HI-TIDE TZ S90ML

ウエーディングに特化し軽量級ル
アーまで扱うことができるテクニ
カルモデル。

秋になっても相変わらずバタバ
タな日々が続いています。さあ後
半戦！ 新製品の出荷も終わり
ホッとしたのもつかの間で、もう
来年、そして夏……と、先を見て
動かなければという恐怖心 を抱
いています。
夢を見ながら遠くを見つめる自
分と日頃の現実に追われる自分と
で、アタマのなかでスイッチがカ
チカチと音を立てて切り換わる。
ブッ壊れてしまいそうな雰囲気の
今日この頃です（笑）
。
まあそうはいっても大好きな釣
りとそれにまつわる道具の話なの
で、ぜいたくな悩み。ワタシや協
力してくれる仲間たちが〝釣りが
好き〟でいられるうちは、いろい
ろなことを提案していきますので
どうぞご安心を！
さて、テイルウォークのオフィ
シャルホームページ、ブログ「ｔ
ａｉｌｗａｌｋ開発日記」
、テイ
ルウォーク公式ＳＮＳなどでも、
今秋の新製品を続々とご紹介させ
て頂いておりますが、各方面から
多くの反応を頂いております。
なかでもチタンフレーム＆トル
ザイトリングのガイドを搭載した
ショアシーバスロッドのフラッグ
シ ッ プ モ デ ル『Ｈ Ｉ ‐ Ｔ Ｉ Ｄ Ｅ
ＴＺ（ハイタイドＴＺ）の発表は、
大きな反響を呼びました。この号
が発売される頃には最終調整を終
ＣリングをPEラインと相性抜群
えてちょうどリリースのタイミン
のＫ・Ｒコンセプトでセッティン
グ。そこで今回は、ハイタイドＴ
グ。振り抜け時のブレも少なく、
Ｚについてご紹介致します。
感度も抜群です。
ハイタイドＴＺの存在を知った
グリップやリールシートを含め
シーバスフリークの皆さんからは
てブラックを基調としたレーシン
『Ｍ Ｏ Ｏ Ｎ Ｗ Ａ Ｌ Ｋ Ｅ Ｒ Ｓ Ｅ Ａ
グなデザイン。素材やパーツをふ
ＢＡＳＳ（以下ムーンウォーカー
んだんに使いながら、手軽な価格
シーバス）』と何が違うの？とい
を追求しています。通常３万円前
うお問い合わせを頂いております。 後の価格帯では、ここまでしない
さすがはファンの方々。そのあた
であろうスペックを盛り込んだテ
りについても触れてみようと思い
イルウォークらしい代表作になり
ます。
ました。
まずは、ムーンウォーカーその
カリスマアングラーによる宣伝
ものについて。現在シリーズとし
や後押しはありませんが、発売し
てシーバス、エギング、メバル、
てから間もなく「口コミ」で良さ
アジ用ロッドがラインナップされ
が広がり、今も変わらずコンスタ
ており、シーバス用は２０１３年
ントに売れ続いています。道具の
春に登場しました。
本質を見極められるユーザーの皆
「素材の良さ」「デザイン」「バラン
さんが純粋に〝モノで評価〟した
ス」「良いものを手軽に！」をテー
結果であると実感しています。
マに掲げ、当時の自分たちができ
ワインドからサーフまで対応す
る環境のなかですべてを盛り込み
る５アイテムがあり、磯も意識。
ました。
青物まで耐えるといったスペック
ブランクはルアーを弾き飛ばす
表記以上のパワーとフィーリング、
勢いに負けないよう、トップセク
そして手軽さが日本国内のみなら
ションまでカーボンシートをＸ状
ず海外でも受け入れられています。
に巻いたＸラッピングが施されて
います。バットセクションは 軸 高 弾 性 カ ー ボ ン を 採 用 し、
補強の採用など、ねじれや潰れが トルザイトガイドを搭載
抑えられ、大型を引き寄せるトル
続いては満を持してハイタイド
クがあります。
ＴＺの登場です。
ガイドはチタンフレーム＆Ｓｉ

