１８～１９ K-ZANワカサギPiCステンバネシリーズ価格表 ２０１８、７，８

本体価格（税別）
1 カクピク竿 シルバーステンバネ合わせ竿先、Mオモリ用 カラー コルク、レッド、イエロー、グリーン、ブルー
¥3,960
2 カクピク竿リール仕様 シルバーステンバネ合わせ高ガイド竿先、Mオモリ用 コルク、レッド、イエロー、グリーン、ブルー ¥4,620
3 カクピク竿DX ゴールドステンバネ合わせ竿先、Sオモリ用 カラー コルク、レッド、イエロー、グリーン、ブルー
¥3,960
4 カクピク竿リール仕様DX ゴールドステンバネ合わせ高ガイド竿先、Sオモリ用 コルク、レッド、イエロー、グリーン、ブルー ¥4,620
5 カクピク会津塗り竿 シルバーステンバネ研磨竿先SS～LL カラー会津玉虫ワインレッド、ブラック、イエローゴールド
¥6,900
6 カクピク会津塗り竿DX ゴールドステンバネ研磨竿先SS～４L 会津玉虫ワインレッド、ブラック、イエローゴールド
¥6,900
7 カクピク会津塗り純金蒔絵竿DX ゴールドステンバネ研磨竿先 ＳＳ～４Ｌ カラー ブラック、
¥9,300
8 丸ピク会津塗り純金蒔絵竿DX ゴールドステンバネ研磨竿先 ＳＳ～４Ｌ カラー 会津玉虫ワインレッド
¥9,300
9 浮き釣り竿ニギリ付 ゴールドステンバネ研磨竿先 １００ｍｍ M、L, LL カラー 会津玉虫ワインレッド、
¥7,150
11 糸巻き竿リールＤＸ １４０ｍｍ竿先 ゴールドステンバネ研磨竿高ガイドリール仕様竿先SS～４L
¥7,680
カラー、レッド、イエロー、オレンジ、グリーン、ピンク、パープル、ブラック
12 糸巻き竿リールＤＸ １８０ｍｍ竿先 （ゴールドステンバネ研磨竿高ガイドリール仕様竿先SS～４L）
¥8,580
カラー、レッド、イエロー、オレンジ、グリーン、ピンク、パープル、ブラック
13 手彫り会津桐竿 ゴールドステンバネ研磨竿先SS～４L カラー、ブラウン、カーキ
¥9,250
14 藤つる巻ニギリ付竿 (ゴールドステンバネ研磨竿先SS～４L）
¥11,200
15 手彫りダック桐竿 ゴールドステンバネ研磨竿先SS～４L カラー、ブラウン、カーキ
¥11,200
16 鯨カクピク会津塗り純金蒔絵竿 鯨ひげ研磨金ガイド竿先ＳＳ～ＬＬ カラー、ブラック
¥14,300
17 会津漆塗り純金高蒔絵竿 桧材木製 ゴールドステンバネ研磨金ガイド竿先 ＳＳ～４Ｌ (ショウルーム限定販売）
¥22,200
18
（カラー、ブラウン、カーキ）
19 桐電動リールK2 DX （新型 最軽量スプール、４WDトルクモーター）
¥22,600
（カラー、ブラウン、カーキ）
20
（新型 最軽量スプール、ハイスピードトルクモーター）
¥22,600
（カラー、ブラウン、カーキ）
21 竿先収納 桐箱ケース カラー、ブラウン焼き桐仕上げ
（限定商品)
¥8,800
23 ワカサギ会津桐タンス カラー、ブラウン桐仕上げ
（限定商品)
¥18,500
24 K-ZANワカサギフロロ ５０ｍライン(０．６号、０．８号）
¥950
25 K-ZANワカサギフロロ ５０ｍライン(０．４号）
¥1,130
26 K-ZANわかさぎナイロンプロト ３０ｍライン(０．４号、０．６号、０．８号）
¥800
27 K-ZANわかさぎナイロンプロト ５０ｍライン(０．４号、０．６号、０．８号）
¥1,080
28 K-ZANわかさぎナイロンプロトⅡ ３０ｍライン(０．４号、０．６号、０．８号）
¥800
29 K-ZANステッカー２０×９．５ｃｍ （カラー、ホワイト、モスグリーン、透明白文字、黒金文字）
¥670
30 K-ZANステッカー１２×５.７ｃｍ （カラー、黒金文字）
¥450
31 電動リール用 オートストッパー金具セット
（３セット入り）
¥230
32 電動リール、その他竿用 落下防止金具セット （５セット入り）
¥230
33 黒キャップ １７０ｍｍ×１５パイ 先竿収納ケース 丸パイプ
¥230
34 黒キャップ ２４０ｍｍ×１５パイ 先竿収納ケース 丸パイプ
¥260
35 黒キャップ ３００ｍｍ×１５パイ 先竿収納ケース 丸パイプ
¥300
36 黒キャップ ３５０ｍｍ×１５パイ 先竿収納ケース 丸パイプ
¥350
37 黒キャップ １６５ｍｍ×１０ｍｍ×１０ｍｍ 先竿収納ケース 角パイプ
¥300
38 黒キャップ ２００ｍｍ×１０ｍｍ×１０ｍｍ 先竿収納ケース 角パイプ
¥350
39 黒キャップ ３００ｍｍ×１０ｍｍ×１０ｍｍ 先竿収納ケース 角パイプ
¥410
40 黒キャップ ３５０ｍｍ×１０ｍｍ×１０ｍｍ 先竿収納ケース 角パイプ
¥460
グレイス電動リール DX

