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RIPPLEFISHER FOR PROFESSIONAL ANGLERS 2022 PRODUCTSカタログ価格 350円+税
Produced by RippleFisher

HandCrafted in Japan
SINCE 1997

https://ripplefisher.com/

JUST ARMED WITH RIPPLEFISHER
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２０２２年をもって、私たちリップルフィッシャーは創業２５

周年を迎えます。ブランドを立ち上げるきっかけは、当時、

開拓が進み始めた薩南海域に挑戦するアングラーのニーズ

に応えたいという思いから、オリジナルのロッドを作り始め

たことでした。

それから現在までの流れを省みると、リップルフィッシャー

の歴史は海のルアーフィッシングの進化の歴史と共に歩んで

きたと思い知らされます。メーカーとしては進化を先導して

きたと言いたいところですが、実際にはアングラーの皆さん

を必死に追いかけてきたと言うほうが正解です。

限界を求めるアングラーが極めて情熱家であり、柔軟な思

考を持った挑戦者だと思い知らされ、そのニーズを満たす製

品を生み出すために私たちも技術を磨き続けてきました。２

０年前ではルアーで狙うことは不可能だと思っていた多くの

ターゲットが、現在では普通にジャンルとして成立し、多くの

アングラーが挑んでいるという現実は、当事者である私たち

も驚きしかありません。

そして、その歴史に関わってきた２５年には感謝を感じると

共に、私たちの大きな誇りにもなっています。

釣り竿だけでなく、リール、ルアー、ラインとそのシステムな

ど、タックルの全てが２５年前とは比べものにならない進化

を遂げ、スタイルや思考さえも変化してきました。それでも

なお、海のルアーフィッシングに携わる人間で、今が完成さ

れた状況であると思う人は居ない筈です。

日本、いや世界の海にはまだまだ挑むべきターゲットが潜

み、絶対的に人間の力が及ばない自然が存在します。

これは、なんと素晴らしいことでしょう。私たちの道に終わ

りは無く、夢を追いかけ続けることが出来るのです。

もちろん、自然は有限ですし、非常にもろい一面もありま

す。資源として見れば、趣味の世界と産業との軋轢も生じる

こともあります。その中で、私たち釣り人が考えなければな

らないことが多いのも事実です。

挑みながら、いたわりながら、守りながら、考えながら、これ

から先の年月を、自然と、魚と、そして釣り人の皆さんと共に

歩むことができるように、リップルフィッシャーは前に進み

続けます。

挑戦と革新、そして未来へ－。

FOR PROFESSIONAL ANGLERS
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※Nano表記のロッドはナノアロイⓇテクノロジー(東レ(株))のカーボン素材を使用しています。
※グリップ寸法表記（製品写真） 
　A=グリップ全長   B=リール装着時のリールフット（ベイトの場合はトリガー）からグリップエンドまでの長さ

静荷重時の竿曲がり比較はP16をご覧ください。
ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。
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RunnerExceed / 8-9
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Lure
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Drag Max
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Length: 9� 5in

Closed Length: 1495mm
Weight: 290g

Price（税抜）: 75,000-
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Closed Length: 1590mm

Weight: 290g
Price（税抜）: 72,000-
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Closed Length: 1615mm

Weight: 327g
Price（税抜）: 66,000-
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Closed Length: 1720mm
Weight: 341g

Price（税抜）: 73,000-
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Length: 10� 7in
Closed Length: 1650mm

Weight: 374g
Price（税抜）: 75,000-
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Length: 9� 11in
Closed Length: 1560mm

Weight: 306g
Price（税抜）: 62,000-
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Closed Length: 1615mm

Weight: 327g
Price（税抜）: 65,000-
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ランナーエクシード / ショアキャスティングゲームシリーズ

RunnerExceed / Rock Shore Casting
King Fish / Yellow Tail / Greater Amberjack

RunnerExceed 911MH / Nano

振り抜けよく遠投でき、かつファイト時のバランスを取りやす
く調整したオールラウンドモデルです。磯からでも5～6㎏を
メインに不意の10㎏クラスにも対応でき、3～4㎏クラスまで
は楽にブリ上げ可能なロッドパワー。ジグとプラグを両立で
きる汎用性。100gまでのジグを大遠投できること。脇シャク
リが可能なレングスと軽さと張り。掛けてから暴れさせない
ロッドバランスで、様々なフィールドに対応します。

2022 New Model

RunnerExceed 95TC
95TCは新次元のルアー操作性を実現するために、ハイレス
ポンスなブランク設計を追求したテクニカルモデルです。晴
天無風時に代表される、魚にルアーを見切られやすい状況下
においても、シンキングミノーやポッパー、ダイビングペンシ
ル、メタルジグなど幅広いルアーを駆使し、アクションの強弱
や誘いの間を自在に操って魚をバイトに持ち込むことがメイ
ンコンセプトです。9.5ftというレングスは軽快な操作性を実
現しつつ、磯でのファイトも考慮した設定であり、シリーズ内
のパワー設定ではメインターゲットを5～10kg前後とする
MHの上になります。もちろん、テクニカルモデルながら高バ
ランスな使用感と遠投性能を持たせており、通常のメインロ
ッド、遠征のサブロッドとしても活躍します。あらゆる状況下
で、ありとあらゆるテクニックを駆使し、これまで難しかった
状況を打破する一本、それが95TCです。

RunnerExceed 103H 
キャストフィーリングはシャープでキレがありながら、魚との
ファイトでは溜めを生かし、ロッド全体で受け止めることが
できます。ジグアクションも自在に操作可能な設計で、プラ
グメインでのゲーム展開においては、シャープなキャストフィ
ーリングがお好みの方との相性は抜群です。ペンシルをマニ
ュアルアクションで思いのままに動かしたい、またはポッパー
もローテーションに入れておきたいというスタイルの方にお
ススメのモデルです。

RunnerExceed 107BH / Nano / Bait Model

ブランクは非常にしなやかで粘り強い特性ながらも、シャー
プで高精度なキャストを可能とするティップ～ベリー、強靭
で溜めの効く高反発なバットを融合しています。幅広いサイ
ズのルアーを駆使し、ナイロンやフロロのロングリーダーシス
テムを存分に発揮できるブランク設計により、足場の悪い磯
上でも誰もが伸される事なく、モンスタークラスに挑むことの
できるロッドに仕上がっています。軽量プラグを扱える柔軟
さを備えていますが、10kgを優に超えるヒラマサの走りを止
めてリフトするバットパワーも併せ持ち、負荷の掛かり具合
によってスムーズに支点が手前に移動する事により、3～6kg
クラスの青物でも対応しやすく、かつ不意の大物にも安心し
て対峙することが出来る一本です。

