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おり釣具オリジナル商品＆セット価格表

船釣り関連

商品コード

商品名

220117-m

ディープアミティ ライトゲーム 195M

\12,000

ori-205f73-954040

SeaMastug FuneF 73 205 S

\26,800

標準小売価格(税抜)

ori-205f73-954057

SeaMastug FuneF 73 205 M

\26,800

ori-205f73-954064

SeaMastug FuneF 73 205 MH

\30,800

ori-205f73-954071

SeaMastug FuneF 73 205 H

\30,800

ori-205f73-954088

SeaMastug FuneF 73 205 HH

\34,800

ori-205r64-954019

SeaMastug FuneR 64 205 M

\26,800

ori-205r64-954026

SeaMastug FuneR 64 205 MH

\30,800

ori-205r64-954033

SeaMastug FuneR 64 205 H

\30,800

ori-230f73-954101

SeaMastug FuneF 73 230 MH

\33,000

ori-230f73-954118

SeaMastug FuneF 73 230 H

\33,000

ori-230f73-954125

SeaMastug FuneF 73 230 HH

\37,800

ori-953579

SeaMastug Solid Sharp 165-100

\8,500

ori-953586

SeaMastug Solid Sharp 130-100

\6,980

ori-956549

GRAND EVO Version F セット用デカ当て

\1,980

ori-957010

青物キリング TypeC 195-100

\21,800
\22,500

ori-957027

青物キリング TypeC 195-150

ori-957041

コンパクト シャローネクスト 小船FF 180

\10,800

ori-958789

おり釣具 船竿 青物用 グラスソリッド ロッド 二代目 青物キリング TypeC 195-200号

\23,800

ori-959663

アジ専用軟調船竿 Seamastug Scute船 鯵 185-50

\11,280

ori-959670

アジ専用軟調船竿 Seamastug Scute船 鯵 185-80

\11,280

ori-akd01
ori-aomono190-100-950158

オリジナルアルミスペーサーデカ当て

ブラック・ゴールド

\1,980

二代目 青物キリング190-100号/BLACK

\21,800
\22,500

ori-aomono190-150-950165

二代目 青物キリング190-150号/BLACK

ori-aomono190-200-950172

二代目 青物キリング190-200号/BLACK

\23,800

ori-aomono190-300-950189

二代目 青物キリング190-300号/BLACK

\28,000

ori-aomono190-400-950684

二代目 青物キリング190-400号 BLACK

\31,800

ori-aomono190-500-950691

二代目 青物キリング190-500号 BLACK

\31,800

ori-aomono220-100-950196

二代目 青物キリング220-100号/BLACK

\24,000

ori-aomono220-150-950202

二代目 青物キリング220-150号/BLACK

\26,000

ori-aomono220-200-950219

二代目 青物キリング220-200号/BLACK

\27,800

ori-aomono220-300-950226

二代目 青物キリング220-300号/BLACK

\30,800

ori-aomono220-400-950707

二代目 青物キリング220-400号 BLACK

\34,000

ori-aomono220-500-950714

二代目 青物キリング220-500号 BLACK

\34,000

ori-bgsp165-780056

青物キリング ビッグゲームスペシャル165-300

\44,800

ori-bgsp165-780063

青物キリング ビッグゲームスペシャル165-400

\44,800

ori-bgsp-780070

青物キリング ビッグゲームスペシャル180-300

\44,800

ori-bgsp-780087

青物キリング ビッグゲームスペシャル180-400

\44,800
\12,800

ori-ex-959632

Seamastug Ex Solid Fune 180

ori-ex-959649

Seamastug Ex Solid Fune 180

\12,800

ori-ex-959656

Seamastug Ex Solid Fune 180

\12,800

ori-next-952305

Shallow Next小船 165

\9,800

ori-next-952312

Shallow Next小船 165

\9,800

ori-next-952329

Shallow Next小船 180

\9,800

ori-next-952336

Shallow Next小船 180

\9,800

ori-next-952343

Shallow Next小船 195

\10,500

ori-next-952350

Shallow Next小船 195

\10,500

ori-next-952367

Shallow Next小船 220

\10,500

ori-next-952374

Shallow Next小船 220

\10,500

ori-sharp180-953487
ori-sharp180-953517

シーマスタッグ ソリッドシャープ 180cm 30号
シーマスタッグ

ソリッドシャープ

180cm

50号

\8,800
\8,800

ori-sharp180-953548

シーマスタッグ ソリッドシャープ 180cm 80号

\8,800

ori-sharp195-953494

シーマスタッグ ソリッドシャープ 195cm 30号

\9,500

ori-sharp195-953524

シーマスタッグ ソリッドシャープ 195cm 50号

\9,500

ori-sharp195-953555

シーマスタッグ ソリッドシャープ 195cm 80号

\9,500

ori-sharp220-953500

シーマスタッグ ソリッドシャープ 220cm 30号

\9,800

ori-sharp220-953531

シーマスタッグ ソリッドシャープ 220cm 50号

\9,800

ori-sharp220-953562

シーマスタッグ ソリッドシャープ 220cm 80号

\9,800

おり釣具オリジナル商品＆セット価格表

フライデー

商品コード

商品名

150015

FridayEging8.0F

\4,780

150017

フライデー アジ＆メバル 73ML

\4,780

標準小売価格(税抜)