桐電動リールK３ DX

（新型

最軽量スプール）

ステンバネ研磨竿先 竿元キャップ付８ｍｍ、５ｍｍ選択

1 シルバーステンバネ研磨 低ガイド 竿先 １４０ｍｍ標準（SS～LL)
（限定商品)
2 シルバーステンバネ研磨 高ガイド 竿先 １４０ｍｍ標準（SS～LL)
（限定商品)
3 ゴールドステンバネ研磨 低ガイド 竿先 １００mm（M、L、LL）
4 ゴールドステンバネ研磨 低ガイド 竿先 １２０mm（SS～４L）
5 ゴールドステンバネ研磨 低ガイド 竿先 １４０mm標準（SS～４L）
6 ゴールドステンバネ研磨 高ガイド 竿先 １２０mm（SS～４L）
7 ゴールドステンバネ研磨 高ガイド 竿先 １４０mm標準（SS～４L）
8 ゴールドステンバネ研磨 高ガイド 竿先 １８０mm（SS～４L）
9 ゴールドステンバネ研磨 高ガイド 竿先 ２２０mm（SS～４L）
10 ゴールドステンバネ研磨 高ガイド 竿先 ２５０mm（SS～４L）
11 ゴールドステンバネ研磨 高ガイド 竿先 ２８０mm（SS～４L）
14 ゴールドステンバネ研磨 ０８ＨＩＢＡＲＡ 、ＳＰ 高ガイド ２００mm （Ｓ ）
（Premium 限定商品)
15 ゴールドステンバネ研磨 ＨＩＢＡＲＡ 、ＳＰⅡ 高ガイド ２００mm （Ｓ ）
（Premium 限定商品)
16 ゴールドステンバネ研磨 ＧＡＮＤＯＵ、ＳＰ 高ガイド ２００mm （ＳＳ ）
（Premium 限定商品)
17 ゴールドステンバネ研磨 NEW ＧＡＮＤＯＵ、ＳＰ Ⅱ 高ガイド ２００mm （ＳＳ ） （Premium 限定商品)
18 ゴールドステンバネ研磨 Ｈ．Ｇ ＬＴＤ 高ガイド 180mm （Ｓ＋ ）
（Premium 限定商品)
19 ゴールドステンバネ研磨 Ａ．Ｇ ＬＴＤ 高ガイド 160mm ３Ｓ＋（ＳＳＳ＋ ） （Premium 限定商品)
20 ゴールドステンバネ研磨 ＹＡＭＡＮＡＫＡ、ＳＰ ＹＯＵ ＹＯＵ 高ガイド ２００mm（Ｍ＋ ） （Premium 限定商品)
21 ゴールドステンバネ研磨 ＹＡＭＡＮＡＫＡ、ＳＰ ＤＡＳＨ 高ガイド ２００mm （Ｍ＋ ） （Premium 限定商品)
22 ゴールドステンバネ研磨 ５Ｇ ＧＯ ＧＯ 高ガイド ２4０mm （Ｌ L ）
（Premium 限定商品)
23 ゴールドステンバネ研磨 １０Ｇ ＧＯ ＧＯ 高ガイド ２4０mm （４ L ）
（Premium 限定商品)

ステンバネ合わせ竿先 竿元キャップ付８ｍｍ、５ｍｍ選択

24 シルバーステンバネ合わせ 低ガイド 竿先 Mの１種類
25 ゴールドステンバネ合わせ 低ガイド 竿先 Sの１種類
26 シルバーステンバネ合わせ 高ガイド 竿先 Mの１種類
27 ゴールドステンバネ合わせ 高ガイド 竿先 Sの１種類
28 シルバーステンバネ合わせ材
29 ゴールドステンバネ合わせ材