RunnerExceed 102M / Nano  PlugModel

プラッギングに特化したライトモデル。20gクラスのミノーか
ら中型ダイビングペンシル等の操作性を追求したソフトティ
ップを搭載し、また、大遠投やヒットレンジが深いときなどに
必要になるジグは90gまで対応可能です。パワー設定は5kg
までのヒラマサ・カンパチ・10kgオーバーのブリを想定。
Nanoブランクの特性を発揮し、溜めながらスピーディーに浮
かせるファイトが可能です。

RunnerExceed 104H�/ Nano  PlugModel

扱いやすさとパワーの両立を目指したプラッギング用ショア
青物ロッドです。全体的に曲がりを重視した設計で、ダイビ
ングペンシルに代表される繊細なアクション入力と水絡みを
要求されるルアー操作も良好なソフトティップを持ちつつ、
魚がヒットしてからはロッドを曲げ込むことで想像以上のパ
ワーを発揮します。103Hと比べるとベリーまでの弾性（張
り）を落としていますので、足元の攻防でもロッドを立て溜
めしのぐことが可能になっています。

RunnerExceed 110H / Nano  PlugModel

軽快で高バランスでありながらHHに匹敵するパワーを融合
した新次元のロックショア・プラッギングモデルです。11ftの
ロングレングス・ハイパワーモデルでありながら、同クラスの
モデルとは一線を画す軽快なバランスで、持ち重りやダルさ
を極限まで排除しました。柔軟なティップはラフウォーター時
のアクションエラーを軽減し、フッキング率の向上、また幅広
いサイズのプラグの繊細な操作を約束します。ファイトにおけ
る高負荷時にはしなやかにベンドし、バットの粘りを生かした
溜めの効くリフト力を発揮し、アングラーが姿勢を保ちなが
ら魚にプレッシャーをかけやすい設計です。パワークラスはH
ですがブランクのポテンシャルはHHクラスに匹敵するパワー
設定であり、シャロー帯で10～15㎏のヒラマサにも主導権を
渡しません。低負荷時にはバット～ベリーが高い位置でしっ
かりと残りますので、ランディング時に根をかわしての誘導も
しやすく、獲るための性能も突き詰めてあります。

ランナーエクシードは、磯からの大物を狙う為に
必要な性能を凝縮したロックショアキャスティング
ロッドシリーズです。ターゲットはブリ・ヒラマサ・
カンパチといった青物類から、黒潮域のGT・イソ
マグロなどで、厳しいゲームに挑む挑戦者の為に
「獲る」ための性能を徹底的に求めたラインナッ
プを揃えました。ランナーエクシードシリーズの根
底にあるのは、リップルのスピリットである「強さ」
です。この強さは単なる硬さではなく、魚へのプレ
ッシャーを掛け続けることができる曲がりで得ら
れる強さを意味しています。
そして、2022年には更なるテクニカルな状況を打
破すべく、ルアー操作性を極限まで追求した95TC
も登場します。強さを根底に、厳しい状況下でもア
ングラーのテクニックを削ぐことなく、新たなる可
能性を追求する一本を追加し、ランナーエクシード
のラインナップは新たな次元へと到達しました。
少ないチャンスをたぐり寄せる操作性、アングラー
を選ばない安定したキャストフィールとファイト性
能を持ったランナーエクシードシリーズは、リップ
ルフィッシャーの進化、コンセプトを体現するブラ
ンク設計技術の結晶です。
限界に挑むアングラーにこそ手にして欲しい、極限
状態で確実にアングラーをサポートできる軽快さ、
操作感、粘り、強靭さを是非、体感してください。

MAIN MODEL
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RunnerExceed / 10-11

静荷重時の竿曲がり比較はP16をご覧ください。
ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。
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黒潮本流域に点在するトカラ列島の過酷な荒磯・
防波堤から50㎏を超える大型GT・イソマグロ等を
狙う「ファイナルスタンドアップ」は圧倒的な飛距
離、決して曲がり過ぎることのないスムーズなベン
ドカーブ、防波堤足元・磯際での攻防においてもロ
ッドを立てて凌げるテーパー設計など、突き詰め
られた究極のロッドバランスを追求。体力の限界ま
で追い詰められたアングラーを勝利に導きます。
「シャープな低弾性」といった表現があてはまる画
期的なブランク設計で、スピニング・ベイトモデル
の2タイプを用意。GTに限らず、カンパチ・大型ヒ
ラマサ、そしてマグロまで、ショアからの全てのプラ
ッギングマニアに使っていただきたいモデルです。

RunnerExceed

100SHH LIMITED 

使用感はあくまで青物ロッドHクラスの感覚で、ポテンシャ
ルはXHクラスのパワー、それが100SHH/LIMITEDで目指し
たものです。ロッド全体はティップまで張りがあり、キャスト
時はパンッとブランクの反発を利用して気持ちよく弾き出す
ことができます。150gの大型ルアーのキャスト＆操作も良好
でありながら、対青物用ロッドとして40g程度のルアーもスト
レス無くブランクに乗せてキャストしやすく仕上げてありま
す。もちろん、反発の強いブランクですので、ジグ操作の相
性も抜群です。またファイト時は粘りを見せながら、高速で
強靱なリフトパワーで青物10kg程度ならば多少強引なファ
イトも可能です。100SHH/LIMITEDはファイナルスタンドア
ップSXHに比べバットまで曲がりやすく、アングラーの負担
が少ないために通常の青物ロッドのHクラスの感覚でも使用
いただけます。大型青物用として、初めてのショアGT用の1
本としてもオススメできる、高弾性カーボンの可能性を追求
した一本です。※不定期限定生産モデルになります。