ori-087726

フライデー ロッドスタンド 16本

\4,600

ori-780094

フライデーコンパクト アジ メバル 振出 7.3ft 新カバータイプ

\4,780
\2,480

ori-780353

フライデー ロッドスタンド ライトS

ori-780360

FRIDAY TROUT SPIN 602UL

\4,980

ori-950523

フライデー アジ＆メバル MJ-682

\4,480

ori-951964

Friday バンブー ロッドスタンド 12本

\5,680

ori-953616

フライデー マルイカ 150

\5,980

ori-953623

フライデー船タコ 160H

\7,480

ori-953630

フライデー アカイカ 150

\5,480

ori-953647

フライデー アカイカ 180

\5,880

ori-953654

フライデー イカメタル 662M

\6,980

ori-953661

フライデー イカメタル 702M

\6,980

ori-953722

フライデー タイラバ 652Ｍ

\6,980

ori-953814

フライデー コンパクトロッドケース60

\2,400

ori-953821

フライデー コンパクトロッドケース80

\2,600

ori-953845

FRIDAY 一つテンヤ 240S-MH

\6,980

ori-953852

フライデー船タチウオ 180M 30～60号

\7,480

ori-953869

フライデービシ釣り 180

\6,800

ori-955122

Friday 超小継玉の柄セット 500

\7,500

ori-955139

Friday 超小継玉の柄セット 450

\7,200

ori-955382

Friday タコリール PE4号

\6,500

ori-955399

Friday タコリール PE8号

\6,200

ori-955450

コスパ最強タイラバ3色セットフライデータイラバ60g 3色セット

\1,500

ori-955535

ライトゲームに最適 FRIDAYアジングネット

\1,900

ori-955696

FRIDAY TROUT SPIN 602UL ピンク

\4,280

ori-957072

Friday SHOREJIGING FSJ-96M-2

\7,980

ori-957089

Friday SHOREJIGING FSJ-96M-3

\8,680

ori-957096

おり釣具オリジナル エギ5本 セット

\1,500

ori-frishinkai-958697

Friday深海220cm-MAX250号

\8,800

ori-frishinkai-958703

Friday深海220cm-MAX350号

\8,800

ori-jg-959595

Friday Jigging FJB-63MH

\11,800

ori-jg-959601

Friday Jigging FJS-63MH

\11,800

ori-jg-959618

Friday Jigging FJB-60H

\11,800
\11,800

ori-jg-959625

Friday Jigging FJS-60H

ori-mobile-956525

Friday Mobile Bass FDM-685B

\5,480

ori-omorig-958598

Friday フライデー オモリグ 68H

\7,280

ori-omorig-958604

Friday フライデー オモリグ 68MH

\7,280

ori-otoshikomi-958505

Friday 落とし込み 200-80

\9,800

ori-otoshikomi-958512

Friday 落とし込み 200-120

\9,800

ori-waka-21-959182

Friday Wakasagi-21S

\1,680

ori-waka-21-959199

Friday Wakasagi-21SS

\1,680

ori-waka-21-959205

Friday Wakasagi-21SSS

\1,680

ori-waka-27-959212

Friday Wakasagi-27M

\1,780

ori-waka-27-959229

Friday Wakasagi-27S

\1,780

ori-waka-27-959236

Friday Wakasagi-27SS

\1,780

ori-waka-27-959243

Friday Wakasagi-27SSS

\1,780

ori-waka-32-959250

Friday Wakasagi-32M

\1,980
\1,980

ori-waka-32-959267

Friday Wakasagi-32S

ori-waka-32-959274

Friday Wakasagi-32SS

\1,980

ori-waka-32-959281

Friday Wakasagi-32SSS

\1,980

おり釣具オリジナル商品＆セット価格表

ランディングネット関連

商品コード

商品名

190140

ランディングシャフト Red Larcal 260

\5,980

190141

ランディングシャフト Red Larcal 300

\6,580

標準小売価格(税抜)

