


INTRODCUTION
We are Yamai Fishing Tackle Co., Ltd in Japan.
We manufacture any fishing hooks for Leisure, professional fishermen, and fishermen in Japan.
We have many experience and that’s why they use our fishing hooks for long years.
We have been made a trust, quality, delivery time, and a relief.
We have been given a trust and a relief for fishing angler’s.

HISTORY
We have long history more than about 140 years that is the oldest company in Japan.  
It will may the oldest in the world. It says we have lots of experience for manufacturing.
We have been studied about materials and analyzed the materials and have been manufactured the machines.
For Lure Fishing hooks, especially we have been manufacturing fishing hooks for it under some companies and 
a few company which is the most famous company in the world. 
Their inspection is very strict and very sensitive. 
But our ability and experience makes them feel a trust.
But we also had been selling our Lure fishing hooks, too so far.
`SUTEKI` trademark are seen any country nowadays.

（Japan, Australia, China, Korea, Russia, Malaysia, Indonesia, others, etc）

EXPLANATION OF ITEMS
We have many kinds of goods that there are Shikake, Sabiki, Fishing parts and others.
Some of goods are called `SUTEKI Brand`.
`SUTEKI` and `YAMAI` are same company.
Please tell me if you have any questions about our goods.

CUSTOMERS AND USERS
We appreciate so much our all customers, fishing anglers and other people relatived us.
We always make new items for fishing by new way and keep the high quality goods.

REMARKS
These days, there are many fishing hooks in the world. Many request by e-mails and telephone are coming 
about Original hooks for GT, Saltwater, Freshwater, Big game fishing hooks and other kinds of hooks.
We always concentrate the new style for enjoying fishing.
The manufacturing for fishing hooks are very interesting for us and makes you have a fun. 
Let’s join our Brand goods. Thank you for choosing our goods.

YAMAI FISHING TACKLE CO.,LTD
MANUFACTURED FISHING HOOKS AND LURE IN JAPAN
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マイクロジギングアシスト シングル／MICRO JIGGING ASSIST

マイクロジギングアシスト ダブル／MICRO JIGGING ASSIST

ハイクオリティアシスト フカセ ヒネリ無し シングル／High Quality ASSIST FUKASEhinerinasi

ハイクオリティアシスト フカセ ヒネリ無し ダブル／High Quality ASSIST FUKASEhinerinasi

ステンレスファイター アシスト ステンレスファイター伊勢尼針 シングル／STAINLESS FIGHTER ASSIST

ステンレスファイターアシスト ステンレスファイター伊勢尼針 ダブル／STAINLESS FIGHTER ASSIST

ハイクオリティ アシスト スパイダーW ダブル／HIGH QUALITY ASSIST SPIDER W

ファイター幻 アシスト PEの長さ2cm シングル／FIGHTER MABOROSHI ASSIST

ファイター幻 アシスト PEの長さ3cm シングル／FIGHTER MABOROSHI ASSIST

ファイター幻 アシスト PEの長さ4cm シングル／FIGHTER MABOROSHI ASSIST

ツインアシスト 幻 ダブル／TWIN ASSIST MABOROSHI

ハイパワー ファイター 幻 叩／HIGH POWER FIGHTER MABOROSHI FLATTED

ハイパワー ファイター 幻 カン付 ／HIGH POWER FIGHTER MABOROSHI EYE

プラギング シングル 幻 シングル／PLUGGING SINGLE MABOROSHI ASSIST

プラギング ダブル 幻 ダブル／PLUGGING DOUBLE MABOROSHI ASSIST

ハイクオリティ フカセ ヒネリ無し（ソルトversion）／High Quality Hooks FUKASEhinerinashi （Salt version）

ハイクオリティ SPT501／High Quality Hooks SPT501

ハイクオリティ SPGT with Ring（Black/Silver）／High Quality Hooks SPGT with Ring

ロックフィッシュ WGH／Fisherman's Buddy ROCK FISH WGH

ロックフィッシュ ROH ／Fisherman's Buddy ROCK FISH ROH

ロックフィッシュ RSH／Fisherman's Buddy ROCK FISH RSH

ハイクオリティ SPJIG カン付／High Quality Hooks SPJIG RING TWISTED

ハンター太刀魚アシスト ダブル／HUNTER TACHIUO ASSIST

ハンター太刀魚アシスト ダブル／HUNTER TACHIUO ASSIST

With ライトジグ／With LIGHT JIG

With ライトジグ／With LIGHT JIG

ステンレスファイター アシスト（段差） ステンレスファイター伊勢尼針 ダブル／STAINLESS FIGHTER ASSIST DIFFERENCE

THE HUNTERS 根魚 アシスト with タコベイト／THE HUNTERS NEZAKANA ASSIST with TAKOBAIT

ステンレスファイター 伊勢尼 叩 ／STAINLESS FIGHTER ISEAMA FLATTED

ステンレスファイター 伊勢尼 カン付／STAINLESS FIGHTER ISEAMA RING

ステンレスファイター 角セイゴ／STAINLESS FIGHTER KAKUSEIGO

フラッシング ライトショア 602／Flashing Hooks LIGHT SHORE 602

ステンレスファイター Wフック S201／STAINLESS FIGHTER W HOOK S201

ステンレスファイター Wフック K101／STAINLESS FIGHTER W HOOK K101

マイクロジギングアシスト（Type A） SPT501フック ハゲ皮オーロラ PEライン レインボースレッズ シングル／MICRO JIGGING ASSIST（Type A）

マイクロジギング アシスト（Type B）（段差） ライトショア602フック PEライン サバ皮＋ケイムラフラッシャー ダブル／MICRO JIGGING ASSIST（Type B）

マイクロジギングアシスト（Type C）（段差） ライトショア602フック ケイムラフラッシャー ダブル／MICRO JIGGING ASSIST（Type C）

アシストフック（エンボスシート+ケイムラフラッシャー） シングル／Asssit hook with Emboss Sheet and Keimura flasher.

ハイクオリティフック SPT503／High Quality Hooks

ジガーマン オウサム アシスト シングル／JIGGER MEN AWESOME ASSIST

ハイクオリティ SPGT／High Quality Hooks SPGT

The HUNTERS 太刀魚 アシスト with タコベイト（バーブレス仕様）／THE HUNTERS TACHIUO ASSIST with TAKOBAIT（Barbless）

ハイクオリティ 太刀魚 KS／High Quality Hooks TACHIUO KS

ステンレスファイター 伊勢尼 タイラバ用／STAINLESS FIGHTER ISEAMA 

PE アシストライン（ピンク）／PE Assist Line（Pink）

PE アシストライン（黒）／PE Assist Line（Black）

熱収縮チューブ／Shrink tubue <Colour:Red>

ステンレスリング／STAINLESS RING

ジギングサビキ／Jigging Sabiki （Assist Shikake）

規A4



KD-132

KD-133

ハイクオリティアシスト フカセ ヒネリ無し シングル

ハイクオリティアシスト フカセ ヒネリ無し ダブル

High Quality ASSIST FUKASEhinerinasi

アシストライン、プロテクトチューブ、軽量化に特化した、
こだわりあるハイクオリティーアシストフック。
ショア、ライトジギングに対応!! オリジナルアシストライン（ジグへのカラミを防ぐ
＋張りのあるA＋＋＋ライン）とオリジナル強化プロテクトチューブです。スムーズ
なフッキングに優れ、どんな場面にも対応可能なフレキシブル仕様。

High quality Assist hooks for Light Jigging.　
The hook point is very sharped by manufacturing process.　
Standard Wire　　Hooks color ：Silver　　Line：PE Assist Line

アシストライン、プロテクトチューブ、軽量化に特化した、
こだわりあるハイクオリティーアシストフック。
ショア、ライトジギングに対応!! オリジナルアシストライン（ジグへのカラミを防ぐ
＋張りのあるA＋＋＋ライン）とオリジナル強化プロテクトチューブです。スムーズ
なフッキングに優れ、どんな場面にも対応可能なフレキシブル仕様。

