
ナカジマ　メーカーJANコード：4967102 価格は全て税込表示です。

品番 P入数 JAN 価格

9564 木製ボディ　３．０号 1 095647 ¥198

9565 木製ボディ　３．５号 1 095654 ¥198

9697 木製エギ用シンカー 3.0号 （約9ｇ） 3 096972 ¥165

9698 木製エギ用シンカー 3.5号 （約11ｇ） 3 096989 ¥165

9648 ラトルボディ　２．５号 2 096484 ¥198

9649 ラトルボディ　３．０号 2 096491 ¥198

9650 ラトルボディ　３．５号 1 096507 ¥198

9651 ラトルボディ　４．０号 1 096514 ¥198

9652 ラトルエギ用シンカー 2.5号 （約5ｇ） 3 096521 ¥198

9653 ラトルエギ用シンカー 3.0号 （約7ｇ） 3 096538 ¥198

9654 ラトルエギ用シンカー 3.5号 （約9ｇ） 3 096545 ¥198

9655 ラトルエギ用シンカー 4.0号 （約14ｇ） 2 096552 ¥198

9602 発泡製ボディ　２．５号 2 096026 ¥165

9603 発泡製ボディ　３．０号 2 096033 ¥165

9604 発泡製ボディ　３．５号 1 096040 ¥165

9605 発泡製ボディ　４．０号 1 096057 ¥165

9610 発泡製エギ用シンカー 2.5号 （約5ｇ） 3 096101 ¥165

9611 発泡製エギ用シンカー 3.0号 （約7ｇ） 3 096118 ¥165

9612 発泡製エギ用シンカー 3.5号 （約9ｇ） 3 096125 ¥165

9613 発泡製エギ用シンカー 4.0号 （約11ｇ） 3 096132 ¥165

8053 ギンギンカンナSP　Ｍ 080537 ¥440

8054 ギンギンカンナSP　Ｌ 080544 ¥440

9656 Ｖ型カンナ　Ｓ 096569 ¥198

9657 Ｖ型カンナ　Ｍ 096576 ¥198

9658 Ｖ型カンナ　Ｌ 096583 ¥198

9659 Ｖ型カンナ　ＬＬ 096590 ¥198

9606 オーバルフック　Ｓ 096064 ¥253

9607 オーバルフック　Ｍ 096071 ¥253

9608 オーバルフック　Ｌ 096088 ¥253

9609 オーバルフック　ＬＬ 096095 ¥253

8671 エギ用羽根　ブラウン 086713 ¥220

8672 エギ用羽根　ピンク&ホワイト 086720 ¥220

9264 エギ用羽根　ブラック＆ホワイト 092646 ¥220

9265 エギ用羽根　オレンジ＆グレー 092653 ¥220

9266 エギ用羽根　ピンク＆ブルー 092660 ¥220

【アイボールシート　各種】 9267 エギ用羽根　グリーン＆イエロー 092677 ¥220

アイボールシート　黒銀　（5,6,8,10,12mm） ¥220

アイボールシート　黒赤　（同上サイズ） ¥220

アイボールシート　黒夜光　（同上サイズ） ¥220

アイボールシート　赤　（同上サイズ） ¥220

アイボールシート　青　（同上サイズ） ¥220

アイボールシート　緑　（同上サイズ） ¥220
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ワッペン型の目玉シートです。（各色：５､６､８､１０､１２mm）
※エギへの使用推奨サイズは５～８mmです。
※貼付けには接着剤が必要です。
※ラトルボディにはアイボールシートのみ使用可能です。
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【エギ用羽根　各種】
羽根、羽根ストッパー、夜光目玉、釘が付属しています。

　

★カンナサイズ推奨例
Ｓ ・・・２．５号ボディ
Ｍ・・・３．０号ボディ
Ｌ ・・・３．５号ボディ
LL・・・４．０号ボディ

　