190138-350

小継玉の柄 BLUE LARCAL 350

\6,000

190138-400

小継玉の柄 BLUE LARCAL 400

\6,300

190138-450

小継玉の柄 BLUE LARCAL 450

\6,800

190138-500

小継玉の柄 BLUE LARCAL 500

\7,800

190138-550

小継玉の柄 BLUE LARCAL 550

\8,000

190138-600

小継玉の柄 BLUE LARCAL 600

\8,500

190151black

ランディングネットM オーバルフレーム 黒

\3,000

190151blue

ランディングネットM オーバルフレーム 青

\3,000

190151purple

ランディングネットM オーバルフレーム 紫

\3,000

190151red

ランディングネットM オーバルフレーム 赤

\3,000

190154black

ランディングネットS 黒 オーバルフレーム

\1,980

190154Purple

ランディングネットS パープル オーバールフレーム

\1,980

190155black

ランディングネットＬ ブラック オーバルフレーム

\3,500

190155blue

ランディングネットＬ ブルー オーバルフレーム

\3,500

190155purple

ランディングネットＬ パープル オーバルフレーム

\3,500

190155red

ランディングネットＬ レッドオーバルフレーム

\3,500

190156-50

Larcal 手すき 3段 磯替網 ブルー 50cm/

\2,980
\2,980

190156-55

Larcal 手すき 3段 磯替網 ブルー 55cm/

190157-50

Larcal 手すき 2段 磯替網 ゴールド 50cm

\2,980

190157-55

Larcal 手すき 2段 磯替網 ゴールド 55cm

\2,980

190159-blue

オーバールフレームランディングネットSブルー

\1,980

190159-red

オーバールフレームランディングネットS レッド

\1,980

ori-087405

小継玉の柄 SeaMastug Landing Pole 240

\4,980

ori-087412

小継玉の柄 SeaMastug Landing Pole 300

\5,480

ori-087429

小継玉の柄 SeaMastug Landing Pole 360

\5,980

ori-951445

四つ折りランディングネット L ガンメタ

\3,600
\3,600

ori-951452

四つ折りランディングネット L ブルー

ori-951469

四つ折りランディングネット L パープル

\3,600

ori-951858

超小継 フライデー イカギャフ 300

\4,500

ori-955344

四つ折り ランディングネット M ブルー

\3,450

ori-955351

四つ折り ランディングネット M レッド

\3,450

ori-955368

四つ折り ランディングネット M ガンメタ

\3,450

ori-955375

四つ折り ランディングネット M パープル

\3,450

ori-955498

ジョイント一体型ランディングネットS

\2,480

ori-955504

ジョイント一体型ランディングネットM

\2,880

ori-955511

ジョイント一体型ランディングネットＬ

\3,580

ori-956457

超小継 フライデー イカギャフ 400

\5,980

ori-958741
ori-958758
ori-958765

セット専用ジョイント
セット専用ジョイント
セット専用ジョイント

ORI JOINT ガンメタ

\3,000

ORI JOINT ブルー

\3,000

ORI JOINT パープル

\3,000

sip-netset01-l-bk

ランディング3点セット ブラックセット BLUE LARCAL 玉ノ柄600+ランディングネットL+ジョイントパーツ ブラック

\15,000

sip-netset01-l-bl

ランディング3点セット ブルーセット BLUE LARCAL 玉ノ柄600+ランディングネットL+ジョイントパーツ ブルー

\15,000

sip-netset01-l-pur

ランディング3点セット パープルセット BLUE LARCAL 玉ノ柄600+ランディングネットL+ジョイントパーツ パープル

\15,000

sip-netset02-l-bk

ランディング3点セット ブラックセット BLUE LARCAL 玉ノ柄550+ランディングネットL+ジョイントパーツ

\14,500

sip-netset02-l-bl

ランディング3点セット ブルーセット BLUE LARCAL 玉ノ柄550+ランディングネットL+ジョイントパーツ

\14,500

sip-netset02-l-pur

ランディング3点セット パープルセット BLUE LARCAL 玉ノ柄550+ランディングネットL+ジョイントパーツ

\14,500

sip-netset03-l-2

ランディング2点セット BLUE LARCAL 玉の柄 5M + ランディングネットL レッド

\12,000

sip-netset03-l-bk

ランディング3点セット ブラックセット BLUE LARCAL 玉ノ柄500+ランディングネットL+ジョイントパーツ

\14,300

sip-netset03-l-bl

ランディング3点セット ブルーセット BLUE LARCAL 玉ノ柄500+ランディングネットL+ジョイントパーツ

\14,300

sip-netset03-l-pur

ランディング3点セット パープルセット BLUE LARCAL 玉ノ柄500+ランディングネットL+ジョイントパーツ

\14,300

sip-netset03-l-red

ランディング3点セット BLUE LARCAL 玉の柄 5M + ランディングネットL レッド + タモジョイント レッド

\14,300

sip-netset04-m-bk

ランディング3点セット ブラックセット BLUE LARCAL 玉ノ柄600+ランディングネットＭ+ジョイントパーツ

\14,500
\14,500

sip-netset04-m-bl

ランディング3点セット ブルーセット BLUE LARCAL 玉ノ柄600+ランディングネットＭ+ジョイントパーツ

sip-netset04-m-pur

ランディング3点セット パープルセット BLUE LARCAL 玉ノ柄600+ランディングネットＭ+ジョイントパーツ

\14,500

sip-netset05-m-bk

