信頼の証です。
まずはシーバスロッド
『ソルティ
シェイプ ダッシュ シーバスゲー
ム』
。
シーバスとうたわれていますが、
マルスズキやヒラスズキだけでなく、
ヒラ メ やマ ゴチ な ど のフラット
フィッシュ、中型の青物、タチウ
オまで対応できる幅広いラインナッ
プを用意しました。ワインド専用

夏の思い出

継数
2本
2本
2本
2本
2本

株式会社エイテックのルアーブランド「テイルウォーク」の企画
開発マネージャーとして国内外を飛び回る。仕事柄あらゆるルア
ーフィッシングに挑戦し、大好きなバスフィッシングでは大会で
数々の実績を持つ一面も。ハンドルネームは「Nakachaaan!」。

ト半から フィート半のMH＆Ｈ
クラスのライトショアジギモデル
に加え、ブリなど大型青物の接岸
な ど に 対 応 で き る フィートの
XHもラインナップ。これからレ
ベルアップを考えているアングラー
をサポートします。
破断強度や安心感を優先した
〝粘
るブランク”をベースに、塗装を
施さないアンサンドフィニッシュ
で加工し、軽さと強度を意識しま
した。
暑さのピークも過ぎ、いよいよ
秋です。涼しい季節に向けての釣
りの準備は完璧でしょうか？ こ
の記事が掲載される頃にはベスト
シーズンに突入します。いろいろ
な意味で、実りある秋にしたいも
のですね。

そこまで言うの？

全長
9ft6in
10ft6in
9ft6in
10ft6in
10ft

中村宗彦（なかむら・むねひこ）

撮影・文／

ます。ガイドはステンレスフレー
ムのＳｉＣリングを採用した『Ｋ
ガイド』です。
続いてショアジギング用の『ソ
ルティシェイプ ダッシュ ショア
ジグ』
。
テイルウォークではこれまでシャ
ワーボム、オキナワマンビカ、マ
ンビカなど比較的ヘビーなショア
ジギロッドを手掛けてきました。
今回はテイルウォークが贈るス
タンダードなショアジギロッドの
決定版です。対象魚は、全国的な
人気魚種サバ、
シイラ、
ヒラメ、
シー
バス、ヒラスズキ、中・小型青物、
タチウオ、北海道エリアの海サク
ラマス、アメマスまで近海の身近
なファイターです。
手軽にエントリーできる９フィー

の

モデル
96MH
106MH
96H
106H
100XH

コムネ
号
が
シ
ョアトーナ
メントで表
彰台

Nakachaaan!

SPEC

2万クラスで驚異の実力！激戦価格帯で
勝負する「SALTYSHAPE DASH」

今年の夏も暑かったですね。ワ
タシは、神奈川県芦ノ湖で趣味の
バス釣りを始め、静岡県駿河湾で
オフショアのシイラゲーム、秋田
県男鹿半島で鯛ラバのマダイと根
魚釣りなどプロモーションを兼ね
たメディアのお仕事的 な釣りば
かり。でも、おかげさまでどれも
釣ることができました。
暑い夏といえば８月の４と５日、
エイテックと谷山商事さん合同の
釣り具受注展示会『グループエキ
シビションオーダーズ ゲオ２０１
５』というイベントも大いに盛り
上がりました。テイルウォークは
秋の新製品を発表です。
4
超が付く暑さのなか、足を運ん
で下さる取引先様、関連する業者
さん、テスターの皆さんには深く
感謝致します。販売店さん限定の
イベントなので、ファンの皆さん
にはお披露目できずに大変申し訳
ないのですが、東西の釣具店さん
から新製品の展示会のオファーも
たくさん頂きましたので、ご期待
下さい。ワタシも多くの方とお話
できるよう、スケジュールを調整
しま す（笑）
。開 催 予 定につきま
しては、テイルウォークのホーム
ページをチェックして下さいな。
秋はソルトの新製品が目白押し
です。テイルウォークオフィシャ
ルサイトや「tailwalk開

ライトから大型まで対応
9フィート6インチから10フィート6インチまで
の全5モデルのショアジギロッド。MHはライト
ショアジギモデルでサーフや堤防からのサバ、小
型青物、小型シイラなどに最適。Hはシイラ、青
物用で、50グラム前後のジグを操作しやすい。
XHは大型専用モデル。

2015年11月号掲載

Nakachaaan!

の

港区にある東京都産業貿易センター浜松町館でグループエキシビ
ションオーダーズ ゲオ2015が開催されました。当社スタッフの
柳沢輝夫、ワタシ、そしてテイルウォーカーでもあり、サンヨー
ナイロンのカリスマ営業マンでもある大澤康広さんと記念撮影

◎テイルウォークの製品情報については「テイルウォークオフィシャルHP」→tailwalk.jp
◎世界中のテイルウォーカーと情報交換ができる「テイルウォーク公式SNS」→Facebook（https://twitter.com/tailwalk_japan）
→Twitter（https://twitter.com/tailwalk_japan）
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