RunnerExceed

FINAL STAND UP  100SXH 

80g～150gを超える大型のルアーまで幅広く対応できるキャ
スト性能、ロングリーダーシステムもストレスの少ないガイド
セッティング、ファイト時のグリップ形状設定、ベンドカーブ
など、ベテランの方まで満足していただける調子に仕上げて
おります。スーパーヘビーロッドですが曲げて獲るブランク特
性でもあり、高反発を生かしたショートポンピングで相手に
隙を与えないファイトもやりやすく仕上げてあります。堤防で
も、磯でも、GTだけでなくヒラマサやカンパチなどの大型青
物狙いにも真価を発揮します。

RunnerExceed

FINAL STAND UP  105BXH / Bait Model

ベイトキャスト専用ブランクを立ち上げ、ベイトキャスティング
に必要な適正なテーパーとブランクテンションを図り、キャス
ティング精度の安定とストレスの無いキャストフィーリング、そ
してペンシルからポッパーとルアーを選ばない汎用性のある
操作性を実現しました。40㎏近いGTでも終始高負荷で挑む
ことができ、まだまだ余力を残したブランクパワー設計に仕
上げております。キャストからファイトまで常に自分と向き合
い向上心を忘れないストイックなアングラー、コアなベイトキ
ャスターに使っていただきたいベイト専用モデルです。

EXTREAM MODEL
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Length: 10�

Closed Length: 1570mm
Weight: 439g

Price（税抜）: 76,000-
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Lure
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Drag Max
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Length: 10� 5in

Closed Length: 1626mm
Weight: 429g

Price（税抜）: 78,000-

Lure
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Line
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Drag Max
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Length: 10�
Closed Length: 1579mm

Weight: 405g
Price（税抜）: 92,000-
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※リップルフィッシャーからのお願い ～ビッグゲームの注意点～
ランナーエクシード・ファイナルスピリットで挑むようなショアからの大物釣りは危険度の高いゲー
ムです。くれぐれも単独釣行は避け、安全第一でお願い致します。また、ヒットするサイズを選べ
ず、時には自分よりも大きい魚に挑むことになります。魚は命がけで抵抗しますので、一瞬の気の
緩みが事故に繋がりかねません。技量・体力を過信せずに、真剣勝負で挑んでください。
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※グリップ寸法表記（製品写真） 
　A=グリップ全長   
   B=リール装着時のリールフット（ベイトの場合はトリガー）からグリップエンドまでの長さ
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MonsterImpact / 12-13

※Nano表記のロッドはナノアロイⓇテクノロジー(東レ(株))のカーボン素材を使用しています。
※グリップ寸法表記（製品写真） 
　A=グリップ全長   B=リール装着時のリールフット（ベイトの場合はトリガー）からグリップエンドまでの長さ

静荷重時の竿曲がり比較はP17をご覧ください。
ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。
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Lure
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Line
��������

Length: 9� 1in
Closed Length: 1428mm

Weight: 212g
Price（税抜）: 71,000-

Lure
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Line
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Length: 11� 3in

Closed Length: 900mm
Weight: 320g

Price（税抜）: 88,000-
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Lure
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Line
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Length: 9�
Closed Length: 1410mm

Weight: 193g
Price（税抜）: 70,000-
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Lure
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Line
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Length: 10� 1in

Closed Length: 1585mm
Weight: 270g

Price（税抜）: 76,000-
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Lure
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Line
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Length: 11�
Closed Length: 1735mm

Weight: 274g
Price（税抜）: 73,000-
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Lure
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Length: 11�
Closed Length: 1735mm

Weight: 270g
Price（税抜）: 76,000-
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MonsterImpact  110HH / Spinning Model

ヒラスズキと同じく磯の好敵手青物とのファイトを想定にい
れたモデル。ただ張りと硬さだけではなく、青物の走りに追
従する粘りをプラス。モンスタークラスのヒラスズキ、または
強風時やウネリが大きいポイントでの使用にも適していま
す。パワーロッドながらティップ部分は若干ソフトに仕上がっ
ておりますので、スモールルアーの扱いもしやすくなっていま
すが、ベリー・バットのパワーはやはりＨＨ、モンスター専用
の名にふさわしい一本です。

MonsterImpact  110HH HIRA / Bait Model

プラグメインの釣りではレスポンスやキャスティング性能で
優れた点の多いベイトタックル・ヒラスズキモデルです。ヒラ
スズキをメインにしたHIRAベイトモデルは、グリップ・ガイド
を極限まで軽量化し、ホールド性・キャストアキュラシー・ル
アー操作性・魚のコントロール性能を高め、より繊細に尚且
つパワーファイトにも対応します。ベイトモデルでしか出来な
い独自のヒラスズキゲームを追及するアングラーに贈る至高
の一本に仕上がりました。

MonsterImpact  113HH /4pcs/ Spinning Model

113HHはヒラスズキや青物を磯から狙う際のアクセスを容
易にするパワーパックロッドです。バックパックにもセットし
やすい90cmの仕舞寸法により、両手をフリーにできること
で高低差が激しい磯や距離のある磯へもリスクや体力を軽
減させることが可能です。もちろん性能面にもこだわり、
4pcsとは思えないシームレスな曲がりで風を切るシャープな
キャストフィールを実現、小型ミノーからダイビングペンシル
まで1本で使用可能な高い汎用性能を伴った操作性も持た
せています。その場の状況に的確にアジャストしつつ、モンス
ターヒラスズキや中型青物とも対等にやり合えるパワーとバ
ラしにくさを求めた柔軟なベリー、そして強靭なバットは魚の
急激な走りにも対応できます。高反発でありながらタメの効
くレギュラーテーパーなブランクで、過酷な状況でこそ真価
を発揮するロッドです。

MonsterImpact  90H / Spinning Model

シーバスゲームにおけるビッグベイト（70ｇ程度）をストレス
無く楽に振り切れつつも、ただガチガチなロッドというわけ
では無く、下は20ｇクラスのミノーの操作も可能な繊細さを
持たせたスペシャルチューンモデル。大型ベイト（マイワシ、
コノシロ、ボラ等）を捕食しているランカーシーバス、アカメ
をメインターゲットとしているためバットには硬さを持たせ、
モンスタークラスをも強引に止められる強さを有します。大
型プラグの遠投性、キャスト性能にこだわり、使って気持ち
いいロッド、更なる楽しさを提案するロッドを目指していま
す。スピニングタックルならではのルアーウェイトの幅があ
り、生粋のスピニングアングラーのための1本です。

