瀧TZ』が金賞。これらの受賞は
ロッドを世に送り出す者として、
最高にうれしいご褒美でした。

周年記念限定モデルや
新製品が続々登場予定！

テイルウォークはおかげさまで 周年！
ご愛用頂く皆さんへ心より御礼申し上げます。
明けましておめでとうございま
す。２０１６年、テイルウォーク
はおかげさまで、めでたく 周年
を迎えることができました。
テイルウォークの製品を愛用す
る全国のテイルウォーカーの皆さ
ん、製品を世に送り届けて下さる
取扱店や代理店さん、タックルの
良さを分かりやすく伝えてくれる
ＳＡＬＴＹ！編集部の皆さんを始
めとする各媒体。そしてテストや
販促活動など、こちらのサポート
以上の協力をして下さるテスター
の方々と釣り仲間の皆さんに心よ
り御礼申し上げます。本当にあり
がとうございます。
まだまだな 年ですが、立ち上
げ当初とは比較にならないほどの
ノウハウや経験、想い、つながり、
魚、
そして世界が今のテイルウォー
クにはあります。
一つ一つが大きなウネリとなり

CAMPY

明けま
して
おめで
とう
ござい
ます！
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センが、基本姿勢は変えません。
「 や っ ぱ り キ タ か ！」「 そ う キ タ
か 」と皆さんの期待と良い意味
での裏切りを狙います（笑）
。
年明け早々から釣り具業界はと
ても忙しい時期に突入します。ワ
タシもその流れに飲まれながらバ
タバタな生活がスタート。
ロッドは、投げやすいスムーズ
毎年恒例の新製品を発表する東
なアクションに設計。お子さんや
京、大 阪 の 業 者 さ ん 向 け の エ イ
女性でも扱いやすい５フィートと
テック大展示会＆受注会『ニュー
５フィート６インチを予定してい
コレクション・エキシビション・
ます。
オーダーズネオ２０１６』を皮切
ブラックバスやブルーギル、
ロッ
りに名古屋ルアーフェスティバル
クフィッシュ、トラウト、チョイ 『キープキャスト』や地方展示会
投げなどあらゆる釣りで使って頂
などイベントが続きます。今年は
けると思います。
感謝の意味を込めてプレゼントや
コムネに「今度、こんなロッド
小ネタを用意し、各地を巡ろうと
を作ろうと思うんだ〜」とサンプ
思っています。
ルを見せたときに
「ありがとう！」
新製品は先にご紹介した通りで
と言ってくれたカワイイロッドで
すが、テイルウォークファンの皆
す。ぜひお子さんや彼女、奥様と
さんがムラムラくるような th
ANNIVERSARY限定モデ
釣りを楽しんで下さい。
ルにご期待下さい。
──２０１６年のテイルウォーク
今年も１〜 月の前半は強烈な
の抱負は？
スケジュールになるかと思います
何か新しいことを！な〜んてコ
が、ぜひ応援して下さいませ!
メントを期待されていたらスミマ
6

美談にしたり格好つけたりでき
動き始めている感じがしますし、
ないので正直に言いますと、最初
これから先へばく進するためのエ
の数年は全くのノーカンジ
（泣）
。
ネルギーになると信じています。
通過点ではありますが、最高の 「テイルウォークって何？」「知ら
ない」なんてボロカスに言われた
タイミングでアニバーサリーを迎
こともあります（笑）
。
えられました。精度を高める意識
気持ちの整理もできず忙しさに
や努力、自由な発想、皆さんへの
かまけて、時間だけが流れること
新しい提案。この先 年もおごる
もありました。大人の事情に飲み
ことなく、フィールドで受け止め
込まれたり、迷ったり流されたり
る自分たちの感覚やテイルウォー
クにかかわるすべての方々を信じ、 ……。
でも、あるとき「何が欲しいの
一歩ずつ確実に前進していきます。
か ？」「自 分 た ち は 何 が し た い の
ルアーフィッシングという皆さ
か？」「何を大切にしなければなら
んが大切にする〝その瞬間〟にテ
ないのか？」と自分たちの心に正
イルウォークがいつまでもお供で
直に問い掛けたとき、迷いがスッ
きますよう、頑張っていきます。
キリなくなりました。
そこで今回は趣向を変え、編集
そこから、なんとなく流れが変
部に寄せられた質問やメッセージ
わった気がします。
釣りと同じで、
にお答えします。
（笑）
。
── 周年おめでとうございます。 迷ったら良い結果は出ません
この期間にどんな思い出がありま
今では国内にとどまらず海外の
したか？
アングラーからも純粋に「道具」
として期待・支持されています。
見ず知らずのブランドを受け入
れてくれ、専用ロッドという枠を
気にせずに釣りを楽しんでいる海
外の方々に認めてもらえたのは、
うれしい限りです。
ヨーロッパフィッシングタック
ルショーＥＦＴＴＥＸ』で２０１
４年にアジングロッドの『アジス
トTZ』が銀賞、２０１５に年エ
リアトラウトロッド『シルバーナ

