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BREATHRIDE110F　-ブレスライド110F- BREATHRIDE110S　-ブレスライド110S-
2023年　NEW 2023年　NEW

説明 説明

時期

時期

詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/breathride110s
詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/breathride110f

スペック フローティング　110㎜　18ｇ スペック シンキング　　110㎜　25ｇ

カラー Sネイティブゴールド、GNグリーン、Wシルバー
カラー ブラッディレッド、ブルー、ブルーキャンディ、メタルチャート、ネイティヴゴールド ※オーダーカラー制作可

ブラッディレッドヘッド、ブラック

※他オーダーカラー制作可 希望小売価格（税込） ¥ 2,000

希望小売価格（税込） ¥ 2,000

ボディ強度強化リップレスミノーとして開発。ボディ強度を高め、固定重心を採用し

よりアクションの安定感を重視。荒れ狂う波、流れ、河川の複雑な場所でも、安定し

たアクションがシーバスへの効果的なアプローチを可能にします。

ブレスライドのシンキングタイプ。ウェイトアップに伴う飛距離増加に加え、ボディ強度もUP。アクションは
フローティングタイプより控えめなアクション設定。

飛距離を重視したい場合、ナチュラルにターゲットにアプローチしたい場合の使用を推奨。磯ヒラスズキのシ

モリ打ちや、橋脚際のストラクチャー打ちにも、積極的に攻め込んでいけます。

河川の場合、秋の上流域の釣りにも効果的だと考えられる。磯ヒラスズキには、足元

などでバイトしてくるヒラスズキにも対応。
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MUSTANPLUG100S 　-マスタンプラグ100S-　Ver.1.1 LB BLADE 35　-LBブレード35- 2023年　NEW
2023年　NEW

説明

説明

時期

時期

詳細ページ

詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/mustanplug100s
スペック 35㎜　

スペック シンキング　100㎜　22g カラー クリアシルバー、オールブラック、クリアチャート、クリアブルー、ブラッディレッド、オールゴールド

オーダーカラー可

希望小売価格（税込） ¥ 600
カラー サイドベイトブルーキャンディ、サイドベイトチャート、サイドベイトオレンジ

サイドベイトブラックキャンディ、サイドベイトネイティヴゴールド、サイドベイトシルバーキャンディ

サイドベイトブラッディレッドヘッド

希望小売価格（税込） ¥ 2,000

A.P.Pより発信するブレードチューンアイテム。わずかなフラッシングと波動による
回転が特徴。飛距離をできるだけ損なわずにブレードチューンが可能であり、マイク

ロベイトフィッシュのリアルシルエットとフラッシングを付け加えることができま

す。

「強いアクションを引き出すこと」がコンセプト。独特のデザインから生み出させる

アクションとレンジキープ、視覚的効果が期待できるオリジナルデザインルアーに仕

上がっております。シンキングでありながら、シャローエリアでも持ち前のレンジキ

ープ力が発揮されます。

3㎝前後のマイクロベイトフィッシュを意識している時にオススメ。またルアーアク
ションの変化を加えたい時など河川、サーフエリアでも使用していただきたいルアー、特に磯ヒラスズキでの実績が

高い。オールシーズン使用可能。

https://www.aplamodel-fishing.com/lb%E3%83%96%E3%83%AC%E3%
83%BC%E3%83%8935
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TOPLUME120F　-トップルーム120F- 2023年　NEW HAPPYRIDE120F　-ハッピーライド120F-
※NEWジョイントシステムにて強化したモデルをリリース予定（時期未定）

説明

説明 沖磯や堤防周辺でのイワシ類以外の小魚、小さなグレやスズメダイなど

フラットな魚種が多いエリアで反応が良い。

ファットボディによる水掴みとアピール力が魅力

時期

※ジョイントシステムにて強化したAEJSモデルをテスト中
また、100ｍｍサイズも試作中です。

詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/toplume120f
時期 比較的水温の高い夏、8月から9月に活躍。

スペック フローティング　120㎜　　40ｇ

カラー ネイティヴブルー、ピンク、リボルバーシルバー、リボルバーブラック 詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/post/happy-ride-120f