MonsterImpact  91BH / Bait Model

91BHはベイトタックルならではのアキュラシー性能を突き詰
め、130g程度のビッグプラグをも楽に遠投・操作できる安心
感のあるブランクを練り上げました。パワーモデルでありなが
ら、20g程度のミノーの存在感も明確に伝える繊細な感度とル
アー操作性も併せ持ちます。基本的にはスピニングモデルの
90Hと同じコンセプトになりますが、より広いウェイトキャパシ
ティに加え、ベイトタックルの利点である太めのラインとリーダ
ーを使用したラインシステムをセッティング可能となり、より多
くの可能性を選択できます。ベイトタックルならではのルアー
操作、安定したキャスト精度を生かし、より深いビッグベイトゲ
ームを楽しむための渾身の1本に仕上がっています。

MonsterImpact 101HH Nano / Spinning Model

10ft1inのレングスとショートグリップ設定は、平磯での取り
回しを最優先に考えた設定で、よりキャストアキュラシーを高
め、持ち重りのないバランスに仕上げています。青物とのファ
イトを重視し、ナノアロイⓇ技術を生かしたブランクで衝撃
を受け止め、即座に浮かせる設計になっています。ヒラスズキ
だけでなく、極小ベイト捕食時のルアーサイズを落とす必要
があるパターン用の青物ロッドとしてもお使いください。

モンスターインパクトは規格外の大物、限定したシチ
ュエーションなどを攻略するスペシャルクラスシリー
ズです。トータルで扱いやすい汎用性能を捨て、特化
したパワーや調子を求めることで、限界に挑むアング
ラーをサポートします。
シーバス・アカメをターゲットにし、ヘビーウェイトの
ビッグベイトルアーを使用できるスピニングモデル90
Ｈに加え、ビッグルアー対応のパワーベイトモデルで
ある91BHは、パワーに対して破格の軽快さを持ちな
がら、メーターオーバーのアカメ、コノシロ等を飽食し
てウェイトの乗ったランカーシーバスとも余裕を持っ
て戦えるポテンシャルを秘めたモデルです。
101ＨＨ・110ＨＨはヒラスズキを対象にしたパワーシ
リーズであり、決して扱いやすいロッドではありませ
んが、不利な状況を通常と考え、ヒラスズキだけでな
く不意の青物にも対応できるだけの力を持たせてい
ます。ヒラスズキ用のミノーを扱いこなせる設定であ
りながら、限界までパワーを持たせたロッドであり、
既に自分のヒラスズキ釣りを確立しているアングラー
でなければ、このロッドはおすすめいたしません。し
かし、確信を持ってランカーサイズを追うアングラー
には必ずや右腕となってくれるでしょう。更に磯にお
けるゲームで大きなアドバンテージとなり得るコンパ
クトな仕舞寸法を実現した4ピースモデル113HHを加
え、モンスターインパクトの世界は更に広がります。

モンスターインパクト / パワーメソッドシリーズ

MonsterImpact / Shore Casting for Monster
Blackfin-Seabass /  BlueRunner  / Red Eye / Seabass
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Avarice / 14-15

※Nano表記のロッドはナノアロイⓇテクノロジー(東レ(株))のカーボン素材を使用しています。
※グリップ寸法表記（製品写真） A=グリップ全長   B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

静荷重時の竿曲がり比較はP17をご覧ください。
ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。
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Lure
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Length: 10� 3in
Closed Length: 1600mm

Weight: 198g
Price（税抜）: 67,000-
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Lure
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Length: 11�
Closed Length: 1726mm

Weight: 213g
Price（税抜）: 69,000-
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Lure
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Length: 10� 6in

Closed Length: 1640mm
Weight: 219g

Price（税抜）: 68,000-
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Lure
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Length: 11�
Closed Length: 1730mm

Weight: 253g
Price（税抜）: 70,000-

�������
�����������

A
597
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mm

A
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B
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サラシの広がる磯で狙うヒラスズキは、逆風と激しい
潮流、そして不安定な足場と悪条件が当たり前のゲー
ムです。アングラーのアドバンテージは少なく、経験
と場を読む力が勝利に導きます。そんなヒラスズキ専
用ロッドとしてリップルフィッシャーが生み出したシリ
ーズが「アヴァリス」です。ヒラスズキロッドとしてのス
タンダードな性能を研ぎ澄ましつつ、Nanoブランク
によるシャープな斬れ味を追求。逆風を撃ち抜き、潮
を縫う。高感度なブランクはヒラスズキのバイトスポ
ットを体感としてアングラーに予告させます。
ラインナップはモデルごとに明確なコンセプトを持た
せ、取り回し・操作性重視の103M、ハイバランスさを
追求したスタンダードモデル110M、テクニカルパワ
ーモデル106MH、パワー特化型110Hの4機種を揃え
ました。
ヒラスズキゲームの根底にある「いなし」のテクニッ
クを重視した性能を、最新の素材と設計で再構築し、
軽量でシャープな使用感と融合したリップル渾身のヒ
ラスズキモデルシリーズです。

Avarice 106MH  Nano
103Mより高めたバットパワーと絶妙なテーパー設計により、
取り回しの良さを保ちつつ11ftクラスの飛距離も実現してい
ます。相手が大きくなるほど分かる懐の深さを持ち、いなしな
がらスピーディーに魚を操作可能です。ロングレングスの利点
であるタメと遠投性能、魚の操作性を10ft6inのブランクに詰
め込んだ、進化するカーボン素材の実力を実感していただけ
る一本です。

Avarice 110H  Nano
リップルフィッシャーのヒラスズキロッドを代表する一本。フィ
ールドを選ばないレングスとパワー設定で、パワーロッドであ
りながら扱いやすさを追求しています。逆風を貫くシャープな
ブランクにより、ライナー弾道でピンポイントを撃ち抜けるシ
ューティングモデルです。ランカーヒラスズキにも動じないバッ
トパワー。そして、キャスト時は張りを、掛ければ粘りへという
相反する要素を両立するNanoブランクの特徴も健在です。

アヴァリス / ヒラスズキゲームシリーズ

Avarice / Black fin Seabass Game
Black fin Seabass Avarice 103M  Nano

103というレングスは持ち重りが少なく、操作性と手返しの良
さを追求したもので、足場の低い磯、ゴロタ浜でのヒラスズ
キ、小磯でのマルスズキ、サーフのヒラメなど幅広い汎用性を
持たせています。ショートレングスでありながらしっかりとタ
メが効く調子のブランクは特にこだわって仕上げました。遠
投性能と強靱なバットパワーも併せ持ち、ロングレングスロッ
ドにも負けない性能に取り回しの良さを融合させたヒラスズ
キロッドの新機軸です。