ランディング3点セット ブラックセット BLUE LARCAL 玉ノ柄550+ランディングネットＭ+ジョイントパーツ

\14,000

sip-netset05-m-bl

ランディング3点セット ブルーセット BLUE LARCAL 玉ノ柄550+ランディングネットＭ+ジョイントパーツ

\14,000

sip-netset05-m-pur

ランディング3点セット パープルセット BLUE LARCAL 玉ノ柄550+ランディングネットＭ+ジョイントパーツ

\14,000

sip-netset06-m-bk

ランディング3点セット ブラックセット BLUE LARCAL 玉ノ柄500+ランディングネットＭ+ジョイントパーツ

\13,800

sip-netset06-m-bl

ランディング3点セット ブルーセット BLUE LARCAL 玉ノ柄500+ランディングネットＭ+ジョイントパーツ

\13,800

sip-netset06-m-pur

ランディング3点セット パープルセット BLUE LARCAL 玉ノ柄500+ランディングネットＭ+ジョイントパーツ

\13,800

sip-netset31-4l

小継タモ 四つ折り網L 3点セット BLUE LARCAL550 ガンメタセット

\14,600

sip-netset42

ショアソルト専用 ランディングセット BLACK LARCAL500 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット ガンメタ

\15,300
\15,500

sip-netset43

ショアソルト専用 ランディングセット BLACK LARCAL 550 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット ガンメタ

sip-netset44

ショアソルト専用 ランディングセット BLACK LARCAL 600 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット ガンメタ

\16,000

sip-netset45

ショアソルト専用 ランディングセット BLACK LARCAL500 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット パープル

\15,300

sip-netset46

ショアソルト専用 ランディングセット BLACK LARCAL550 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット パープル

\15,500

sip-netset47

ショアソルト専用 ランディングセット BLACK LARCAL600 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット パープル

\16,000

sip-netset49

ショアソルト専用 ランディングセット BLACK LARCAL500 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット ブルー

\15,300

sip-netset50

ショアソルト専用 ランディングセット BLACK LARCAL550 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット ブルー

\15,500

sip-netset51

ショアソルト専用 ランディングセット BLACK LARCAL600 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット ブルー

\16,000

sip-netset52

ショアソルト専用 ランディングネット セット BLACK LARCAL500 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット

\15,300

sip-netset53

ショアソルト専用 ランディングネット セット BLACK LARCAL550 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット

\15,500

sip-netset54

ショアソルト専用 ランディングネット セット BLACK LARCAL600 + ランディングネットL + エボジョイント2 3点セット

\16,000

sip-netset58

ランディングセット BLACK LARCAL500 + ランディングネットL + エボジョイント3 3点セット ガンメタ

\15,080

sip-netset59

ランディングセット BLACK LARCAL 600 + ランディングネット Lサイズ + エボジョイント3 3点セット ガンメタ

\15,780

sip-netset60

ランディングセット BLACK LARCAL500 + ランディングネットL + エボジョイント3 3点セット パープル

\15,080

おり釣具オリジナル商品＆セット価格表
商品コード

その他ロッド・リール・セット商品
商品名

標準小売価格(税抜)

goku-tsc-b-30

フライデー ザ・ソリッド カーボン

ベイト

3.0ft

\5,800

goku-tsc-b-40

フライデー ザ・ソリッド カーボン

ベイト

4.0ft

\5,800

goku-tsc-b-50

フライデー ザ・ソリッド カーボン

ベイト

5.0ft

\6,600

goku-tsc-b-60

フライデー ザ・ソリッド カーボン

ベイト

6.0ft

\6,600

goku-tsc-s-30

フライデー ザ・ソリッド カーボン

スピニング

3.0ft

\5,800

goku-tsc-s-40

フライデー ザ・ソリッド カーボン

スピニング

4.0ft

\5,800

goku-tsc-s-50

フライデー ザ・ソリッド カーボン

スピニング

5.0ft

\6,600

goku-tsc-s-60

フライデー ザ・ソリッド カーボン

スピニング

6.0ft

goku-tsg-b-30

フライデー ザ・ソリッド グラス

ベイト

3.0ft

\6,600
\4,380

goku-tsg-b-40

フライデー ザ・ソリッド グラス

ベイト

4.0ft

\4,380

goku-tsg-b-50

フライデー ザ・ソリッド グラス

ベイト

5.0ft

\5,480

フライデー ザ・ソリッド グラス

ベイト

6.0ft

goku-tsg-b-60
goku-tsg-s-30

フライデー ザ・ソリッド グラス

スピニング

3.0ft

\5,480
\4,380

goku-tsg-s-30set

フライデー ザ・ソリッド ロッド＆リール エンジョイセット (グラスロッド3ft ＋ スピニングリール)