High quality Twin Assist hooks for Light Jigging.　
The hook point is very sharped by manufacturing process.　
Standard Wire　Hooks color ：Silver　　Line：PE Assist Line （a little Thick core than other company）

※軽量化設計のためタック
ルバランスを考慮してお
使いください。

※軽量化設計のためタック
ルバランスを考慮してお
使いください。

High Quality ASSIST FUKASEhinerinasi
マイクロジギングアシスト ダブル

マイクロジギングアシスト シングル
MC-151

MC-132

MICRO JIGGING ASSIST

MICRO JIGGING ASSIST

ライトゲームに対応。キラッキラアピールでフラッシング効果
抜群！ フラッシャー付（PLUS）。
アジ、メバル、イサキ、マダイ、ヒラメ、シーバス、根魚などに効果抜群です！ 付ける
だけで、釣れてしまう。シルバーメッキでソルトウォーター仕様。Hookはライトショア602使用（マイクロジギング専用フック）。
※抜群の貫通力を持つ最高のフックを使用していますので、針先には注意してください。

This is for Decoration Single Hooks for small jig.（Keimura Threads）.　
The hooks are flashing hooks（used Light shore 602 hook）.　
Hooks color ：Silver　　The hooks has Large Forged.　　Ring is the Welded type.

ライトゲームに対応。シルバー×シルバーのキラッキラアピール
で高耐食メッキ仕様! 
アジ、マダイ、ヒラメ、シーバス、根魚などに効果抜群です！ 付けるだけで、釣れてし
まう。シルバーメッキでソルトウォーター仕様。Hookはライトショア602使用（マイク
ロジギング専用フック）。

This is for MicroJigging model for standard type.　
The Large Forged is flashing to fishes which are attractive a lot.　
You can use Madai, Aji and also Buri（for LL size and L size）.　
Hooks color ：Silver　　The hooks are used Light shore 602 hook.　
Line：PE Assist Line

品　番 KD-132
size pcs JAN（下6桁） price
18

2
614592

オープン19 614608
20 614615

品　番 KD-133
size pcs JAN（下6桁） price

18×18

2

614561

オープン
19×19 614578
20×20 614585
22×22 616893
24×24 616909

品　番 MC-151
size pcs JAN（下6桁） price
S

3

617326

オープンM 317333
L 617340
LL 617357

品　番 MC-132
size pcs JAN（下6桁） price
S

2

616992

オープンM 617005
L 617012
LL 617029

18

18×18
19×19

20×20
22×22

24×24

19
20

S

S

M

M

L

L

LL

LL
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ステンレスファイターアシスト 
ステンレスファイター伊勢尼針 ダブル

SF-172〜SF-252 STAINLESS FIGHTER ASSIST

ショア、ライトジギングに対応。スローにオススメ！
スロージギングにも対応。フックは、通常の針より約20％軽いので、吸込みが良い。吸込み良さと、粘りあるアイテムはあなたの武器
になるでしょう！！ これまでにない新革命です。（軽量値については、弊社計算による値ですので、参考値として下さい。）吸込みが良い
ので、通常の鋼の針と違った驚きの感覚を感じるでしょう。オリジナルブレンドラインと特注プロテクトチューブの組み合わせにより、バ
ランスの良くとれたアシストフックが誕生。竿の硬さ等、タックルバランスを考えてご使用下さい。アシスト長さは、それぞれの針の使用
状況において、最適な長さを選択。根が荒い場所等は、特にジグをロストしやすい場所なので、このアシストは、力を発揮してくれるは
ず!! ステンレスファイター+アルミジグでの釣果は、実績も多い組み合わせスタイルの１つです。多種多様なジグに対応。

Material is Yamai Original Stainless Steel materials. The weight of hook is about 20％ light than normal size approximatly.
The suction of fish is much better. This is for Shore、Offshore and Slow jigging too.
When you put the rough area in the sea, it is better to use this hooks mostly.
 （※When you use this item, please consider about the Balance of fishing tackle.）
Hooks color ：Special colour （Not Stainless color as general）
Line：PE Assist Line （There is a little Thick core than other company）　Ring is the Welded type.
About 3〜5 month is no rusty after fishing （nothing to do）. （It depend on the situation.）
The styple of Aluminum jig with Stainless Fighter Assist hook is one of the Best style, too.
This Twin assist hook matches various type jigs.

（※The data of percentage is just calculated by our company way. Please consider as reference.)

ステンレスファイター アシスト 
ステンレスファイター伊勢尼針 シングル

SF-171〜SF-271 STAINLESS FIGHTER ASSIST

ショア、ライトジギングに対応。スローにオススメ！
スロージギングにも対応。フックは、通常の針より約20％軽いので、吸込みは
抜群に良い！！ これまでにない新革命です。（軽量値については、弊社計算に
よる値ですので、参考値として下さい。）吸込みが良いので、通常の鋼の針と
違った驚きの感覚を感じるでしょう。オリジナルブレンドラインと特注プロテクト
チューブの組み合わせにより、バランスの良くとれたアシストフックが誕生。竿の硬さ等、タックルバランスを考えてご使用下さい。ラ
イトジギング、オフショア ジギングアシストにお勧めです。ステンレスファイター+アルミジグでの釣果は、実績も多いスタイルの１つで
す。多種多様なジグに対応。

Material is Yamai Original Stainless Steel materials.
The weight of hook is about 20％ light than normal size approximatly.
The suction of fish is much better. This is for Shore, Offshore and Slow jigging too.
When you put the rough area in the sea,  it is better to use this hooks mostly.
※When you use this item,  please consider about the Balance of fishing tackle.
※This is not for power fighting fishing.

（※The data of percentage is just calculated by our company way. Please consider as reference.)

※軽量化設計のためタック
ルバランスを考慮してお
使いください。

※軽量化設計のためタック
ルバランスを考慮してお
使いください。

品　番 SF-172 〜 SF252
size（品番） pcs JAN（下6桁） price

17（SF-172）

2

614226

オープン

18（SF-182） 614240
19（SF-192） 614264
20（SF-202） 614288
23（SF-232） 614301
25（SF-252） 614325

品　番 SF-171 〜 SF271
size（品番） pcs JAN（下6桁） price

17（SF-171）

2

614219

オープン

18（SF-181） 614233
19（SF-191） 614257
20（SF-201） 614271
23（SF-231） 614295
25（SF-251） 614318
27（SF-271） 614332

17
（SF-172）

18
（SF-182）

19
（SF-192）

20
（SF-202）

23
（SF-232）

25
（SF-252）

SF-171 SF-181
SF-191 SF-201

SF-231

SF-251

SF-271
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ファイター幻 アシスト PEの長さ 3cm シングル

ファイター幻 アシスト PEの長さ 4cm シングル

MAG-3

MAG-4

FIGHTER MABOROSHI ASSIST

FIGHTER MABOROSHI ASSIST

強くて、使いやすい。 
チモトは強化プロテクトチューブ！  
バランスのとれた幻フック使用。
適度な張りを持たせるためのフロロを分析。フロロ
入りでジグへのからみを軽減します。多種多様なジ
グに対応。国内海外であらゆるターゲットをGETして
きた実績ある仕様。近海〜遠征等の青物、大型底
物に対応。マグロ類にも最適です。アシスト長さは、
3cmに設定。

Meddium Heavy wire〜Ultra Heavy wire
Hooks color ：Silver
Line：PE Assist Line（Fuluoro carbon line inside）

強くて、使いやすい。 
チモトは強化プロテクトチューブ！  
バランスのとれた幻フック使用。
適度な張りを持たせるためのフロロを分析。フロロ
入りでジグへのからみを軽減します。多種多様なジ
グに対応。国内海外であらゆるターゲットをGETして
きた実績ある仕様。近海〜遠征等の青物、大型底
物に対応。マグロ類にも最適です。
アシスト長さは、4cmに設定。ロングジグに最適。

Meddium Heavy wire〜Ultra Heavy wire
Hooks color ：Silver
Line：PE Assist Line（Fuluoro carbon line inside）

ハイクオリティ アシスト スパイダー W ダブル

ファイター幻 アシスト PEの長さ 2cm シングル

KD-143

MAG-2

HIGH QUALITY ASSIST SPIDER W

FIGHTER MABOROSHI ASSIST

軽量化に特化！  
吸込みが良くなり、貫通力抜群の針先で抜けにくい仕様。
バランスのとれた、実績ある万能アシストフック。
フロロ入りでジグへのからみを軽減、適度な張りを持たせる事により、ストレス
なくフッキングします。青物、根魚に対応。

This is for light jigging and Slow jigging, too.
Standard Wire　Hooks color ：Silver　　Line：PE Assist Line（Fuluoro line inside）　　A little thick Fuluoro line.