Avarice 110M  Nano
ヒラスズキゲームにおいてロッドに求められる基本性能を追求
し、現在のリップルの持つ設計能力で再構築したモデルです。
高感度性能を重視しながら、柔軟で繊細なティップはヒラスズ
キ特有のショートバイトを逃さず、懐の深い曲がりは細軸フッ
ク使用時の伸びによるバラシを軽減して「いなす」ファイトを
展開できます。しなやかさとキレを融合させたブランクはシャ
ープなキャストフィールを実現し、ルアーサイズも10㎝前後のミ
ノーから40gクラスまでストレス無くキャスト可能です。またモ
ンスタークラスのヒラスズキだけでなく、５㎏クラスの青物、真
鯛等が掛かってもしっかりと対応できるバットパワーを秘め、
スタンダードモデルとして相応しい一本に仕上がりました。 ����
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Rock Shore Game Bending Curve / 16-17
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Load 3kg

Load 5kg
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Load 2kg

Load 2kg

ランナーエクシード特性比較表

←
硬
さ
・
張
り

強さ→

ランナーエクシード・ファイナルスタンドアップ特性比較表

←
硬
さ
・
張
り

強さ→

95TC

110H

110H

ランナーエクシードシリーズに3kgの静荷重を掛けた状態での曲が
り比較です。ニューモデルの95TCはパワークラスはMHとなり、
911MHと同等パワーですが、使用感は大きく違います。911MHが
粘り重視かつナノアロイ素材を使用したブランクスの特徴でもある
負荷に追従する使用感であることに対し、95TCの方がシャープな
使用感と高レスポンスな反発力を持ったブランクになっています。
曲がり比較では95TCの方が曲がっていますが、911MHより95TC
の方がより重いルアーをキャスト＆アクションさせることが可能で
す。この曲がり比較の差はレングスとブランク素材、設計の違いに
よるものです。オートマティックな使用感ならば911MH、マニュア
ル的なアクションの幅を求めるならば95TC、という位置づけです。
下に表示してあります特性比較表も合わせて参考にしてください。

ランナーエクシード・ファイナルスタンドアップと同シリーズのH・
HHクラスに5kg静荷重を掛けた曲がり比較です。シリーズ最強の
ファイナルスタンドアップはショアGTをメインとした大型魚専用ロ
ッドであり、100SHHはそれに次ぐパワーモデルです。設計上のパ
ワー設定は下記の特性比較も参考にしてください。103H・
100SXH・105BXHは硬さを武器にした作りであり、110H・
100SHHはNanoブランクによる曲がりと高弾性の生み出す高反発
力を生かした耐えて浮かせるロッドになっています。この比較の中
で、100SHHは特殊なカーボン素材を組み合わせた高弾性モデル
になります。軽快なキャストフィールと軽い力でルアー操作が可能
なパワーモデルであり、曲がり比較で見れる柔軟性とかけ離れた
シャープな使用感になっています。

←
硬
さ
・
張
り

強さ→

アヴァリス特性比較表

←
硬
さ
・
張
り

強さ→

モンスターインパクト特性比較表

103M

110M

106MH

110H

M101HH

101HH
90H

91BH

RE102M
110HH

110HH/B

113HH
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ヒラスズキモデル・アヴァリスシリーズに2kgの静荷重を掛けた曲が
り比較です。参考までにモンスターインパクト101HHを表示してあり
ます。110Mは103Mのロングレングス＆パワーアップモデルという
位置付けです。106MH・110Hがキャストフィール重視のピンポイン
ト撃ち＆パワーモデルとすれば、110Mは乗せ重視の調子にシャー
プな使用感を融合したモデルです。シリーズでは103Mが最も曲が
りやすく、走り回れる平磯をメインに想定しています。106MHは標
準的なヒラスズキモデルですが、バットパワーは強めです。110Hは
足場の限定される厳しいフィールドに対応するモデルで、パワー的に
は青物5kgクラスとも渡り合えるロッドです。110Hとモンスターイン
パクト101HHと比較するとバットパワーは110Hが大きく上回ります
が、ティップはあくまでミノーメインの繊細さを持っています。

ランカーマルスズキ・アカメ用モデル、ヒラスズキ・青物兼用モデル
であるモンスターインパクト6機種と、比較のためにRE102Mに2kg
の静荷重を掛けた曲がり比較です。ベイトモデルである91BHは
90Hより更にビッグルアーの使用上限を上げたモデルで、メインタ
ーゲットはランカーシーバス・アカメですが、使用感はあくまでシー
バスモデルクラスの軽快さです。4ピースモデルの113HHはシリーズ
で最もパワーのあるモデルになり、強度も高めつつキャスト時のシ
ャープな振り抜けを追求したモデルで、メインターゲットは磯のヒ
ラスズキ・青物です。101HH・110HH・110HH/Bもヒラスズキ・青
物兼用モデルであり、全体的に張りがあるのは110HH、110HHベ
イトモデルであり、硬さと粘りを両立した剛性の高いブランクです。
ほぼ同パワーでティップが入りやすく、曲がりで溜めやすい設計に
した粘り重視のモデルが101HHになります。

※竿曲がり比較について
本項目に表記の曲がり画像は全てロッドにリールをセットした状態での静
荷重を掛けた比較です。この竿曲がり比較が反発力などロッド特性の全て
を表すわけではありません。曲がり比較だけでなく、ロッドスペック、特性
比較表なども合わせてご参考にしてください。ロッドの角度でも曲がりは
変わりますので、この静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。
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Shore Casting Game / 18-19
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SilverStream / 20-21

※Nano表記のロッドはナノアロイⓇテクノロジー(東レ(株))のカーボン素材を使用しています。
※グリップ寸法表記（製品写真） A=グリップ全長   B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

静荷重時の竿曲がり比較はP23をご覧ください。
ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。
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Lure
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Line
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Length: 8� 1in

Closed Length: 1275mm
Weight: 126g

Price（税抜）: 67,000-
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Lure
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Length: 8� 10in
Closed Length: 1400mm

Weight: 160g
Price（税抜）: 65,000-
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Lure
������
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Length: 9� 6in
Closed Length: 1490mm