\7,980

goku-tsg-s-40

フライデー ザ・ソリッド グラス スピニング 4.0ft

\4,380

goku-tsg-s-40set

フライデー ザ・ソリッド ロッド＆リール エンジョイセット (グラスロッド4ft ＋ スピニングリール)

goku-tsg-s-50

フライデー ザ・ソリッド グラス

スピニング

5.0ft

goku-tsg-s-60

フライデー ザ・ソリッド グラス

スピニング

6.0ft

ori-fscc-40

Friday TheSolid Classic FSC-40B-C

\7,980
\5,480
\5,480
\7,800

ori-fscc-50

Friday TheSolid Classic FSC-50B-C

\7,800

ori-fscg-40

Friday TheSolid Classic FSC-40B-G

\6,000

ori-fscg-50

Friday TheSolid Classic FSC-50B-G

\6,000

ori-fsf-780100

Friday Carbon Solid 船 CSF-180

\9,800

ori-fsf-780117

Friday Carbon Solid 船 CSF-180

\9,800

ori-fsf-780124

Friday Carbon Solid 船 CSF-210

\9,800

ori-fsf-780131

Friday Carbon Solid 船 CSF-210

\9,800

ori-fshc-b-50

Friday TheSolid Hard FSH-B50-C

\8,400

ori-fshc-b-60

Friday TheSolid Hard FSH-B60-C

\8,400

ori-fshc-s-50

Friday TheSolid Hard FSH-S50-C

\8,400

ori-fshc-s-60

Friday TheSolid Hard FSH-S60-C

\8,400

ori-fshg-b-50

Friday TheSolid Hard FSH-B50-G

\5,800

ori-fshg-b-60

Friday TheSolid Hard FSH-B60-G

\5,800

ori-fshg-s-50

Friday TheSolid Hard FSH-S50-G

\5,800

ori-fshg-s-60

Friday TheSolid Hard FSH-S60-G

\5,800

ori-fso-780148

Friday Carbon Solid OﬀShore CS-63L-B

\9,800

ori-fso-780155

Friday Carbon Solid OﬀShore CS-63MH-B

\9,800

ori-fso-780162

Friday Carbon Solid OﬀShore CS-66L-S

\9,800

ori-fso-780179

Friday Carbon Solid OﬀShore CS-66MH-S

\9,800

goku-086842

吉樹SHOREJIGING 902MH

\10,680

goku-086859

吉樹SHOREJIGING 1002MH

\12,800

goku-086866

吉樹SHOREJIGING 1002H

\13,500

goku-959137

YOSHIKI AJING S61

\8,800

ori-089867

吉樹SHOREJIGING 962MH

\11,800
\11,800

ori-089874

吉樹SHOREJIGING 962H

ori-951032

YOSHIKI 4000XH PE1.5号200ｍ付

\6,980

ori-te-952954

吉樹SHOREJIGING TE 100MH

\13,800

ori-082967

Friday 150

\6,480

ori-087986

YOSHIKI 5000X2 PE3号200ｍ付

\7,980

ori-957638

ナイロンライン付リール FridayII 1000 ナイロン1号200ｍ

\3,315

ori-957645

FridayII 3000 PE0.8号200ｍ

\3,600

ori-957652

FridayII 4000 PE1.5号150ｍ

\3,600

ori-957676

SeaMastug Digital 200P PEライン0.8号200m付き

\8,980
\11,800

ori-959564

SeaMastug Digital 300P PEライン3号150m付き

ajimebaruset-01

アジング・メバリング入門 ロッド(73ML) ＆ ライン付リール セット

\6,980

ajimebaruset-02

アジング・メバリング入門 ロッド(MJ-682) ＆ ライン付リール セット

\7,280

egingset001

エギング入門5点セット A

\9,380

fridayset03-a

アジング・メバリング 入門 フライデーライトゲームセット Aセット

\8,800

fridayset03-b

アジング・メバリング 入門 フライデーライトゲームセット Bセット

\8,300

fridayset04

アジング メバリング セット フライデー ライトゲーム 7点 セット

\8,980

fridayset05

フライデー コンパクト ライトゲームセット 振出モデル7.3F

\11,800

fridaytaiset-001

フライデー タイラバ 入門 フルセット ｜4点セット

\14,800

fridaytakoset-002

フライデー 船タコ160H ロッド&リールセット

\12,500

seabassset-010

釣り場に直行 シーバス入門セット

\6,980

shorejiggiset-08

ハイギアリール付 ショアジギングセット96M-3

\13,980

sip-egingset-013

すぐに使える エギング 入門5点 セット

\8,800

sip-egingset-017

イカギャフ付き エギング入門6点 フライデーエギング パーフェクトセット

\13,800

sip-egingset-018

オールインワン Friday モバイル エギング 6点セット

\12,800

sip-fridayset20

フライデー トラウト フルセット

\7,980

sip-fridayset21

トラウトセット フライデー トラウト 3点セット

\8,800

sip-gaﬀset-07

ロープ掛け付 ギャフ ナカジマ パワーアダプター2 フライングギャフ セット

\5,700

sip-wakasagi21-full

ワカサギ釣りはこれだけでＯＫ！簡単 ワカサギセット

\6,000

sip-wakasagi-full

ワカサギ電動 ドーム ワカサギ釣り フルセット 付属 ワカサギ穂先 21cm

\20,000

sip-wakasagi-full-27

ワカサギ電動 ドーム ワカサギ釣り フルセット 付属 ワカサギ穂先 27cm

\20,000

takoset-01

船タコ・堤防タコ釣り入門 ロッド＆リールセット タコVX2 150 ＆ タコ両軸リール Friday タコリール PEライン8号付き

\9,300

takoset-02

船タコ・堤防タコ釣り入門 ロッド＆リールセット タコVX2 180 ＆ タコ両軸リール Friday タコリール PEライン8号付き

\9,800

takoset-12

船タコ・堤防タコ釣り入門 ロッド＆リールセット タコロッド タコVX2150 ＆ タコ両軸リール フライデータコ PEライン8号付き

\9,300

おり釣具オリジナル商品＆セット価格表
商品コード

へらぶな
商品名

標準小売価格(税抜)