強くて、使いやすい。チモトは強化プロテクトチューブ！  
バランスのとれた幻フック使用。
適度な張りを持たせるためのフロロを分析。フロロ入りでジグへのからみを軽
減します。多種多様なジグに対応。国内海外であらゆるターゲットをGETして
きた実績ある仕様。近海〜遠征等の青物、大型底物に対応。マグロ類にも
最適です。アシスト長さは、2cmに設定。全長15cm前後のジグ〜マグロ類の
シンキングペンシル用のアシストにも最適。

Meddium Heavy wire〜Ultra Heavy wire
Hooks color ：Silver　　Line：PE Assist Line（Fuluoro carbon line inside）

※軽量化設計のためタック
ルバランスを考慮してお
使いください。

品　番 MAG-3
size pcs JAN（下6桁） price
2/0

2
616718

オープン3/0 616725
4/0 616732

品　番 MAG-4
size pcs JAN（下6桁） price
3/0 2 616749 オープン4/0 616756

品　番 KD-143
size pcs JAN（下6桁） price
18

2

616848

オープン19 616855
20 616862
22 616879

品　番 MAG-2
size pcs JAN（下6桁） price
1/0

2

616671

オープン2/0 616688
3/0 616695
4/0 616701

2/0
3/0

3/0

4/0

4/0

1/0
2/0

3/0
4/0

18 19
20

22
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ハイパワー ファイター 幻 叩

ハイパワー ファイター 幻 カン付

HIGH POWER FIGHTER MABOROSHI FLATTED

HIGH POWER FIGHTER MABOROSHI EYE

幅広いゲームフィッシングに対応した、 
強力なパワーを持つ叩きタイプフック仕様。
これまでのフックとは違う。創業明治から製造し続けたノウハウを詰め込んだフックです。針先から、魚が掛かればどのように貫通す
るのだろうか。さまざまな場面の想定や多くのプロアングラーの意見を組み込まれて生まれた。全てが1mm単位で調整された技術
と熱処理工程において、その想いを最大限に満足させるフックです。フッキングレスポンスの向上と、更なるホールドパワーを確保。
これまでのジギングフックの改良を重ね完成。高耐食メッキ処理済。

We manufactured this Shape through had tested many times in Dometic and Abroad.
This is for light jigging and offshore jigging. They have various kinds of ability.
These days, some angler use to Plugging Hook instead of Treble. This hooks are used in the world now.
Hooks color ：Silver　　Flatted type　　Meddium Heavy wire〜Ultra Heavy wire

幅広いゲームフィッシングに対応した、 
強力なパワーを持つカン付フック仕様。
これまでのフックとは違う。創業明治から製造し続けたノウハウを詰め込んだフックです。針先から、魚が掛かればどのように貫通す
るのだろうか。さまざまな場面の想定や多くのプロアングラーの意見を組み込まれて生まれた。全てが1mm単位で調整された技術
と熱処理工程において、その想いを最大限に満足させるフックです。フッキングレスポンスの向上と、更なるホールドパワーを確保。
これまでのジギングフックの改良を重ね完成。高耐食メッキ処理済。

This is for light jigging and offshore jigging. They have various kinds of ability.
These days, some angler use to Plugging Hook instead of Treble. This hooks are used in the world now.
Hooks color ：Silver　　Eye type　　Meddium Heavy wire〜Ultra Heavy wire

ツインアシスト 幻 ダブル

MTW-5 TWIN ASSIST MABOROSHI

強くて、使いやすい。チモトは強化プロテクトチューブ！  
バランスのとれた幻フック使用。
適度な張りを持たせるためのフロロを分析。フロロ入りでジグへのからみを軽減し
ます。
多種多様なジグに対応。国内海外であらゆるターゲットをGETしてきた実績ある仕様。
内向き、外向き両方のセッティングが可能です。

This is for light jigging and offshore jigging. This assist hooks are used by Maboroshi hooks.　
They have power and penetration ability.
※These days, some angler use to Plugging Hook instead of Treble.
Hooks color ：Silver　　Line：PE Assist Line（Fuluoro line in inside）

size pcs JAN（下6桁） price
1/0 7 008117

オープン2/0 6 008124
3/0 5 008131
4/0 4 008292

size pcs JAN（下6桁） price
1/0 5 007981

オープン2/0 4 007998
3/0 3 008001
4/0 2 008018

品　番 MTW-5
size pcs JAN（下6桁） price
1/0

2
617265

オープン2/0 617272
3/0 617289

1/0

1/0

2/0

2/0

3/0

3/0

4/0

4/0

1/0
2/0

3/0
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プラギング ダブル 幻 ダブル

MAW-1 PLUGGING DOUBLE MABOROSHI ASSIST

フッキングが早く、強靭な針先に触れると分かる。
ショートアシスト。プラグにフックサークルがつきにくい。幻フックは、
テコの原理を考え、針先が魚に触れると貫通するようになっていま
す。自重は平均値を示しています。アシスト組みされたシングルフッ
クは、可動域も広く、触れたら掛かかる仕様です。トリプルフックと比較して、軸は、太軸になります。
そのため、パワーも有り、ホールド力も有ります。長時間等のファイトでも、問題有りません。
バラシも軽減されますので、安心してお使い下さい。

This Plugging Double hooks are used for Casting Game.
We have been tested many times with our Anglers in the world.
We test Domestic and Abroad.
The price of fishing plug depend on the goods.
When the fishing plug made by wood is used, this items don't make the mark of hook circle.

（※It depend on the situation. It is answered by our test.）
This is also one of the important point for using our goods.
We make all the best way.

プラギング シングル 幻 シングル
MAP-1 PLUGGING SINGLE MABOROSHI ASSIST

フッキングが早く、強靭な針先に触れると分かる。
ショートアシスト。プラグにフックサークルがつきにくい。幻フックは、テコ
の原理を考え、針先が魚に触れると貫通するようになっています。自重
は平均値を示しています。アシスト組みされたシングルフックは、自由度
の幅が広がります。トリプルフックと比較して、軸は、太軸になります。そ
のため、パワーも有り、ホールド力も有ります。長時間等のファイトでも、
問題有りません。トリプルフックとは違い、水の抵抗が少なくなるので、
ルアーの種類によっては、アクションが出ない事もあります。

This is used for Plugging assist hook（Single type）.
You can choose to put one pcs or two pcs about one point.
In case of jigging, it is putted on the rear.

品　番 MAW-1
size pcs JAN（下6桁） price 自 重
1/0

2

616800

オープン

約 4.6g
2/0 616817 約 6.6g
3/0 616824 約 8.7g
4/0 616831 約 12.1g

品　番 MAP-1
size pcs JAN（下6桁） price 自 重
1/0

2

616763

オープン

約 2.1ｇ
2/0 616770 約 3.1ｇ
3/0 616787 約 4.1ｇ
4/0 616794 約 5.8ｇ

1/0

2/0

3/0

4/0

1/0
2/0

3/0
4/0
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ハイクオリティ 
SPGT with Ring

（Black/Silver）

High Quality Hooks SPGT with Ring

国内・海外での実績、信頼抜群！
スポーツフィッシングとしての仕様になっています。魚をフッキングし
た場合、魚が針を飲み込まないよう針先を絶妙な角度で内側に
入れています。（魚の口の中で掛かるようになっています）魚をそのままリリースしやすいように、ダメージも少なく魚にやさしくを心がけ
てあります。トリプルフックと比較して、軸は、太軸になります。そのため、パワーも有り、ホールド力も有ります。トリプルと違い、長時間
等のファイトでも問題有りません。また、水の抵抗が少なくなるので、ルアーの種類によっては、アクションが出ない事もあります。

This is used for Plugging Single hook for Casting game.
The weight is the number by Average value.
Ring is welded type.
The important of this shape is the curve point to inside by a little.
When get the fish, the hooks always got the mounth of fish.
The hooks doen't go into the stomach of fish though the mouth.
The hook is always penetrating the mouth of fish and hold it.
So, it doesn't make damage to fish.
Its very kind to fish when releese fish.
This is the very important point in the sports fishing game.