Weight: 166g
Price（税抜）: 66,000-
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Lure
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Length: 10� 3in
Closed Length: 1605mm

Weight: 196g
Price（税抜）: 67,000-
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Lure
���
��

Line
�������

Length: 8� 7in
Closed Length: 1350mm

Weight: 158g
Price（税抜）: 65,000-
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Lure
���
��

Line
���������

Length: 9� 7in
Closed Length: 1505mm

Weight: 193g
Price（税抜）: 66,000-
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SilverStream 87 RED EYE Nano
87レッドアイはアカメ、そしてランカーシーバスを狙うアング
ラーに贈るパワーロッドです。大型ルアーから小型ミノーの操
作感も失わない繊細なティップを持ち、ブランク特性は懐の
深い曲げて寄せるタイプです。また、キャスト時にも軽い力で
大型ルアーを乗せて飛ばしやすくなっています。ウェーディン
グゲームを意識したショートグリップ仕様になっており、取り
回しの良さの中に秘めた繊細さとパワーが光るモデルです。

SilverStream 97 RED EYE  Nano
87レッドアイより溜めの効くパワーを持たせ、遠投性能の向上
を図っています。繊細さとパワーの融合というコンセプトは87
と同じですが、より広大なフィールドに対応できる一本です。
アカメだけでなく磯マル、河口のヒラスズキ、テトラ付きのラ
ンカーシーバスなど、一瞬の引きはがしで勝負が決まる厳しい
ポイントでこそ真価を発揮するモデルです。極めればここに行
き着く。レッドアイはリップルが自信を持って新次元のパワー
ロッドだと言えるモデルに仕上がりました。

SilverStream 810 Flows  Nano
810フロウスはシーバスロッドで基本となるレングスの中にし
っかりと芯のある強さをバットに秘めさせたシリーズの基幹と
なるモデルです。特化したのは振り抜けの良さと高感度性能。
僅かな流れの変化も読み取り、かつ圧の高い流れの中でも高
感度性能を失わずに、レスポンス良くフッキングに持ち込めま
す。手にすると張りが強く感じますが、キャスト時やリトリー
ブ、ファイト時にはしっかり曲がってくれます。河川・瀬戸など
の潮流場から小磯まで、ミノーからバイブ・シンペン・トップ
まで、810フロウスならば全てに対応可能です。

SilverStream 96 Flows  Nano
96フロウスは810よりも大型プラグの遠投性能をアップし、大
型河川の河口域、サーフ、干潟などのウェーディングゲームに
適したモデルです。96というレングスを感じさせないブランク
バランスで、リトリーブ時に少しの違和感も感じ取れるように
高感度性能を研ぎ澄ましてあります。遠距離の流れの変化を
感じ取るための性能に特化し、ティップはあくまで繊細です。
大型プラグだけでなく9cmクラスのミノーも違和感なく扱え、
引き物系ルアーとの相性も良好です。より遠くへ、そして繊細
に。それが96フロウスのコンセプトです。

SilverStream 103 Flows  Nano
103フロウスは足場の低い平磯での磯マル、サーフでの逆風
下で求められる遠投性能やパワーを追求したモデルです。ヒ
ラスズキモデルでは難しい中型ミノーの繊細なトレースも容
易におこないつつ、ヘビーウェイトルアーも振り抜け良く遠投
できます。ロングレングスながらブランクのブレを極限まで抑
えているために、シャキッとした使用感は維持しています。
Nanoブランクの特性である曲がるほどに絞り出されるパワー
は磯場や荒れる波打ち際からランカーサイズを引き出すこと
もスムーズにおこなえます。

SilverStream 81 Stiletto
81スティレットは、コアなシーバスアングラー用に40t高弾性
カーボンのみで構成し、繊細な高感度性能を研ぎ澄ましたス
ペシャルモデルです。これまでには難しかった微細な水流や
ルアー負荷を感じ取り、ショートバイトを確実にフッキングに
持ち込むためのブランク性能を追求しました。28gのルアーも
ストレス無く使用できながら、8g前後のシンペンを使用して
も感度と操作性を失わず、超高感度でありながら負荷に対し
て適度に追従するブランクにより、信号を伝える「シャープな
感度」だけでなく、水の圧までも感じ取る「ソフトな感度」も
併せ持ちます。ロッドが伝える信号とアングラーの反応のレス
ポンスを極限まで近づけることを目指したハイスピードモデ
ル、それこそが81 Stilettoの本質です。
※81 Stilettoは年一回の限定生産モデルになります。

シルバーストリーム / ショアキャスティングゲームシリーズ

シルバーストリームは、シーバス・ヒラメ・クロダ
イなど一般的なショアキャスティングターゲット
に加え、アカメ、海のサクラマスなどの特殊なタ
ーゲットを狙うために細分化したラインナップで
構成したシリーズです。
Stiletto（スティレット）、Flows（フロウス）はシ
ーバスをメインターゲットとしつつ、ヒラメやクロ
ダイなども視野に入れたモデルです。Flows3機
種は河川からサーフを想定したシーバスモデル
で、103に関してはヒラメやマゴチ狙いにも最適
なモデルになっています。Stilettoは高弾性カー
ボンを使用した超高感度モデルで、掛けにいくハ
イスピードモデルです。RED-EYE（レッドアイ）
はアカメ、ランカーシーバスなどの大型ターゲッ
トを狙うための強度と大型ルアーをキャストする
ための性能を持ったモデルです。
これに北海道・東北の海サクラ用Northern（ノ
ーザン）、更に2022年にはビッグペンシル・ジャ
イアントベイトモデルもリリース予定で、シルバー
ストリームの世界は更に広がります。

SilverStream / Shore Casting
Seabass / Flatfish / Cherry Salmon / others
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SilverStream / 22-23

※Nano表記のロッドはナノアロイⓇテクノロジー(東レ(株))のカーボン素材を使用しています。
※グリップ寸法表記（製品写真） 
　A=グリップ全長   B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。���
������
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Lure
��~���

Line
����������

Length: 10� 6in
Closed Length: 1640mm

Weight: 220g
Price（税抜）: 67,000-
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Lure