10210

へらうき浮雲カヤカッツケ5本セット

\5,000

10211

ヘラウキ煌技・カヤ浅ダナパイプ 5本セット

\5,500

10212

ヘラウキ煌技・カヤ宙釣パイプ竹足 5本セット

\5,500

10213

ヘラウキ煌技・カヤチョウチンパイプ 5本セット

\5,500

10214

ヘラウキ煌技・オールマイティーパイプ 7本セット

\7,700

40100

芳技 竿掛け 1本半物 笛巻

\9,800

40102

芳技 玉ノ柄 1本物 笛巻

\8,800

40104

芳技 竿掛け 1本半物 口巻

\9,800

40106

芳技 玉の柄 1本物 口巻

\8,800

50234

へらぶな用品 パラソル2WAY万力

\980

50235

へらぶな用品 釣り傘 パラソル 3WAY 万力

\1,200

50285

ヘラブナ 万力用木製竿置きパーツ

\1,500

120084

クッション材入り ロッドティップカバー

\1,980

600023

オリジナルハリハズシ

\1,500

10122-set

ヘラウキ 無心 チョウチンセット用 パイプトップ 3本セット

\3,500

10250-set

へら浮き 無心・極 羽根2枚合わせ 浅ダナパイプトップ 3本セット

\3,500

10251-set

無心・極 カッツケパイプトップ 1～3号 3本セット

\3,500

10252-set

へら浮き 無心・極 カッツケグラスムクトップ 3本セット

\3,500

10253-set

へら浮き 無心・極 セミカンザシ 5本セット

\7,200

10254-6

へら浮き 無心・極 短竿チョウチンムク 6号 単品

\1,380

10254-set

ヘラ浮き 無心・極 ・短竿チョウチンムク 1～6号 6本セット

\8,000
\3,000

10256set

へら浮き 水影 カッツケパイプ カヤボディー、パイプトップ、竹足 3本セット

10257set

へら浮き 水影 オールマイティー パイプトップ カヤボディー、カーボン足 1～7番 7本セット

\8,800

10258set

へら浮き 水影 ムクセミロングトップ カヤボディー、グラスムクトップ、カーボン足 1～7番 7本セット

\8,800

10259set

へら浮き 水影 宙釣りグラストップ カヤボディー、グラスムクトップ、グラス足 1～6番 6本セット

\7,700

10260set

へら浮き 嵯峨 ムクロングトップ カヤボディー、グラスムクトップ、カーボン足 1～6番 6本セット

\7,700

10261set

へら浮き 嵯峨 パイプトップ竹足 カヤボディー、パイプトップ、竹足 1～7番 7本セット

\8,800

10263set

ヘラ浮き 輝煌 宙釣りパイプトップ カヤボディー、グラス足 1～7番 7本セット

\7,700
\8,500

30009-3020-bk

へら玉替え網 尺 2ｍｍ目

30009-3020-cha

へら玉替え網 尺 2ｍｍ目

\8,500

30009-3020-green

へら玉替え網 尺 2ｍｍ目

\8,500

30009-3020-mura

へら玉替え網 尺 2ｍｍ目

\8,500

30009-3020-red

へら玉替え網 尺 2ｍｍ目

\8,500

30037-27-bk

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 9寸/3mm目 黒

\7,800

30037-27-br

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 9寸/3mm目 茶

\7,800

30037-27-gr

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 9寸/3mm目 緑

\7,800

30037-27-mu

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 9寸/3mm目 紫

\7,800

30037-27-or

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 9寸/3mm目 橙

\7,800

30037-30-bk

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺/3mm目 黒

\8,150

30037-30-br

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺/3mm目 茶

\8,150

30037-30-gr

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺/3mm目 緑

\8,150

30037-30-mu

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺/3mm目 紫

\8,150

30037-30-or

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺/3mm目 橙

\8,150

30037-30-red

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺/3mm目 赤

\8,150

30037-33-bk

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺1/3mm目 黒

\8,800

30037-33-br

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺1/3mm目 茶

\8,800

30037-33-gr

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺1/3mm目 緑

\8,800

30037-33-mu

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺1/3mm目 紫

\8,800

30037-33-or

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺1/3mm目 橙

\8,800

30037-33-red

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺1/3mm目 赤