ハイクオリティ フカセ 
ヒネリ無し（ソルトversion） 

ハイクオリティ SPT501

High Quality Hooks FUKASEhinerinashi （Salt version）

High Quality Hooks SPT501

ライトジギング 総合力一番。 
刺さり、軽量化を追求した最高のフック!
シルバー塗装で、耐食性はもちろん、透明の特殊コーティング仕様を施した仕
上がりに。また、軽量化により吸込み抜群。線形が細いので、強引なファイト
向きではありません。このフックの持つ意味を把握し、ポテンシャルを最大限
に引き出してほしいです。
※ポイントに触れただけでささるので針先は大変危険です。

This is used for light jigging and Slow jigging. They have the strong hook points.
Standard Wire　　Hooks color ：Silver　　Forged press（Not Twisted）

ショア・オフショア ライトジギング専用設計。
ショアからのライトジグのゲームにおいては、必須のフック。シルバーメッキ＋
特殊コーティングにより、刺さりは抜群。触れたら掛かる！ もちろん、オフショア
で使用するのも良し。万能型フックですので、使用する方法はアングラーによ
って分かれます。カン付仕様ですので、釣り場でも、簡単にアシスト作成可能。

This is used for Shore, Offshore and light jigging.
When you make assist hook at the fishing area, it is easy to tie assist hook.
When make the Assist hook, it is very beautiful, because the line is straight.
UP EYE type　　Hooks color ：Silver　　Forged press（Not Twisted）

size pcs JAN（下6桁） price 自 重
18

2

007516

オープン

約 2.1g
20 007523 約 2.5g
22 007530 約 3.1g
25 007547 約 4.7g
28 007554 約 5.8g
30 007561 約 7.0g
35 007578 約 8.3g
40 007585 約 11.4g

size pcs JAN（下6桁） price
17 9 007301

オープン

18 7 004751
19 6 006601
20 5 006236
22 5 007295
24 3 007646

※ドラグテンションやタックルバランスを考慮してお使いください。

size pcs JAN（下6桁） price
1/0 8 005741

オープン

2/0 7 005758
3/0 6 005765
4/0 5 008247
5/0 5 005772
6/0 4 005789

18

25
28

20

30

22

35

40

17 18 19 20 22 24

1/0 2/0 3/0
4/0 5/0

6/0
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ハイクオリティ SPJIG カン付
High Quality Hooks SPJIG RING TWISTED

小型から大型まで対応仕様。
細軸から太軸まで規格されながらも、軽い合わせで魚を掛けるフックです。掛かる
と、ヒネリを入れている事で抜けにくい、ばれにくい事も計算されています。DEEP 
ジギング、近海でのライトジギングの長時間のファイトでも非常に能力を発揮してく
れます。

This is for light jigging and heavy jigging in bigger size.
They have the twisted type which protect for escaping fish.
They also have the ability of the hold power.
There are 6 sizes. So there are many way to use for salt water fishing.
Medium Wire　　Colour：NS Black　

ロックフィッシュ WGH ロックフィッシュ RSH

ロックフィッシュ ROH 

Fisherman's Buddy ROCK FISH WGH Fisherman's Buddy ROCK FISH RSH

Fisherman's Buddy ROCK FISH ROH

ロックフィッシュ（ワイドゲーブオフセット）専用設計。
扱いやすさと、形状にこだわりある設定。ゲーブ幅と針先の角度を絶妙に調整し、
魚をHITさせた時の貫通力とホールド力を最大限に引き出します。テキサスリング、
直付けリングに最適です。ワームのズレをおさえるための、鋭角のベンドを作成。 
大型のアイナメや、ガシラ、根魚に威力を発揮します。

The best quality worm hook. Wide gap type. 
The No.6 is for 1 inch worm hook.
The specification is the balance of hook that fishing hook point is straight to 
toward the eye direction.
This balance is best shape when catch the fish.
It is designed on the concept that the worm swims in the water smoothly real insect, it is not strange moved.
The angler`s don't need to worry about the any worrys.
Medium Wire　　Colour：NS Black

ロックフィッシュ（ダブルケン付タイプ）専用設計。
他種多様なワームフックがある中、伝統的なフォルムで今でも多くのアングラーが
ここぞ！ っと言う時に使用します。ワームのズレを完全に無くし、安定に釣りができ
るフォルムです。これまでの昔のフォルムに、改良を現代的に加えたものに仕上げ
ています。フックはラウンドベンド型を元に、シャンクの長さ、ゲーブ幅、針先長さを
調整しています。

The best quality worm hook.
There is 2 barbes on the shank to keep the worm（not moved） when put the worm.
It is imporatnt point when fishing. It is not needed to worry about the worm moved.
We have tested the the position of the two barbs position in many times.
Now it is setted best position to keep worm.
It is designed on the concept that the worm swims in the water smoothly real insect, it is not strange moved.
Medium Wire　　Colour：NS Black

ロックフィッシュ（オフセット）専用設計。
針先〜軸間の絶妙な長さと、針先に注目。フッキングレスポンスと、しっかりとワー
ムを固定するシャンクの長さは、相互に関係が有り絶妙に調整。至近距離やいろ
んな状況で効果を発揮してくれます。対応できるワームフックが多く、ワームのずれ
を防止する90度ベンドです。

The best quality worm hook.
The shank, gap and the length of point from the bottom is kept the best balance.
The bend position is very important to keep worm and use worm easily in fishing.
This position means to keep the worm. This length is not only short but also long.
It is designed on the concept that the worm swims in the water smoothly real insect, it is not strange moved.
The angler`s don't need to worry about the any worrys.
Medium Wire　　Colour：NS Black

size pcs JAN（下6桁） price
20 6 007783

オープン

22 5 006854
24 4 006335
26 3 006342
28 2 006359
30 004553

size pcs JAN（下6桁） price
6 14 007035

オープン

5

10

007042
4 007059
3 007066
2 007073
1 007080

1/0 9 007097
2/0 8 007103
3/0 7 007110
4/0 6 008148
5/0 5 008155

size pcs JAN（下6桁） price
3

10
007134

オープン

2 007141
1 007158

1/0 9 007165
2/0 8 007172
3/0 007189
4/0 7 007196

size pcs JAN（下6桁） price
3

10
006984

オープン
2 006991
1 007004

1/0 9 007011
2/0 8 007028

20
22

24
26

28
30

6 5
4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1/0

1/0

1/0

2/0

2/0

2/0
3/0

4/03/0
4/0

5/0
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ハンター太刀魚アシスト ダブル

KD-150S / KD-151L

HUNTER TACHIUO ASSIST

タチウオに特化した専用アシスト仕様。
ジグの動きを最大限に生かす超軽量設計。ショート、ロン
グ、段差をラインナップし、あらゆるタチウオパターンを研究、
追求した逸材となりました。フックはステンレスファイター伊
勢尼使用。鋭い歯を持つターゲットを確実に掛ける!

This is for the fish with Sharp teeth mostly.
Hook：Stainless Fighter Iseama

ハンター太刀魚アシスト ダブル

揃え

揃え

段差

段差

KD-160S / KD-161L

KD-170S / KD-171L

HUNTER TACHIUO ASSIST

タチウオに特化した専用アシスト仕様。
ジグの動きを最大限に生かすように、バランスの取れた軽量設計。スト
レスなく自然に掛ける理想のフォルムと貫通力抜群のロングテーバ仕
様が特徴。ショート、ロング、段差をラインナップし、あらゆるタチウオパ
ターンを研究、追求した逸材となりました。フックはタチウオKS使用。

This is for the fish with Sharp teeth mostly.
Tatiuo is very interseting fish.Assist line： Specialized Wire type
Hook：Tachiuo KS（Barbless）
There are varirous type of Assist hooks（difference, not difference, 
long and short type）. They help any situation in the fishng. 
The best quality makes long popular prodcuts. It is very safe and 
easy to use for Jigging of fish that has very sharp teeth.