��~���
Line

����������
Length: 11� 2in

Closed Length: 1754mm
Weight: 255g

Price（税抜）: 74,000-
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SilverStream 106 Northern Nano
50gまでのメタルジグ・ジグミノーを足場の高い磯場、難易度
の高い岩場や根周りがキツイ場所等でクイックにキャスト＆ト
レースさせて狙う際に最適なモデルです。シャープ且つ、正確
なピンポイントキャストを得意とし、ジグ操作時の感度も優れ
ています。使用感はシャープですが、ファイト時はしなやかにテ
ィップが魚をいなし、口切れを防止します。また、ストラクチャ
ーに潜ろうとする魚の動きを強引なやり取りで制御するバット
パワーも備えています。

SilverStream 112 Northern 
超遠投モデルである112ノーザンはシャープなロッドでありな
がら、サーフなどの大場所で60gまでのメタルジグ、ジグミノー
をしっかりと胴にのせてキャストしやすく、横風の中でも飛距
離を伸ばすことが可能です。高感度性能も研ぎ澄ましており、
ポイントが遠かったり、広範囲を探りたい場合に強い武器とな
る一本です。また、ロッドの長さを生かして手前の根をかわし
やすく、座布団ヒラメでも底から引きはがせる強靭なバットパ
ワーも特徴です。

2022 New Model

SilverStream 60  for Big Pencil （仮）
ビッグルアーを使用してのボート・シーバスゲームに適したモ
デルです。ビッグペンシルのキャスト＆アクションを軽快にこ
なせる設計で、コノシロパターンなどの大型ベイトを偏食する
パターンをエキサイティングに攻略できます。また別売りのロ
ングハンドルも発売予定。ロングハンドルに交換することで、ミ
ヨシ部での使用や遠投も可能で、ショアでのビッグペンシル
等を使用したシーバスゲームにも対応可能です。（ロングハン
ドル使用時のレングスは6.9ftとなります。）

2022 New Model

SilverStream 74  for Giant Bait（仮） 
74は60より更に2パワーほど上の設定で、300mm・250gを超え
るようなジャイアントベイトもストレスなく使用できるスペシャル
モデルです。超大型のジョイントルアーもオーバースローで振り
切ることが可能ながら、使用感は軽快で3oz程度のルアーも扱う
ことが可能です。ジョイントルアーにキレのあるアクションをつけ
ることを得意とし、ショア・ボート共に活躍するモデルです。

������������
���������������������
�������
�������	��������

����

※両モデル共、発売は2022年秋を予定。
　年一回程度の限定生産になります。

北海道、東北エリアで多くのソルトアングラーを
魅了するショアの海サクラマスや海アメマスを狙
うゲームは、飛距離を重視しながらも魚の口切
れを防ぐための繊細さを必要とされ、ロッドには
特殊な性能が求められます。
シルバーストリーム・ノーザンはメタルジグ・ジグ
ミノーをメインルアーに想定し、圧倒的な飛距離
で広大なエリアを攻略するためのモデルです。ロ
ングレングスの中に繊細さと強靱なバットパワー
を持たせていますので、海サクラ・海アメ以外に
ヒラメ狙いにも最適なモデルです。

コノシロに代表されるシーバスの大型ベイト偏
食パターンに有効なビッグルアーを使用した攻
略は、ボート・ショアゲーム共に多くのアングラ
ーを魅了しています。
リップルフィッシャーにおいては、これまでシル
バーストリームの限定モデルとしてビッグルアー
用のモデルをリリースしてきましたが、2022年よ
りベーシックラインナップとして全く新しい設計
の新2機種をリリースします。多彩かつエキサイ
ティングなビッグルアー・シーバスゲームの世界
に没入できる性能を詰め込みました。
発売は2022年秋を予定。ご期待下さい。
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Load 1kg

←
硬
さ
・
張
り

強さ→

シルバーストリーム特性比較表

810FL

96FL81ST

103FL

106NT

MI90H

112NT

87RE

97RE
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シルバーストリームシリーズに1kgの静荷重を掛けた状態の曲がり
比較です。81スティレットはオール40tカーボンのみで組み上げた
高弾性＆超高感度モデルで、フロウスの3機種は全てシーバス仕様
であり、レギュラーファーストな高感度モデルが810、全体に張りの
強い遠投モデルが96、103はサーフでのヒラメも視野に入れたロ
ングレングス遠投モデルです。レッドアイはシーバス＆アカメ用の
モデルで、粘り重視のパワーモデルです。同じハイパワーモデルで
ビッグルアー対応のモンスターインパクト90Hも参考に表示してあ
ります。レッドアイがブランクに乗せて撃ち出すキャストならば、
MI90Hはブランクの張りと強さで初速を上げて振り抜くキャストに
なります。ノーザン2機種はメタルジグ・ジグミノーなどの比重の大
きいルアーを遠投するためのモデルであり、キャスト時の張りは強
めですが、フッキング時の弾きを軽減するよう調整しています。

※竿曲がり比較について
本項目に表記の曲がり画像は全てロッドにリールをセットした状態での静荷重を掛けた比較
です。この竿曲がり比較が反発力などロッド特性の全てを表すわけではありません。曲がり
比較だけでなく、ロッドスペック、特性比較表なども合わせてご参考にしてください。ロッド
の角度でも曲がりは変わりますので、この静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。
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※全機種ナノアロイⓇテクノロジー(東レ(株))採用ブランクを使用しています。
※グリップ寸法表記（製品写真） 
   A=グリップ全長   B=リール装着時のリールフット（ベイトの場合はトリガー）からグリップエンドまでの長さ

ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。���
������

RealCrescent / 24-25

Lure
�~���

Line
������~���

Length: 8� 1in
Closed Length: 1265mm

Weight: 86g
Price（税抜）: 48,000-
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Lure
������~��

��������~����
Line
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�・�
�~��	

Length: 6� 5in
Closed Length: 1004mm

Weight: 61g
Price（税抜）: 40,000-
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Lure
�����~���

��������~���
Line

������~���
Length: 7� 5in

Closed Length: 1157mm
Weight: 79g

Price（税抜）: 45,000-
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Lure
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Line
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�・�
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Length: 5� 5in
Closed Length: 853mm

Weight: 54g
Price（税抜）: 38,000-
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Lure
���~��

Line
������~���

Length: 5� 7in
Closed Length: 876mm

Weight: 69g
Price（税抜）: 40,000-

������������
�����
���� ������

Lure
���~��

Line
������~���

Length: 6� 7in
Closed Length: 1025mm

Weight: 78g
Price（税抜）: 43,000-
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Lure
�~���

Line
������~���

Length: 7� 7in
Closed Length: 1190mm

Weight: 92g
Price（税抜）: 45,000-
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RealCrescent RC-81 / Spinning Model

キャロ、フロートリグの使用をメインとするロングレングスモ
デルですが、3～5gほどのジグ単の使用も良好なロングレング
スモデルです。RC-75に比べるとティップの張りを落としてお
り、長尺ロッドでありながら軽快な使用感を実現しています。
また遠距離での感度も十分に持たせておりますので、フォー
リングを重視してボトムを広範囲に探って行くゲームにも優れ
たモデルです。

RealCrescent RC-57 / Bait Model

ベイトモデルの特性を発揮できるように張りを強めたブランク
ながら、キャストフィールを追求したフィネスモデルです。軽量
ジグヘッドをしっかりとブランクに乗せやすく調整しており、1g
アンダーのジグヘッドもストレスを感じること無くキレのあるキ
ャストが可能です。またジグ単だけでなく、極小プラグのデッド
スローリトリーブなど、巻きの感度が求められるゲームにも最
適な仕上がりです。

RealCrescent RC-67 / Bait Model

入り込むティップにベリーからバットまで張りを持たせたファー
スト気味の調子で、ベイトモデルにおけるライトゲームの基本
となるモデルです。軽量ジグヘッドのキャスト＆操作も良好で、
各種リグからプラグ、メタルジグなどの幅広いルアーをストレス
無く使用できます。リフトアンドフォールや流し釣りなど、ベイ
トモデルの大きな利点である巻きからクラッチフリーへの高い
レスポンスにより、新たなライトゲームが体感できるでしょう。

RealCrescent RC-77 / Bait Model

各種ロックフィッシュからチヌ・シーバスにターゲットを絞っ
たミドルクラスのベイトモデルです。ボトムのズル引きからリ
フトアンドフォール、プラグを使用したリアクションの釣りま
でカバーし、ライトラインでおこなう繊細な五目釣りに最適で
す。調子はティップまで全体に張りを強く設定しておりますの
で、15gまでの幅広いルアーをフルキャスト可能で、不意の大
物をボトムから引き剥がすバットパワーも併せ持ちます。

「リアルクレセント」シリーズは、よりライトゲーム
を奥深く楽しむ為に、シンプルな基本性能を研ぎ澄
ましました。ジグヘッド単体でのゲームを深く追求で
きるだけの操作性と感度を軸としつつ、チヌやロッ
クフィッシュゲームも楽しめるパワーの融合を実現
しています。手にしたアングラーにクセを感じさせな
い使用感でありながら、手に馴染むごとにシャープ
でパワフルなブランクの特性が明確になるように、
使い心地には徹底的にこだわりました。
リップルらしさを感じていただける高感度性能、軽
快さ、そして美しいベンドカーブとパワーにより、ライ
トゲームの自由度を損ねずにアングラーのスキルに
応える新次元のベーシック・ライトゲームモデルが
リアルクレセントです。
ラインナップも厳選し、スピニングモデル4機種にベ
イトモデル3機種の全7機種。全てが高い汎用性能
を持ち、多種多様なフィールドでライトゲームの可
能性を広げるポテンシャルを持たせています。ぜひ、
リアルクレセントで次のライトゲームステージを目指
してください。

リアルクレセント / ライトゲームシリーズ

RealCrescent / Light Game
Horse-mackerel / Rock Fish / Seabream 

RealCrescent RC-55 / Spinning Model

軽量ジグヘッド単体をメインにしたゲームに最適なモデル。全
体にキレのあるシャープな調子ですが、ナノアロイⓇ素材採用
の特性を生かした高反発なブランクによりキャスト時には曲が
りながらスパッと振り抜くことが可能です。またバイトの信号
だけでなく、潮の圧を聞き分ける奥の深い高感度性能も大き
な力となるでしょう。PE、ナイロン、フロロ、エステルと様々な
ラインにも対応します。

RealCrescent RC-65 / Spinning Model

スピニングモデルの中で中核を為す、基本モデルです。しなやか
なティップに張りのあるベリー、強靱なバットとややファーストな
調子ですが、曲がりのバランスには徹底的にこだわり、途切れの
無いシームレスな使用感を体感できます。ジグ単からプラグ、キ
ャロにライトワインドなど、1本で幅広いルアーを使いこなせる仕
上がりになっており、様々なフィールドで活躍するでしょう。

RealCrescent RC-75 / Spinning Model

シリーズ中で最もシャープなブランクにより、アジ・メバルだ
けでなく各種ロックフィッシュ・チヌ・シーバスなどのライトゲ
ームにも対応します。流れのあるエリアでも感度を失わない
張りのあるティップで、キャロやテキサスなど各種リグからプ
ラグ、メタルジグなどを高いレスポンスで操作可能です。バッ
トパワーは十分に持たせておりますので、尺超えのロックフ
ィッシュからチヌ50cmオーバーも対応可能です。
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リアルクレセント特性比較表

RC55

RC65

RC75
RC81

RC57B

RC67B

RC77B

リアルクレセントに250gの静荷重を掛けた曲がり比較です。最もベ
ーシックなライトゲームロッドとしてはRC-65となり、ジグ単がメイン
のゲームにはRC-55、キャロやメタルジグを使用するゲームには
RC-75という位置づけです。RC-81はパワー的には強いですが、幅広
いルアーを使いこなす為にロッド全体で曲がるしなやかな特性を持
っています。ベイトモデル3機種はRC-57はジグ単メイン、RC-67はジ
グ単・プラグ用に最適な張りと調子になっています。RC-77はシリー
ズでは最も張りのあるモデルで、ロックフィッシュやチヌのボトムゲー
ムにおけるズル引きやボトムノックもしやすい調子です。77は張りが
強い使用感、81はキレのあるしなりを感じる使用感です。
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※竿曲がり比較について
本項目に表記の曲がり画像は全てロッドにリールをセットした
状態での静荷重を掛けた比較です。この竿曲がり比較が反発
力などロッド特性の全てを表すわけではありません。曲がり比
較だけでなく、ロッドスペック、特性比較表なども合わせてご
参考にしてください。ロッドの角度でも曲がりは変わりますの
で、この静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。
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