\8,800

30037-36-bk

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺2/3mm目 黒

\11,500

30037-36-br

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺2/3mm目 茶

\11,500

30037-36-gr

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺2/3mm目 緑

\11,500

30037-36-mu

朱塗 籐巻き加工木製ヘラ玉網 尺2/3mm目 紫

\11,500

30047-27-bk

へら竹製加工枠 玉網 9寸/2.5mm目 黒

\8,500

30047-27-br

へら竹製加工枠 玉網 9寸/2.5mm目 茶

\8,500

30047-30-bk

へら竹製加工枠 玉網 尺/2.5mm目 黒

\9,200

30047-30-br

へら竹製加工枠 玉網 尺/2.5mm目 茶

\9,200

30047-30-ne

へら竹製加工枠 玉網 尺/2.5mm目 紺

\9,200

30047-30-or

へら竹製加工枠 玉網 尺/2.5mm目 橙

\9,200

30047-30-red

へら竹製加工枠 玉網 尺/2.5mm目 赤

\9,200

50258-1

ヘラウキ用・高密度パワーソリッド素材トップ・ストレート40cm 10本セット Φ0.8 60サイズ

\1,500

50258-2

ヘラウキ用・高密度パワーソリッド素材トップ・ストレート40cm 10本セット Φ1.0

\1,500

50258-3

ヘラウキ用・高密度パワーソリッド素材トップ・ストレート40cm 10本セット Φ1.2 60サイズ

\1,500

50258-4

ヘラウキ用・高密度パワーソリッド素材トップ・ストレート40cm 10本セット Φ1.5

\1,500

70025-10

無名並継へら竿 10尺

\7,980

70025-11

無名並継へら竿 11尺

\7,980
\7,980

70025-12

無名並継へら竿 12尺

70025-13

無名並継へら竿 13尺

\8,300

70025-14

無名並継へら竿 14尺

\8,600

70025-15

無名並継へら竿 15尺

\8,200

70025-16

無名並継へら竿 16尺

\9,300

70025-5

無名並継へら竿 5尺

\6,800

70025-7

無名並継へら竿 7尺

\6,800

70025-8

無名並継へら竿 8尺

\6,800

70025-9

無名並継へら竿 9尺

\6,800

herauki-951803

へらウキ 佳翔 グラスムク チョウチン太 3本セット

\6,000

herauki-951810

へらウキ 佳翔 抜きセット グラスムク 4本セット

\6,000

herauki-951827

へらウキ 佳翔 底釣り竹脚パイプ 3本セット

\6,000

herauki-951834

へらウキ 佳翔 底釣りムクトップ 3本セット

\6,000

herauki-951841

へらウキ 佳翔 オールマイティー ムクトップ3本セット

\6,000

その１

おり釣具オリジナル商品＆セット価格表

へらぶな

商品コード
mumeitamanoe2
ori-080956
ori-080963

無心
無心

商品名

標準小売価格(税抜)

無名へら玉ノ柄2本物

\6,500

極

ダンゴパイプ3本セット

\3,600

ダンゴムク3本セット

\3,600
\3,600

極

ori-080970

無心

極

ミニカンザシ3本セット

ori-080987

無心

極

カンザシムク4本セット

ori-780391

おり釣具オリジナル 彩賀ヘラブナ釣りセット

\5,600
\22,000

ori-957799

彩賀 竿掛け 1本物 笛巻

\9,800

ori-957805

彩賀 竿掛け 1本物 口巻

\9,800

ori-manriki-1
ori-manriki-2

おり釣具オリジナル 双峰
おり釣具オリジナル 双峰

カリン銘木弓型万力

\5,500

コクタン銘木弓型万力

\5,500

ori-manriki-3

おり釣具オリジナル 双峰

ori-manriki-4

おり釣具オリジナル

ori-manriki-5

おり釣具オリジナル

ori-manriki-6

おり釣具オリジナル 双峰

ori-pt15-953258

黒木銘木弓型万力

\5,500

黒木弓型万力

\5,500

カリン大砲万力

\5,500

コクタン銘木大砲万力

ウキ自作用PCパイプ・0.6/1.015cm

\5,500
\2,250

ori-pt15-953289

ウキ自作用PCパイプ・0.7/1.215cm

\2,250

ori-pt15-953319

ウキ自作用PCパイプ・0.8/1.415cm

\2,250

ori-pt15-953340

ウキ自作用PCパイプ・0.9/1.615cm

\2,250

ori-pt15-953371

ウキ自作用PCパイプ・1.2/1.815cm

\2,250

ori-pt20-953296

ウキ自作用PCパイプ・0.7/1.220cm

\2,500

ori-pt20-953326

ウキ自作用PCパイプ・0.8/1.420cm

\2,500

ori-pt20-953357

ウキ自作用PCパイプ・0.9/1.620cm

\2,500

ori-pt20-953388

ウキ自作用PCパイプ・1.2/1.820cm

\2,500

ori-pt20-953418

ウキ自作用PCパイプ・1.4/2.020cm

\2,500

ori-pt22-953272

ウキ自作用PCパイプ・0.6/1.022cm

\3,000

ori-pt25-953302

ウキ自作用PCパイプ・0.7/1.225cm

\3,000

ori-pt25-953333

ウキ自作用PCパイプ・0.8/1.425cm

\3,000

ori-pt25-953364

ウキ自作用PCパイプ・0.9/1.625cm

\3,000

ori-pt25-953395

ウキ自作用PCパイプ・1.2/1.825cm

\3,000

その 2

おり釣具オリジナル商品＆セット価格表

その他

商品コード

商品名

標準小売価格(税抜)