スペック フローティング　120㎜　53ｇ
希望小売価格（税込） ¥ 3,300

カラー Aブルーオブジェクト Aブラッディスクイッド
Aパープル

他オーダーカラー制作可

希望小売価格（税込） ¥ 4,000

TBS（重心移動システム）搭載。あらゆるアクションに応えてくれるルアーとなって
おります。貫通ワイヤ搭載、小型プラグの弱点であるボディによる強度を確保してお

ります。

ベイトサイズが比較的小さめのシーンにて効果を発揮。ショア以外にも、強度確保に

よりオフショア【船上】での活躍も期待



ページ5/9

HAPPY RIDE55F　-ハッピーライド55F-　Ver.0.3 SLIDE WIPER55S　-スライドワイパー55S-
2023年NEWバージョン0.3公開

説明 説明

時期 水面への反応が見込まれる春～秋がオススメ

時期 トップチニングが行える春～秋がオススメ。ボトムなどで貝類、甲殻類などを意識しているチヌにも効果的。

詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/happy-ride-55f
詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/post/slide-wiper-%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BD%93

スペック フローティング　55㎜　7g　
スペック シンキング　55㎜　7g

カラー オーダー可

カラー 他オーダーカラー制作可

希望小売価格（税込） ¥ 1,800

希望小売価格（税込） ¥ 1,800

55㎜サイズは、チヌの口でも吸いこみやすいサイズ感。チヌ専用トッププラグ。ロッドを小刻みにシェイクし
連続アクション！スレさせずに、バイトまで導くことが可能。一般的なポッパーに比べるとPOP音や水飛沫が
少なくナチュラルに魚へアピールできます。Ver.0.3にてさらにボディ強度がUP！

55㎜のシンキングトップウォータプラグ。スライドワイパー55Sは、飛距離が出やすい流線形の形
状。チニングゲームが頻繁に行われる、スレたチヌや表層に反応しない魚にもフォールアクション

を織り交ぜ、幅広い攻略が可能。ベイトフィッシュ、甲殻類、貝類など雑食性のあるチヌの捕食本

能を刺激する。

ブルーオブジェクト ピンクゴールド トマトシルバー セファレスシルバー

シマグリーンゴールド メタルヒットチャート シュリンプゴールド

シマグリーンゴールド シュリンプゴールド メタルヒットチャート
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MUSTANG55S　-マスタング55S-　Ver.1.0 MUSTANPLUG55S　-マスタンプラグ55S-
説明 説明

時期 ボトムを意識しやすい夏や、秋、冬の釣りに活躍

イソスジエビがいるエリア、汽水域などに効果的。 時期

詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/mustang55s

スペック 55㎜　5g 詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/post/mustanplug-55s

スペック シンキング　55㎜　6g
カラー オーダーカラー制作可

カラー 他、オーダーカラー制作可

希望小売価格（税込） ¥ 1,250
希望小売価格（税込） ¥ 1,800

55㎜サイズのエビ型ルアー。ボトムや岸壁、テトラなどのボトム形状が複雑な場所、汽水域、海
水域での使用OK。フォール重視の縦の釣りに活躍。主にチニングにおける使用が高い。スジエビ
類とのマッチザベイト、春～夏の繁殖期に使用をオススメ。ロックフィッシュのカサゴ、メバル、シ

ーバス、アジの実績有。

ライトゲーム用のミノープラグ。アジ、シーバス、メバル、メッキ、トラウトなどがターゲット。しっかり動

くウォブルアクションが特徴。水面付近で、小さいサイズのベイトフィッシュを捕食している時、レンジキー

プが容易で、水深の浅いシャローエリアでも使いやすいミノーです。

年中OKだが、表層にマイクロベイトを意識しやすい秋のシーズンに活躍しやすい。イワシや、小鯵の群れなど
についているシーバスにも効果を発揮。渓流でも活躍できるミノーです。

クリアゴールド クリアパープル クリアピンク

Aクリアブルー ブラックシルバー

クリアグリーン クリアゴールド クリアブルー
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METALTOSS 9g　　-メタルトス9g-　Ver.0.2 METALTOSS 26g　　-メタルトス26g-
2023年NEWバージョンアップ 2023年　NEW