10
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tailwalk ANNIVERSARY─
誕生からの10年とこれからの10年
撮影・文／

中村宗彦（なかむら・むねひこ）

それからお祭り的な要素として、 ＬＡＮ ＷＩＤＥＰＯＷＥＲ th
「ソルティシェィプダッシュ」シ ‐ＬＴＤ』が出ます。
その他２０１６年の新製品とし
リーズのピンクカラーです。オフ
ショアキャスティング、
ジギング、 て、ソルティシェイプダッシュシ
リーズに『ソルティシェイプダッ
鯛ラバ、ライトジギング、スロー
シュ イカメタル』などの追加カ
ピッチという人気のカテゴリーか
テゴリー、更にスピニングのクロ
ら モデルずつチョイス。
シオのハイギアモデル『Ｋｕｒｏ
以前にもご紹介した女性アング
ｓ ｈ ｉ ｏ HGX』を 予 定 し て い
ラ ー の kuu ち ゃ ん や な お ち ん
ます。今後このページで詳しくご
（井上直美さん）たちが楽しく使
紹介しますので、どうぞお楽しみ
えるロッドを狙いました（笑）
。
に！
ピンクって意外にも男性にも人気
──テイルウォークの新たな提案
あるんですよ。
があるようですが？
続いてリール。ベイトのエラン
テイルウォークも 周年（やっ
シリーズのワイドパワーにカーボ
ぱり言わせて下さい［笑］
）なの
ンパワーハンドルが搭載された『Ｅ
で“これからの 年”“
これからの
アングラー”のことを考えていき
たいという思いから、一つの提案
として“クローズドフェイスリー
ルのセット”を４月にリリースし
ます。名前はＣＡＭＰＹ（キャン
ピー）
。
「遊べる！」
＝ＣＡＮ、
「シ
ン プ ル」＝ SIMPLE、
「カ ン
タン」＝EASYを組み合わせた
造語です。
キャワいい響きでしょ？ 以前
にもこのページで紹介させて頂い
たウチのコムネ（ワタシの子供）
たちも愛用しているタックルです。
これならトラブルなく投げられる
ので、釣りの経験がなくても５分
でキャストできるようになります
し、面倒を見るお父さんや彼氏も
ラクできるかも♪
スポットへきちんと投げられた
喜びや、投げて釣った喜びを分か
ち合えるのではないでしょうか。
10

10
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56
◎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）
◎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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── 周年記念モデルはリリース
されますか？
もちろんです！ では早速、
ロッ
ドから（笑）
。注目は「アジスト
ＴＺ」
の限定モデル。
要望が多かっ
た完全センターカットの２ピー
ス、絶妙なバランスになるよう長
さも少し変えてあります。デザイ
ンも変更していて、黒と赤がアヤ
しくてカッコイイですよ。
AJIST TZ 10th-LTD

2016年の新製品が続々。専用ロッドと
クローズドフェイスリールがセットにな
ったキャンピーはC50L-Pi、C56L-Re
の2モデル、クロシオのハイギアモデル
は33HGX、 43HGX、 53HGX、
63HGXの4モデルをリリース

10

10

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!」。

10thアニバーサリー限定モデルは、アジストTZは510/SL、63/SL、68/SLの3モデル、
ソルティシェイプ ダッシュはOFFSHORE CASTING S70M、JIGGING S63/180、
TAIRUBBER 67ML/FSL、L-JIGGING C63ML、SPJ633の計5モデル、エランワイ
ドパワーは右ハンドルの71BRと左ハンドル71BLの2モデルが登場します

ナ カ チ ャ ー ン

Nakachaaan!
10

tailwalk 10th anniversary limited

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。今回は、 テイルウォークの10
周年を記念し、これまでを振り返り10年先へ
の新たな提案について語る！
ELAN
WIDEPOWER 10th-LTD

テイル ウォーク

の

今年はテイルウォーク10周年です。魚も
バシバシ釣りたいですし、皆さんに「キタ
ーっ！」と思って頂けるような製品をお届
けできたらなぁと思います

Kuroshio HGX

舞台裏
1

SALTYSHAPE
DASH 10th-LTD

2016年3月号掲載

Nakachaaan! 舞台裏VOICE