■ハンター太刀魚アシスト 
品　番 KD-150S （ショート）
size pcs JAN（下6桁） price

18×18 2 615223 オープン20×20 615230
品　番 KD-151L （ロング）
size pcs JAN（下6桁） price

18×18 2 615247 オープン20×20 615254

■ハンター太刀魚アシスト 
品　番 KD-160S （ショート）
size pcs JAN（下6桁） price

18×18
2

615261
オープン19×19 615278

20×20 615285

■ハンター太刀魚アシスト 
品　番 KD-170S （ショート）
size pcs JAN（下6桁） price

18×18
2

615322
オープン19×19 615339

20×20 615346

品　番 KD-161L （ロング）
size pcs JAN（下6桁） price

18×18
2

615292
オープン19×19 615308

20×20 615315

品　番 KD-171L （ロング）
size pcs JAN（下6桁） price

18×18
2

615353
オープン19×19 615360

20×20 615377

KD-150S 
18×18

KD-151L 
18×18

KD-150S 
20×20

KD-151L 
20×20

KD-150S（ショート） KD-151L（ロング）

KD-160S 
18×18

KD-170S 
18×18

KD-161L 
18×18

KD-171L 
18×18

KD-160S 
19×19

KD-170S 
19×19

KD-161L 
19×19

KD-171L 
19×19

KD-160S 
20×20

KD-170S 
20×20

KD-161L 
20×20

KD-171L 
20×20

KD-160S（ショート）

KD-170S（ショート）

KD-161L（ロング）

KD-171L（ロング）

18 YAMAI  FISHING TACKLE 19YAMAI  FISHING TACKLE



With ライトジグ With ライトジグ
KD-1〜KD17 KD-20〜KD26With LIGHT JIG With LIGHT JIG

ショア、ライトジギング、インチクに最適。スロージギングにも最適。
釣果につながる第一歩。何でも釣れるタコベイト付アシストフック仕様。揃え（ショート）タイプで、
魚をガッチリ、フッキング。オリジナルシャワースカートと組合わせる事により、釣果UP。釣果の悪
いときや状況が良くない時には、効果抜群です。タコベイトの種類においては、夜光や夜光目
玉等のいろいろなパターンを用意。何が釣れるか分からない！ 釣りの面白さを教えてくれる商品
の魁です。フロントにつけるも、リアにつけるも、セッテイングは、あなたの自由自在。

The Takobeite with Assist hook Double with barb. 
This is used for Inchiku in Jigging and slow jigging.
This is made with decoration of Takobaite with our original flashinng threads. 
This decoration is attracive to Fish a lot.
There is many colours（include Luminous eye, Luminous line, etc） to choose what you like.
You can put it on the front or rear what you like. The hook is original one size.
Hooks Colour：NS Black

ショア、ライトジギングに最適。
釣りの初心者の方にも、簡単に装着可。何でも釣れるタコベイト付アシストフック仕様。揃え（シ
ョート）タイプで、魚をガッチリ、フッキング。オリジナルシャワースカートと組合わせる事により、釣
果UP。※釣果の悪いときや、状況が良くない時には、効果抜群です。フックは少し小さめ仕様
ですので、大きな魚ではなく、小型回遊魚やショアからのライトタックルにも対応。ショアからのライトタックルは、近年たくさん発売されていますが、
イザ！ という時には、必ず必需品になるでしょう。タコベイトの種類においては、夜光ラインの入った物や夜光目玉等のいろいろなパターンを用意しています。

The Takobeite with Assist hook Double with barb. This is used for Shore, Light jigging , Inchiku and Slow jigging.
This is made with decoration of Takobaite with our original flashinng threads. This decoration is attracive to Fish a lot.
There is many colours（include Luminous eye, Luminous line, etc） to choose what you like. The hook is original one size.
Hooks Colour：NS Black

ステンレスファイター アシスト（段差） ステンレスファイター伊勢尼針 ダブル

SG-10 STAINLESS FIGHTER ASSIST DIFFERENCE

マダラ、ブリ、ソイ、マスなどに効果抜群です！ 
オフショア ジギングアシストにお勧めです。フックは、通常の針より約20％軽
いので、吸込みが良い。（軽量値については、弊社計算による値ですので、参
考値として下さい。）吸込みが良いので、通常の鋼の針と違った感覚を感じま
す。多種多様なジグに対応するので、マッチングが良い。ステンレスファイター
+アルミジグでの釣果は、実績も多い組み合わせスタイルの１つです。

品　番 SG-10
size pcs JAN（下6桁） price

23×25 2 614622 オープン25×27 614639

Stainleass Fighter Difference Twin Assist hooks. 
The weight of hook is about 20％ light than 
normal size approximatly.
The suction of fish is much better.
This is for Offshore jigging.

（※When you use this item, please consider about 
the Balance of fishing tackle.）
Material is Yamai Original Stainless Steel materials.
Hooks color ：Special colour（Not Stainless color as 
general）
Line：PE Assist Line（There is a little Thick core 
than other company）
Ring is the Welded type.
About 3〜5 month is no rusty after fishing

（nothing to do）.（It depend on the situation.）
The styple of Aluminum jig with Stainless Fighter 
Assist hook is one of the Best style, too.
This Twin Difference assist hook matches 
various type jigs.

■ With ライトジグ （揃え）ショート
品　番 size pcs JAN（下6桁） price
KD-1

（揃え）
ショート 1

804931

オープン

KD-2 804948
KD-3 804955
KD-4 804962
KD-10 804979
KD-12 804986
KD-13 804993
KD-14 805006
KD-15 805013
KD-16 805020
KD-17 805037

■ With ライトジグ（揃え） ショート
品　番 size pcs JAN（下6桁） price
KD-20

（揃え）
ショート 1

805044

オープン

KD-21 805051
KD-22 805068
KD-23 805075
KD-24 805082
KD-25 805099
KD-26 805105

23×25

25×27

KD-1

KD-20

KD-10

KD-15

KD-24

KD-3

KD-22

KD-13

KD-17

KD-26

KD-2

KD-21

KD-12

KD-16

KD-25

KD-4

KD-23

KD-14
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ステンレスファイター 伊勢尼 叩 
STAINLESS FIGHTER ISEAMA FLATTED

軽く! 鋭く! サビに強く！ を兼そなえた高性能な最強フック!!
貫通力抜群の超軽量化仕様。当社の特殊表面処理済み。厳選されたステン
レス鋼を使用しております。特殊材料により、通常の針より約20％軽いので、
吸込みが良い。吸込み良さと、粘りあるアイテムはあなたの武器になるでしょ
う！！これまでにない新革命です。（軽量値については、弊社計算による値です
ので、参考値として下さい。）吸込みが良いので、通常の鋼の針と違った驚き
の感覚を感じるでしょう。使い方次第で無限の可能性が広がります。餌に使
用するも、ルアーで使用するも良し。使い方は、自由自在の万能フックです。

THE HUNTERS 根魚 アシスト with タコベイト
HP-1〜17 THE HUNTERS NEZAKANA ASSIST with TAKOBAIT

何でも釣れるタコベイト付アシスト仕様。
ショア、ライトジギング、インチク、スロージギングに最適。何が釣れるか分からない！ 釣りの面白さ
を教えてくれる商品の匠です。中層〜深海に向けて、深いジギングにおいては、より安心出来る
強度の必要なフックのアシストセッティングが必要です。初心者の方でも、簡単に釣果につなが
るタックルの1つに、このアイテムは必需品です。タコベイトだけでは、魚へアピール力は落ちま
すので、タコベイト付オリジナルフラッシャー仕様は、必ず釣果をもたらしてくれます。タコベイトの
種類においては、夜光や夜光目玉等のいろいろなパターンを用意。インチクでの根魚において
も、このアピール力+フックパワーは、必須のアイテムです。フロントにつけるも、リアにつけるも、
セッテイングは、あなたの自由自在。タコベイトとヤマイオリジナルスカートが魚を魅了。ストレスな
く自然に掛ける理想のフォルムと抜群の貫通力が特徴。あらゆる場面で活躍してくれます。

The Takobeite with Assist hook Double with barb.
This is used for Inchiku in Jigging and slow jigging.
This is made with decoration of Takobaite with our original flashinng threads.
This decoration is attracive to Fish a lot.
There is many colours（include Luminous eye, Luminous lineand etc） to choose what you like.
You can put it on the front or rear what you like. The hook is original one size.
Hooks Colour：NS Black（Silver）

Material is Yamai Original Stainless Steel 
materials. 
The weight of hook is about 20％ light than 
normal size approximatly.
The suction of fish is much better.
This is for Shore and Offshore for jigging.
Flatted type　
Hooks color ：Special colour

（Not Stainless color as general）
About 3〜5 moth is no rusty after fishing.