説明 マイクロジギング対応、幅広いターゲットとオールラウンド性能が高い。ファットボディが特徴。 説明

シルエット変化が少なく、フォールアクションも安定。バイトしやすいタイミングを演出。

時期 ご使用は、年中OKですが、特に3㎝前後のマイクロベイトフィッシュが集まりやすい時期がオススメ
時期

詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/metaltoss-9g
詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/metaltoss26g

スペック 約35㎜　約9g
スペック 約50㎜　約26g

カラー ブルー グリーン レッド ピンク シルバー ゴールド ブラック タン他

※オーダーカラー制作可 カラー メタルチャート、蛍光ピンク、ゴールド、メタルブルー、メタルシルバー他

※オーダーカラーにて制作可

希望小売価格（税込） ¥ 1,000
希望小売価格（税込） ¥ 1,200

ショアジギング用に開発。50㎜のサイズ感で作され、ウェイトは26ｇ。LBブレード3
5との組み合わせのブレードジグでのヒラスズキキャッチも多い。リフト＆フォール
の釣りでは、ロックフィッシュにも最適。

季節的に秋のシーズンに活躍の機会は多い。LBブレード35との組み合わせ（LBS）に
て、変形しにくい形状から磯ヒラスズキでの使用でも活躍中
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GURAIDROLL100　-グライドロール100-　Ver.1.0 GURAIDROLL90　-グライドロール90-
説明 説明

時期 時期

詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/guraidroll-90
詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/guraidroll100

スペック 90㎜　19g、21g、23g、26g（各ウェイトオーダー制作可能）

スペック 100㎜　24g、25g、27g、30g（各ウェイトオーダー制作可能）
カラー ピンク オレンジ パープル グリーン タン

※オーダーカラー制作可
カラー グリーン パープル オレンジ ブルー タン ピンク

※オーダーカラー制作可 希望小売価格（税込） ¥ 2,000

希望小売価格（税込） ¥ 2,000

ファットボディサイズのエギ、トランスフォールシステムによるアクションさせるエギとして、テ

クニカルなエギングを楽しめます。100㎜、3.5号クラスのサイズとなっております。
ファットボディサイズのエギ、トランスフォールシステムによるアクションさせるエギとして、一

味違ったテクニカルなエギングを楽しめます。90㎜、3号クラスのサイズとなっております。

通常ボディとは異なるファットボディのアピール力と、サーチ能力。　特徴的なエギが次に投入す

るエギをより引き立たせてくれます。

通常ボディとは異なるファットボディのアピール力と、サーチ能力。　特徴的なエギが次に投入す

るエギをより引き立たせてくれます。
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BUREIDROLL100　-ブレイドロール100- 2023年　NEW BUREIDROLL90　-ブレイドロール90-
説明 説明

時期

時期

スペック 100㎜、スタンダードタイプ20g TRC（ティップランカスタム）モデルラインナップ予定
詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/bureidroll90

詳細ページ https://www.aplamodel-fishing.com/bureidroll100

カラー オールメタルレッド、オールグリーン、オレンジ、グリーン、ブルー

※他オーダーにて制作可 スペック 90㎜ シャローカスタム（16g）、スタンダード（17g）、ディープカスタム（18g）

希望小売価格（税込） ¥ 2,000 カラー ピンク オレンジ グリーン ブルー タン

※オーダーメイドカラー対応

希望小売価格（税込） スタンダード、ディープカスタム ¥ 2,000
シャローカスタム ¥ 2,100

縦にスリム形状となったエギ。トランスフォールシステムに加え、ラプラスフィンを搭載、カンナ

も1個で根掛かりしにくくなっております。100㎜3.5号サイズ　イカと魚が狙えます。
縦にスリム形状となったエギ。トランスフォールシステムに加え、ラプラスフィンを搭載、カンナ

も1個で根掛かりしにくく、根掛かり時にも外しやすくなっております。90㎜3号サイズ。イカと
魚狙えます。

通常ボディとは異なるのアピール力と、魚とイカを狙うサーチ能力。特徴的なボディが、他フォロ

ーに入れるエギをより引き立たせてくれます。 通常ボディとは異なるのアピール力と、魚とイカを狙うサーチ能力。特徴的なボディが、他フォロ

ーに入れるエギをより引き立たせてくれます。

シャローカスタム スタンダード

ディープカスタム
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