分かりやすさを
優先したカテゴライズ

4

多いのか？ それとも少ないのか？ それ
は情報に敏感な皆さんのほうが詳しいかもし
れませんが、テイルウォークの秋の新製品を
フツーに用意したはずなのにラインナップが
「そんなにたくさんあるのですか!?」と釣具
店さんやお客さんに驚かれました。
これでも少なくなったほうなんですけど
ね。テイルウォークの品数が多く感じるの
は、細分化されているからなのでしょう。ソ
ルト、ブラックバス、トラウトとカテゴリー
が分けられており、ソルトではターゲット
（魚種）別に分けられ、更にプロスペック
（最上級）、スタンダードモデルと価格ラン
クと分けているので、実は大したアイテム量
ではありません。
皆さんが少しでも長く使って頂けるよう、
分かりやすくしています。ロッドもリールも
ルアーもラインも道具は使い分けです。皆さ
んの環境に合ったテイルウォークを酷使して
頂けたら幸いです。
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◎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）

最上級素材がぜいたくに投入された
金属的フィーリングのシーバスロッド

名前の通り〝ハイタイド＝満潮〟
で す（笑）
。ブ ラ ン ク、ガ イ ド、
そしてグリップやリールシートを
装飾するメタルパーツに至るまで、
無数にある素材のなかからコスト
を考えずにぜいたくに選びました。
ムーンウォーカーシーバスより
も〝更に！ もっと 〟を目指し
良い素材だけを集めて組み上げた
ものです。
振り抜いたときにロッドをブレ

にくくし、戻りの速さを引き出す
夜に回遊や時合を待ってひたす
ために高弾性のブランクを開発。
らロッドを振り続けるスタイルだ
ブランクのレスポンスを最大限に
からこそ、圧倒的な情報を収集で
引き出すためガイドはチタンフレー
きる感度を求め、カリカリの金属
ム＆トルザイトリングを搭載。小
のようなフィーリングを表現した
口径にして足を低くするなどオリ
のです。
ジナルのセッティングを採用。ね
ムーンウォーカーシーバスは、
じれを押さえ、抜群の感度に仕上
ワインド、河川、サーフ、更に磯
がり、キャストフィーリングなど
までを意識した汎用の高い、ガン
が向上しました。
ガン使えるエクストリームロッド。
河川や干潟など流れのある場所
対してハイタイドＴＺは、シー
で釣りをするシーバスゲームでは、 バスを釣り上げる上で必要な要素
流れの変化を釣ることが多い。
を追い求めたレーシング仕様に
流れの抵抗を受けてねじれやす
なったと思います。
くなりますが、前述の通りハイタ
スペック表だけでは分からない
イドＴＺはそれが抑えられるので 「フィーリング」「響き」を店頭や
感度が良く、シーバスのいる流れ
イベント、そしてフィールドでぜ
を見付けやすいというわけです。
ひ体感して頂きたいイチ押しの
また、ウエーディングしていると
ロッドです。
きラインがティップに絡まると相
ムーンウォーカーシーバスとハ
当なストレスになるので、糸絡み
イタイドＴＺでぜいたくの表現が
しにくいように調整。これらは同
こんなに違うという、
テイルウォー
じ動作で釣り込んでいるアング
クならではのパフォーマンスを感
ラーからの要求でした。
じて下さい。

そこまで言うの？

◎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。
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Nakachaaan!

石井 栄治氏
加藤 友
章氏

!!

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!」。

激戦区の東京湾では石井栄治さん、日本海ではビ
ッグワン連発!?の加藤友章さんに協力を頂きテ
ストを続けてきました。ちなみに加藤さんは
96MLで90クラスを仕留めています

Nakachaaan!
の

HI-TIDE TZ──
良い素材だけを贅沢に組み上げた傑作
撮影・文／

中村宗彦（なかむら・むねひこ）

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、 秋の新製品・第
2弾トルザイトガイドを搭載したシーバスロッド
のフラッグシップモデル『ハイタイドTZ』だ。
本体価格
39,000円
40,000円
42,000円
適合ライン
PE0.5-1.2号
PE0.6-1.5号
PE0.8-2号
適合ルアーウエイト
7-24g
9-30g
12-35g
自重
140g
155g
185g

ナ カ チ ャ ー ン

HI-TIDE TZ

継数
2本
2本
2本
全長
9ft
9ft6in
10ft3in

HI-TIDE TZ S103M

SPEC
港湾、沖堤防、サーフなど大場所
で25グラム前後のバイブレーシ
ョンやテイルスピンジグも扱える
余力を持つ。
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モデル
S90ML
S96ML
S103M

磯、河口、サーフなど遠投が必要
なフィールドに対応する。やや大
型のシンペンや30グラム前後の
バイブレーションまで対応。

舞台裏
HI-TIDE TZ S96ML

2015年12月号掲載

Nakachaaan! 舞台裏VOICE