（It depend on the situation.）
（※The data of percentage is just calculated 
by our company way. Please consider as 
reference.)

size pcs JAN（下6桁） price
12 16 004034

オープン

13 001439
14

15
001446

15 001453
16 001460
17 14 001477
18

13
001484

19 005239
20 001491
23 6 008391
25 5 008407
27 4 004690

■ THE HUNTERS 根魚 アシスト with タコベイト
品　番 size pcs JAN（下6桁） price
HP-1

大×大 1

806003

オープン

HP-2 806010
HP-3 806027
HP-4 806034
HP-10 806041
HP-12 806058
HP-13 806065
HP-14 806072
HP-15 806089
HP-16 806096
HP-17 806102

12

18
19 20

23
25

27

13 14
15 16 17

HP-1

HP-10

HP-15

HP-3

HP-13

HP-17

HP-2

HP-12

HP-16

HP-4

HP-14
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ステンレスファイター 伊勢尼 カン付

ステンレスファイター 角セイゴ

STAINLESS FIGHTER ISEAMA RING

STAINLESS FIGHTER KAKUSEIGO

軽く! 鋭く! サビに強く！ を兼そなえた高性能な最強フック!!
貫通力抜群の超軽量化仕様。当社の特殊表面処理済み。厳選されたステ
ンレス鋼を使用しております。特殊材料により、通常の針より約20％軽いので、吸込みが良い。吸込み良さと、粘りあるアイテムはあ
なたの武器になるでしょう！！ これまでにない新革命です。（軽量値については、弊社計算による値ですので、参考値として下さい。）
吸込みが良いので、通常の鋼の針と違った驚きの感覚を感じるでしょう。

Material is Yamai Original Stainless Steel materials.
The weight of hook is about 20％ light than normal size approximatly.
The suction of fish is much better. This is for Shore and Offshore for jigging.
Eye Type　Hooks color ：Special colour（Not Stainless color as general）
About 3〜5 moth is no rusty after fishing.（It depend on the situation.）

（※The data of percentage is just calculated by our company way. Please consider as reference.)

軽く! 鋭く! サビに強く！ を兼そなえた高性能な最強フック!!
貫通力抜群の超軽量化仕様。当社の特殊表面処理済み。
厳選されたステンレス鋼を使用しております。

Material is Yamai Original Stainless Steel materials.
The weight of hook is about 20％ light than normal size approximatly.
The suction of fish is much better.
This is for light jigging of shore and offshore.
This is for sea bass mostly in jigging.
Flatted type
Hooks color ：Special colour（Not Stainless color as general）
About 3〜5 moth is no rusty after fishing.（It depend on the situation.）

（※The data of percentage is just calculated by our company way. Please consider as reference.)

フラッシング ライトショア 602
Flashing Hooks LIGHT SHORE 602

マイクロジギング（スーパーライト）アシストフックに使用。 
フラッシング効果で、イサキ、アジ、マダイに効く。

（大きなサイズは青物にも対応！）
マイクロ専用設計で、胴打ちの効果でフラッシュアピール！ 材料も専用の物
を選択し、製造・販売。新タイラバ専用フックの決定版になるか！ タイラバに
も効果抜群です。これまでの普通のフックをタイラバに使用せず、新たな新
機種として現在すでに活躍しています。マダイの硬いアゴにも負けない強靭
な素材を使用していますので、強引な引きにも負けません。使い方次第で無
限の可能性が広がります。

This is used for Micro jigging,Super light jigging and Tairaba fishing.
This shape is our original shape, gap, shank length and hook point.
The large-forged area is flashing by Sun.
This hook is used for Isaki, Aji, Madai.
The bigger size are used normal jigging for Buri,too.
They have unexpected power.
Hooks color ：Silver　They have the strong hook points.　The large-forged 

size pcs JAN（下6桁） price
23 5 006564

オープン25 4 006571
27 3 006588

size pcs JAN（下6桁） price
16 15 004560 オープン17 14 004577

size pcs JAN（下6桁） price
S 15 008162

オープンM 13 008179
L 11 008186
LL 9 008193

23

16
17

25

27

S M L LL
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ステンレスファイター W フック K101
STAINLESS FIGHTER W HOOK K101

軽く! 鋭く! サビに強く！ を兼そなえた高性能な最強フック!!
貫通力抜群の超軽量化仕様。当社の特殊表面処理済み。 
厳選されたステンレス鋼を使用しております。

Material is Yamai Original Stainless Steel materials.
This hooks is used many way for fishing.
Trolling, Topwater plugging hook and other way.
Hooks color ：Special colour（Not Stainless color as general）
About 3〜5 moth is no rusty after fishing.（It depend on the situation.）

ステンレスファイター W フック S201
STAINLESS FIGHTER W HOOK S201

軽く! 鋭く! サビに強く！ を兼そなえた高性能な最強フック!!
貫通力抜群の超軽量化仕様。当社の特殊表面処理済み。 
厳選されたステンレス鋼を使用しております。

Material is Yamai Original Stainless Steel materials.
This hooks is used many way for fishing.
Trolling, Topwater plugging hook and other way.
Hooks color ：Special colour（Not Stainless color as general）
About 3〜5 moth is no rusty after fishing.（It depend on the situation.）
The gap is more wide than Stainless Fighter K101.

size pcs JAN（下6桁） price
8

2

005376

オープン

7 005369
6 005352
5 005901
4 005918
3 005925
2 005932
1 005949

1/0 005956
2/0 005963
3/0 005970

size pcs JAN（下6桁） price
10

2

004775

オープン

9 004782
8 004799
7 004805
6 004812
5 004829
4 004836
3 004843
2 004850
1 004867

1/0 004874
2/0 004881
3/0 004898

5

1/0

2/0

3/0

4
3

2
1

8 7
6

5

1/0
2/0

3/0

4
3

2
1

8910 7 6
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マイクロジギングアシスト（Type C）（段差） ダブル

ライトショア602フック ケイムラフラッシャー

アシストフック（エンボスシート+ ケイムラフラッシャー） シングル

MC-144

KD-181

MICRO JIGGING ASSIST（Type C）

Asssit hook with Emboss Sheet and Keimura flasher.

マイクロジギング対応のライトゲーム用のアシストフック。
ケイムラフラッシャーとフラッシング効果で魚を引きつけます。段差仕様でフッキン
グ率とフラッシング効果でさらに効果抜群！ マダイ、イサキ、アジ、ヒラメ、シーバス、
回遊魚等に効果抜群。

This is the decoration Assist hook with various keimura threads. The hooks are flashing hook 602.　
This is attracive to fish much. Difference type. This is used for Microjigging and light jigging.　
Micro Jigging Assist Hook　　Lure wire　　Hook：Silver

海外でも人気のロングアシスト仕様に、エンボスシートとケイム
ラフラッシャーを混ぜる事で、魚にアピールします。
大型のカンパチやヒラマサ等、強引に引きとめたい時など、ご使用下さい。

Long assist hook(Maboroshi) with Kemiura Flasher threads and Emboss sheet.
Maboroshi hooks.　　Colour:Silver　　Eye type.