【ボディ ・ シンカー　各種】
※木製ボディへは、アイ用の 針金が付属して います。
※ボディの種類・サイズに対応したシンカーをご使用下さい。

【カンナ　各種】
カンナ×4ケ、グラスソリッド軸×２本がセットされています。
※取付には接着剤が必要です。

ナカジマ　餌木工房　パーツシリーズ　商品ラインナップ
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豊富な
熟練ビルダー厳選！たっぷり大判サイズで豊富なラインナップ！
エギ用クロス（10種類）

　　

エギ用クロス ナカジマ　メーカーJANコード：4967102

品番 品　　　　　　名 サイズ（概寸） ＪＡＮ 価格

8514 ノーマル白 55×15cm 085143 ¥330

8515 ストライプ赤白 55×15cm 085150 ¥330

8516 マジョーラ　BL/RD 45×15cm 085167 ¥440

8517 マジョーラ　CA/GR 45×15cm 085174 ¥440

8518 マジョーラ　RD/GO 45×15cm 085181 ¥440

8519 黒パール 55×15cm 085198 ¥440

8520 SPパール 50×15cm 085204 ¥550

8521 ラメピンク 45×15cm 085211 ¥550

8522 ラメレッド 45×15cm 085228 ¥550

8523 ラメブラック 45×15cm 085235 ¥550

エギ用テープ
品番 品　　　　　　名 サイズ（概寸） ＪＡＮ 価格

8524 ゴールドドット 50×15cm 085242 ¥275

8525 シルバー乱切り 50×15cm 085259 ¥275

エギ用テープ（３種類） （下地専用） ★メタルジグ等にもオススメ！ 8526 レッドスクエア 50×15cm 085266 ¥275

http://www.nakazima.org
大阪市城東区今福東1-10-16　TEL：06-6934-5000　FAX：6934-1200

 

※手作業による裁断の為、製品により裁断面やサイズに多少の乱れや バラつきがあります。
※包装の都合上、製品には折り目がつきます。
※商品の仕様は、予告なく変更となる場合があります。

「エギ用クロス」各種は、生地原反の都合に
より、種類毎によりサイズ・価格が異なります。
★概ね、3.5寸ボディ×5ケ程度に使用できる
大きさです。

●8514　ノーマル白
オーソドックスな無蛍光の白メッシュ。適度な伸縮性がありボディに
よくフィットします。塗装でエギを仕上げるユーザー向け。
●8515　ストライプ赤白
古くから人気の赤ストライプ生地。伸縮性はやや劣りますが、強度が
あります。塗装にも適した素材です。
●8516～8518　マジョーラシリーズ
浴光角度により反射色が変化する魅惑のクロス。
使用する生地の面や向きを変えると、光り方が変わり、下地カラーとの
組み合わせにより様々なパターンが楽しめます。
伸縮性が高いですが、薄手の生地の為、取り扱いにご注意下さい。
●8519、8520　パールシリーズ
パール繊維を織り込み、浴光による煌めきが映えるメッシュ生地。
SPパールは多くのメーカーエギに広く流用されている生地素材です。
●8521～8523　ラメシリーズ
光沢塗料を散布したメッシュ生地。下地の色目も映え、巻くだけで高い
アピール系の仕上がりになります。

ナカジマ　餌木工房　クロス・テープシリーズ　商品ラインナップ

●適度なストレッチが利く極薄樹脂フィルム＆高い粘着性で、エギ特有の曲線ラインへも簡単貼付け！耐水性も抜群！
●上生地との組み合わせを吟味した、個性的な模様入りのベーシック３カラーをラインナップ！

価格は全て、税込表示です。

8515 ストライプ赤白8514 ノーマル白

8519 黒パール

8521 ラメピンク 8522 ラメレッド 8523 ラメブラック

8520 ＳＰパール

8516 マジョーラ ブルー/レッド 8518 マジョーラ レッド/ゴールド8517 マジョーラ シアン/グリーン

8524 ゴールドドット 8525 シルバー乱切り 8526 レッドスクエア
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