竿先キャップ

31 角型キャップ １０ｍｍ×１０ｍｍ角 （木製、切れ込み０．３ｍｍ）
32 丸型アルミキャップ ８A－３ （アルミ削り出し、切れ込み０．３ｍｍ）
33 丸型アルミキャップ ８A－４ （アルミ削り出し、切れ込み０．４ｍｍ）
34 丸型アルミキャップ ８B－３ （アルミ削り出し、切れ込み０．３ｍｍ）
35 丸型アルミキャップ ８B－４ （アルミ削り出し、切れ込み０．４ｍｍ）
36 丸型アルミキャップ ８B－５ （アルミ削り出し、切れ込み０．５ｍｍ）
37 丸型アルミキャップ １０A－３ （アルミ削り出し、切れ込み０．３ｍｍ）
38 丸型アルミキャップ １０A－４ （アルミ削り出し、切れ込み０．４ｍｍ）
39 丸型アルミキャップ ５Ｌ×９－３ （アルミ削り出し、切れ込み０．３ｍｍ）
40 丸型アルミキャップ ５Ｌ×１０－４ （アルミ削り出し、切れ込み０．４ｍｍ）
41 丸型アルミキャップ ５×１０－５ （アルミ削り出し、切れ込み０．５ｍｍ）
42 丸型アルミキャップ ５×６ （社外アタッチメント アルミ削り出し、切れ込みなし）
43 丸型アルミキャップ ４×６ （社外アタッチメント アルミ削り出し、切れ込みなし）
44 丸型アルミキャップ ５×６ ロング （社外アタッチメント アルミ削り出し、切れ込みなし）
45 丸型アルミキャップ ５×５mm穴 ロング （社外アタッチメント アルミ削り出し、切れ込みなし）

¥4,980
¥4,580
¥4,580
¥4,880
¥4,680
¥4,980
¥5,970
¥7,030
¥7,820
¥8,620
¥7,620
¥7,620
¥7,620
¥7,620
¥6,980
¥6,330
¥7,620
¥7,620
¥8,900
¥8,900

¥4,880

¥3,860
¥3,860
¥4,020
¥4,020
¥1,450
¥1,450
¥800
竿先にセット
竿先にセット
竿先にセット
竿先にセット
竿先にセット
竿先にセット
竿先にセット
竿先にセット
竿先にセット
竿先にセット
¥610
¥610
¥650
¥800

ステンレス無垢削り出しオモリ

1 ステンレスオモリ ３S （０．５ｇ） １個入り 自動ハリス止めセット
2 ステンレスオモリ SS （１．０ｇ） １個入り 自動ハリス止めセット
3 ステンレスオモリ S （１．５ｇ） １個入り 自動ハリス止めセット
4 ステンレスオモリ M （２．５ｇ） １個入り 自動ハリス止めセット
5 ステンレスオモリ L （４．０ｇ） １個入り 自動ハリス止めセット
6 ステンレスオモリ LL （５．０ｇ） １個入り 自動ハリス止めセット
7 ステンレスオモリ ３L （７．５ｇ） １個入り 自動ハリス止めセット
8 ステンレスオモリ ４L （１０ｇ） １個入り 自動ハリス止めセット
9 ステンレス２４金メッキオモリ ３Ｓ（ＳＳＳ）＋ （０．７５ｇ） １個入り ２４金メッキ 自動ハリス止めセット
10 ステンレス２４金メッキオモリ ＳＳ＋
（１．２５ｇ） １個入り ２４金メッキ 自動ハリス止めセット
11 ステンレス２４金メッキオモリ Ｓ＋
（２．０ｇ） １個入り ２４金メッキ 自動ハリス止めセット
12 ステンレス２４金メッキオモリ Ｍ＋
（３．２５ｇ） １個入り ２４金メッキ 自動ハリス止めセット

¥295
¥325
¥355
¥385
¥420
¥450
¥495
¥540
¥530
¥575
¥630
¥690

13 手釣り竿用 糸巻き材

¥450

手釣り竿用 糸巻き材
電動リール用部品

14 ワカサギ小型電動リール グレイス用 モーター、モーターシャフト、シリコンチューブ
15 オートストッパー用 Ａ マイクロスイッチ、タクトスイッチ
16 オートストッパー用 Ｂ マイクロスイッチ、タクトスイッチ、スライドスイッチ
17 電動リール用 メンテナンス用オイル

¥1,500
¥470
¥470
¥650

18 電動、手回し両用 アイスドリル標準アダプター
19 電動、手回し両用 アイスドリル、ロングアダプター
20 折り曲げタイプ用 アイスドリル電動使用時用アダプター
21 延長アダプター、６ｍｍ、8mmボルト用６角レンチ（８本）セット
22 延長アダプター用、６ｍｍボルト＆蝶ナットセット
23 延長アダプター用、８ｍｍボルト＆蝶ナットセット

¥13,500
¥14,500
¥3,600
¥500
¥150
¥200

アイスドリル、ロングアタッチメント