マイクロジギングアシスト（Type A） シングル

SPT501フック ハゲ皮オーロラ PEライン レインボースレッズ

マイクロジギング アシスト（Type B）（段差） ダブル

ライトショア602フック PEライン サバ皮＋ケイムラフラッシャー

KD-180

MC-143

MICRO JIGGING ASSIST（Type A）

MICRO JIGGING ASSIST（Type B）

近海専用にハゲ皮とレインボースレッズのアピールで魚にアピール。
吸込み良いフックとこのマテリアルで、ターゲットを魅了します。フックはステキオリ
ジナル近海専用SPT501フック。キャスティングジグに対応したサイズもあります。

High perforamnce assist hook. This is the decoration Assist hook with various rainbow threads.
This is attracive to fish much. This is used for Microjigging and light jigging.
Lure Wire　　Hook：Silver

マイクロジギング対応のライトゲーム用のアシストフック。
天然のサバ皮+ケイムラフラッシャー仕様。段差仕様でフッキング率とフラッシング
効果でさらに効果抜群！ 特殊加工した魚皮とフラッシャーで魚を魅了させます。シ
ルバーメッキ仕様で高耐食。国内・海外での幅広い釣行を重ね、多くのアングラー
から支持された商品に仕上がりました。
※抜群の貫通力を持つ最高のフックを使用していますので、針先には注意してください。

This is the decoration Assist hook with various rainbow threads and natural fish skin.
The hooks are flashing hook 602. This is attracive to fish much. 
Difference type. This is used for Microjigging and light jigging.
Micro Jigging Assist Hook　　Lure wire　　Hook：Silver

★★★ ★★★

★★★ ★★★

品　番 MC-144
size pcs JAN（下6桁） price
S

2

617456

オープンM 617463
L 617470
LL 617487

品　番 KD-181
size pcs JAN（下6桁） price
1/0 3 617371

オープン2/0 617388
3/0 2 617395
4/0 617401

品　番 KD-180
size pcs JAN（下6桁） price
1

3

―

オープン
1/0 617210
2/0 617227
3/0 617234
4/0 617258

品　番 MC-143
size pcs JAN（下6桁） price
S

2

617418

オープンM 617425
L 617432
LL 617449

1
1/0 2/0

3/0 4/0

S M
L LL

S
M L

LL

1/0
2/0

3/0 4/0
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ハイクオリティフック SPT503
High Quality Hooks

軽量化、貫通力、パワーを保持！ 誰もが使いやすく、好きな
フックの形状です。日本・海外でも人気のフォルム。
アシストフック作成時のフッキングの貫通力は、テコの原理で鋭くホールドしま
す。バランスのとれたALLROUNDフックです。ゲーブ幅とシャンクの長さを調
整し、自然に魚の口に吸込まれます。材料から、線径、形状まで全てを考え、
海外、日本全国でテストしてきたジギングスペシャルフックです。

The point of hook is strong.
The balance of Shank, gap and bend is designed to get fish easily.
When the fish touches the point of hook, the hook go through the 
mounth area of fish.
Their ability is very high performance in Jigging.
Heavy wire（Ultra Heavy wire）
Hooks color ：Silver, NS Black

ジガーマン オウサム アシスト シングル
BS-10 JIGGER MEN AWESOME ASSIST

軽くて強い！ ジグにカラミを防ぐフロロ入り。 
掛かり、吸込み抜群です！ 万能アシスト仕様。
貫通力、ホールド力のバランスのとれたSPT503フック使用。魚のアタリが取りや
すく、多くのプロアングラーの想いを集結させた仕様になっています。
シンキングペンシル、ジギングに対応。歯によるアシスト切れを少なくするために、長めの収縮チューブ仕様です。

This is used for Jigging assist hook and SINKING PENCIL assist.
This each size of assist line thickness and length of assist line is setted best condition.
The length of shrink tubue is long a little than usual, because of the protection to be cutted by sharp teeth.
Heavy wire（Ultra Heavy wire）
Hooks color ：Silver
Line：PE Assist Line（Fuluoro carbon line inside）
A little thick Fuluoro line.

ハイクオリティ SPGT
High Quality Hooks SPGT

精道の極み。一瞬のアタリも逃さないこだわりの針先!
洗練された形状で、世界水準焼入処理。ハイカーボン含有の新素材を使用
し、粘りと硬度を兼ねそなえ、更に化学研磨処理を処したシャープな針先にご
注目下さい。釣果がひときわ違います。当社の特殊表面処理済み。近海の
大物から海外遠征まで対応。リングタイプで、簡単に結びやすく、パワーを発
揮する太軸仕様。少し、針先にネムリを入れることで、魚が針を丸のみする事
を防ぐ。ゲーブ幅、シャンク、針先角度まで、計算されたフックです。平打ちで
強度に問題全く無し。エサ用にも使用可能。近年、プラグ用のシングルフック
や、アシストフックに使用されています。25号〜40号、針先を、三角形に特殊
加工することで、口の堅い魚にも貫通する強靭な針先を仕様しています。

This is used for Heavy jigging,  Plugging hook for Casting game.
The important of this shape is the curve point to inside by a little.
When get the fish, the hooks always got the mounth of fish.
The hooks doen't go into the stomach of fish though the mouth.
The hook is always penetrating the mouth of fish and hold it.
So, it doesn't make damage to fish and doesn't make fish die.
Its very kind for fish when releese fish.
This is the very important point in the sports fishing game.
The three edge point had from No.25 to 40 size.
This hook point penetrate the harest mounth of fish, too.
Maximum Heavy wire

size（色） pcs JAN（下6桁） price
20（BNS）

4

006267

オープン

22（BNS） 006274
25（BNS） 006281
20（SNS） 006977
22（SNS） 008261
25（SNS） 3 008278

品　番 BS-10
size pcs JAN（下6桁） price
1/0

2
617296

オープン2/0 617302
3/0 617319

size pcs JAN（下6桁） price
18

5

008056

オープン

20 007820
22 007837
25 007844
28 007851
30 007868
35 3 007875
40 007974

（SNS）

20（SNS）
22（SNS）

25（SNS）

（BNS）

1/0 2/0
3/0

18

25

28

20

30

22

35

40
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ハイクオリティ 太刀魚 KS
High Quality Hooks TACHIUO KS

鋭い歯をもつ、サワラ、サゴシ等のアシストフックにも対応。
タチウオ専用に開発した、太刀魚専用フックです。釣針の形状・角度、線径、
シャンクの長さを考え、触れたら掛かる！掛かれば、ホールドする！掛かりもよく、
ばれない針先の角度を何度も調整、テストを実施済。鮎かけのような一般的な針を流用せず、開発・完成までに時間を多く費やしま
した。絶妙な針先の角度、強度、耐久性が特徴です。
これまでの、多種多様な釣針の製造経験を活かし、人気ある太刀魚ジギングKSを開発しました。

This is for the fish with Sharp teeth mostly. Tatiuo is very interseting fish. The hooks are barbless.
The best quality makes long popular prodcuts.
It is very safe and easy to use for Jigging of fish that has very sharp teeth.
The Point of hook is very important from the shank.
If the fish touch the hook, it penetrate the mounth automatically.
The angle of point is very exquisite on the balance of hook.
It is designed about the fish with sharp teeth a lot.

The HUNTERS 太刀魚 アシスト with タコベイト（バーブレス仕様）

KD-27〜KD33 THE HUNTERS TACHIUO ASSIST with TAKOBAIT (Barbless)

タチウオに特化したタコベイト付アシスト仕様。
タコベイトとヤマイオリジナルスカートがタチウオを魅了。ストレスなく自然に掛ける理想のフォル
ムと貫通力抜群のロングテーパ仕様が特徴。あらゆるタチウオパターンで活躍してくれます。フロ
ントにもテイルにもGood。フックはタチウオKS使用。

The Takobeite with Assist hook Double with barbless.
Hook：Tachiuo KS（Barbless）
This is made with decoration of Takobaite with our original flashinng threads.
When get fish, it is very easy to releese fish.
It is very safe and easy to use for Jigging of fish that has very sharp teeth.
This decoration is attracive to Fish a lot.
There is many colours to choose what you like.
This item help you and will be needed.