110053-s-22

ロングフェル-ル付 底物 大物型 カラー：艶消しシルバー

\18,000

120047-1

ロッドショルダーベルト

\780

180300bk

鮎(アユ)手すき替網 39cm/1～1.5mm目 黒

\18,800

180300or

鮎(アユ )手すき替網 39cm/1～1.5mm目 オレンジ

\18,800

180300r

鮎(アユ )手すき替網 39cm/1～1.5mm目 赤

\18,800

ori-082776

アルミバット 底物 大物型 ガンメタ 内径:22mm

\18,000

ori-087146

アルミバット スリム型 ゴールド 内径12mm

\13,000

ori-087153

アルミバット スリム型 内径:13mm ゴールド

\13,000

ori-087177

アルミバット スリム型 ガンメタ 内径11mm

\13,000

ori-087184

アルミバット スリム型 ガンメタ 内径12mm

\13,000

ori-087191

アルミバット スリム型 内径:13mm ガンメタ

\13,000
\13,000

ori-087207

アルミバット スリム型 内径:14mm ガンメタ

ori-780384

おり釣具オリジナル ワカサギ仕掛け 細地金袖針1.5号 錘付き

\300

ori-951407

アルミバット 真鯛・ヒラメ竿 スリム型 ゴールド 内径12mm

\13,000

ori-955528

オリジナルロープ掛け付ギャフ

\1,900

ori-956204

警告ライト LED ライト

\500

ori-956228

オリジナルグラス無垢素材140cm 120号

\7,800

ori-956235

オリジナルグラス無垢素材150cm 200号

\8,800

ori-957775

防水万能大物インナーバッグ 150×75cm

\3,800

ori-957782

防水万能大物インナーバッグ 200×75cm キハダマグロ40～80kg用

\5,500

ori-958352

三銃士40g

\1,500

ori-grp001-958802

おり釣具オリジナルダイワ・シマノ対応リールハンドルノブ GRP001ゴールド

\2,200

ori-grp001-958819

おり釣具オリジナルダイワ・シマノ対応リールハンドルノブ GRP001シルバー

\2,200

ori-grp002-958826

おり釣具オリジナルダイワ・シマノ対応リールハンドルノブ GRP002ゴールド

\2,200

ori-grp002-958833

おり釣具オリジナルダイワ・シマノ対応リールハンドルノブ GRP002シルバー

\2,200

ori-grp003-958840

おり釣具オリジナルシマノ対応リールカーボンハンドルノブ GRP003

\5,500
\18,800

180300ﬂor

鮎手すき替網 39cm/1～1.5mm目 蛍光オレンジ

ori-3915-958529

鮎 手すき替網 39cm/1.5mm目 赤

\15,000

ori-3915-958536

鮎 手すき替網 39cm/1.5mm目 黒

\15,000

ori-3915-958543

鮎 手すき替網 39cm/1.5mm目 蛍光オレンジ

\15,000

ori-3915-959038

鮎 手すき替網 39cm/1.5mm目 オレンジ

\15,000

ori-3915-959045

鮎 手すき替網 39cm/1.5mm目 ライトブルー

\15,000

ori-3920-958550

鮎 手すき替網 39cm/2mm目 赤

\11,800

ori-3920-958567

鮎 手すき替網 39cm/2mm目 黒

\11,800

ori-3920-958574

鮎 手すき替網 39cm/2mm目 ゴールド

\11,800

ori-3920-958581

鮎 手すき替網 39cm/2mm目 蛍光オレンジ

\11,800

ori-3920-959014

鮎 手すき替網 39cm/2mm目 オレンジ

\11,800

ori-3920-959021

鮎 手すき替網 39cm/2mm目 ライトブルー

\11,800

ori-ayu25-958642

軽量強化アルミ枠 手すき 鮎タモ 39cm/2.5mm目 レッド

\11,800

ori-ayu25-958659

軽量強化アルミ枠 手すき 鮎タモ 39cm/2.5mm目 ブラック

\11,800

ori-ayu25-958666

軽量強化アルミ枠 手すき 鮎タモ 39cm/2.5mm目 ブルー

\11,800

ori-ayu2-958611

軽量強化アルミ枠 手すき 鮎タモ 39cm/2mm目 レッド

\14,800

ori-ayu2-958628

軽量強化アルミ枠 手すき 鮎タモ 39cm/2mm目 ブラック

\14,800

ori-ayu2-958635

軽量強化アルミ枠 手すき 鮎タモ 39cm/2mm目 ブルー

\14,800