PE アシストライン（ピンク） PE アシストライン（黒）

LP- LB-PE Assist Line（Pink） PE Assist Line（Black）

ステキオリジナルで、素材の樹脂から設計・企画・製造。
編み込み方等にもこだわりを持ち、独自の張りを持たせる技術で商品を製
造。中芯を取って、ニードルを使用し、チチワの作成も可能。ソルトウォーター
パーツに欠かせない一品です。

Specialized PE line for 
Jigging Assist hook. 
The PE line has center 
core that makes loop 
easily. The method of 
manufacturing is rolled 
up and knit toward 
the center core. This 
method is only us. 
We made it with our 
manufacturing stuff. 
Pink colour doen't give 
any influence to fish. 
So the fish doesn't feel 
any strange feelings.

ステキオリジナル（HV芯入り：フロロ入り）タイプ。
コシが強く、ハードな釣行スケジュールにも抜群のパワー。黒色が魚への違和
感を無くし、今までに得られなかったパフォーマンスを見せます。ジグへの絡み
も激減、釣果に差が出る新たなソルトウォーターパーツ。

The Black colour with Fuluoro line 
inside. The tension of PE Assist 
line is very sensitive and so we 
tested many times in Japan and 
Abroad. The tension is not hard but 
not weak. We set the best setting 
about this item.
We spent many hours to test. The 
Black colour don't give something 
strange feelings to fish. It doen't 
change the quality while fishing, 
eventhogh you use in a whole day. 
So, you don't need to change assist 
hook when use this item while 
fishinig in a day. This makes you be 
happy and make you be suprized.

品 番 全 長 強度 LB

LP- 3m 50 80 100 150 200 300

品 番 全 長 強度 LB

LB- 3m 80 100 150 20010m

ステンレスファイター 伊勢尼 タイラバ用
STAINLESS FIGHTER ISEAMA 

特殊材料により、通常の針より約20%軽いので、 
吸込みが良い。
吸込み良さと、粘りあるアイテムはあなたの武器になるでしょう!! （軽量値につ
いては、弊社計算による値ですので、参考値として下さい。） タイジグに使用
するのも良し!! 使用方法は無限です。タイラバ用に自作するのも良し！ タイは
見えてるのにタイが釣れない、このような事ありませんか!? 吸込みが良いの
で、通常の鋼の針と違った驚きの感覚を感じるでしょう。

Material is Yamai Original Stainless Steel materials. 
The weight of hook is about 20％ light than normal size approximatly.
The suction of fish is much better. This is for Shore and Offshore for jigging.
Flatted type　　Hooks color ：Special colour（Not Stainless color as general）
About 3〜5 moth is no rusty after fishing.（It depend on the situation.）

size pcs JAN（下6桁） price
16 16 005246

オープン18 12 004966
19 10 004973
20 9 004980

■ The HUNTERS 太刀魚 アシスト with タコベイト 
品　番 size pcs JAN（下6桁） price
KD-27

18×18 1

805495

オープン

KD-28 805501
KD-29 805518
KD-30 805525
KD-31 805532
KD-32 805549
KD-33 805556

品　番 LP-
size（品番） pcs（m） JAN（下6桁） price
50（LP-50）

3

805419

オープン

80（LP-80） 805426
100（LP-100） 804764
150（LP-150） 804771
200（LP-200） 804788
300（LP-300） 804795

品　番 LB-
size（品番） pcs（m） JAN（下6桁） price
80（LB-80）

3

805969

オープン

100（LB-100） 805976
150（LB-150） 805983
200（LB-200） 806584

80（LB-80-10）

10

806119
100（LB-100-10） 806126
150（LB-150-10） 806133
200（LB-200-10） 806614

size pcs JAN（下6桁） price
12 16 ― オープン13
14 15

16
18

19
20

KD-27 KD-31KD-28 KD-32KD-29 KD-33KD-30

12 13 14

50Lb 80Lb 80Lb100Lb 100Lb150Lb 150Lb200Lb 200Lb300Lb
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M E M O

オリジナル仕掛けづくりに役立つ一品。
ショア、オフショアジギング、キャスティング等で使用されています。破断強度
は、全サイズ、約100kg以上有ります。サイズは、4サイズ。それぞれの釣りに応
じた物をご使用下さい。最強の強度を持つ強靭な打抜きリング。今までになか
ったオリジナルな仕掛けが作れる！ あなたの仕掛けにちょっとひと工夫で釣果
が変わる。アレンジ次第で釣れる仕掛けが作れる。(※破断強度は、弊社で計
測したものであり、あくまでも参考値にして下さい。）

Stainless　Ring　
Each sizes have more than 100kg for breaking.
They have big power items.　
This is used for All Lure Fishing Games.

（※the data of power is just calculated by our company way.)

ステンレスリング 

ジギングサビキ

YM-1

F-113〜F-115

STAINLESS RING

Jigging Sabiki （Assist Shikake）

ジギングサビキの機能性と操作性を
極めたジギング専用設計。
全長、枝の長さ等をバランスよく、ジギングアング
ラーにとって使いやすい物に仕上げています。特
殊なフラッシャーに魚が魅了され、魚の喰いがい
いです。青物、深海、根魚等、あらゆるターゲットを
GETしてきた、初心者にも簡単に使える商品で
す。また、何が釣れるかは、魚が上がってきてから
の楽しみでもあります。セットするルアーはメタルジ
グだけでなく、鯛ラバ、インチクなど、何でもOK！ 使
い方次第で無限の可能性が広がります。釣船に
乗る時には、必ず、必要な1つのアイテムです。

This is the Jigging Sabiki Shikake.
The setting is manufactured for easily to use and 
the total balance is also best length.
Our original flasher and some original parts 
make fish attractive much.
You may be surprized after get fish from the sea, 
because we sometimes can't expect what fish 
comes.
It makes you feel more fun.
This is used japan and also in the world.
This is one of the important item when get on the 
boat for Jigging  and Casting game.
Please take one or two items when go salt water 
fishing.

ジギング・アシスト仕掛
●白ファイバー　
●マダイ（太）（NS）16号
●レーザーアイ

ジギング・アシスト仕掛
●ピンクファイバー　
●マダイ（太）（NS）16号
●レーザーアイ

マス・アシスト仕掛
●角セイゴ（NS）18号　
●毛針ミノータイプ

熱収縮チューブ
XR- Shrink tubue <Colour:Red>

アシストフック・天秤 その他自作仕掛の保護カバーに！  
家庭用ドライヤーで収縮しますので作業がラクラク。
低温で収縮（90°）ですので、作業が簡単。絶妙な仕上がりを追求したため、こ
だわりぬいた素材を選択。内径収縮率約40%、長さ収縮率約15%で家庭用ド
ライヤーで収縮しますので作業がラクラク。ステキオリジナルPEアシストラインと
セットでの使用がお奨めです。

This tube is not same as normal other items.
The one is srinked by only 90 degree as low temperature as the 
way of pictures.
Inner diameter shrinkage is about 40％.
The shrinking percentage of length is about 15％.
The using way is very easy for anyone.
We recommend you to use this item and our original PE assist line together.
Please take one any sizes.

品　番 YM-1
size pcs JAN（下6桁） price
SS 13 806225

オープンS 806232
M 10 806249
L 806256

size 内 径 破断強度
SS 約 3.8mm

約 100Kg 以上S 約 4.8mm
M 約 5.0mm
L 約 6.3mm

品　番 XR-
size（品番） pcs（m） JAN（下6桁） price

2.5（XR-2.5）
1

804801

オープン
3（XR-3） 804818
4（XR-4） 804825
5（XR-5） 0.9 805297
6（XR-6） 0.7 805303

SS S M L

F-113 F-114 F-115
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