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三陸アミエビ　国産　8切　真空 ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：8ヶ ・発注単位：ケース
JAN：4513380199081

三陸アミエビ　国産 ・配送区分：冷凍
・4切（1c/s入り数：4ヶ） ・発注単位：ケース
内容量：約4000g
JAN：4562121750739
・8切（1c/s入り数：8ヶ）
内容量：約2000g
JAN：4562121750722
・16切（1c/s入り数：16ヶ）
内容量：約1000g
JAN：4562121750739

沖アミ　グレ小粒　真空 ・配送区分：冷凍
８切 ・発注単位：ケース
・1c/s入数：4ヶ
・内容量：
JAN：4562121752849
16切
・1c/s入数：8ヶ
・内容量：約1680g
JAN：4562121752856

沖アミ　真空　大粒　8切 ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：4ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：
JAN：4562121752900
沖アミ　真空　大粒　16切
・1c/s入数：8ヶ
・内容量：約1680g
JAN：4562121752917

沖アミ ボイル 真空 大粒 8切 ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：4ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：
JAN：4562121750661
沖アミ ボイル 真空 大粒 16切
・1c/s入数：8ヶ
・内容量：
JAN：4562121750678

沖アミ　真空　1/48　M、L、LL ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：各24ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：
JAN
S：713001216
M：713001214
L：4562121753914

LL：4562121753921

厳選した大粒の沖アミを真空パッ
ク！
変色し難い、霜が付き難い！

商品説明

※掲載商品の価格等は予告なく変更する場合や
取扱いを中止する場合もご ざいますのでご了承ください。冷凍エサ商品一覧

商品画像 商品名 備考

水切りアミエビを真空パック

マキエに。強力集魚効果。
三陸沖で獲れたアミエビを
凍結し、カットしました。

沖アミをボイルしたものを
真空パック！
エサ取りの多い時や船釣に。

厳選した小粒の沖アミを真空パッ
ク！
変色し難い、霜が付き難い！
グレ釣等に



沖アミ　F1　1/32　M、L、LL ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：各16ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：各 約700g
JAN
M：4513380290764
L：4513380290818
LL：4513380290863

刺魔王　M、L、LL、3L ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：各21ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：各 約300g

JAN
M：4562121753501
L：4562121753518
LL：4562121753525
3L：4562121753532

刺魔王　ボイル　M、L、LL ・配送区分：冷凍
・内容量：各　約300g ・発注単位：5ヶ ～
・1c/s入数：各21ヶ
JAN
M：4562121753624
L：4562121753617
LL：4562121753600

えびパン ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：12ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：約1000g
JAN：4562121752702

おきあみパン ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：10ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：約1500g
JAN：4562121752597

沖アミ　生 パック　S、M、L、LL
・1c/s入数：各30ヶ ・配送区分：冷凍
・内容量： ・発注単位：5ヶ ～
JAN
S：4562121753235
M：4562121753099
L：4562121753105
LL：4562121753112

生のオキアミと各種の集魚材を混ぜて
作りました。
冷凍品ですが、水分を飛ばしてあるの
ですぐに使えます。

内容：オキアミ、パン粉、魚粉、さなぎ
粉、麦、ニンニク、顆粒ペレット、塩など
…

商品説明

オーソドックスな付け餌。
定番として根強い人気。

※掲載商品の価格等は予告なく変更する場合や
取扱いを中止する場合もご ざいますのでご了承ください。商品一覧

商品画像 商品名 備考

冷凍エサ

分割凍結したことで従来品とは違い、
全面カット面がないブロックが完成。最
後の一尾まで使えます。

刺魔王のボイルタイプ。
最後の一尾まで使えます。

アミエビとパンコ等を混ぜたマキエ。
集魚材の配合の手間を省きます。
また、水気が少ないので冷凍庫に保存
していても砕きやすいので、解凍の時
間は必要ありません。



フリーパック　てげてげ　オキアミ ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：40ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約60g
JAN：4562121751255

フリーパック てげてげ　ボイル ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：30ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：
JAN：4562121751705

フリーパック よくばり　ボイル＆生 ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：40ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約70g
JAN：4562121753983

フリーパックよくばり ・配送区分：冷凍
トリプルパック ・発注単位：5ヶ ～
ボイル＆生＋生えびむき身
・1c/s入数：35ヶ
・内容量：約110g
JAN：4562121754461

フリーパックよくばり ・配送区分：冷凍
ムキミ&生 ・発注単位：5ヶ ～
・1c/s入数：40ヶ
・内容量：約75g
JAN：4562121754669

沖アミ　特注パック　M、L、LL ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：各50ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：
JAN
S：4562121754218
M：4562121753846
L：4562121753853
LL：4562121753860

不凍タイプの付け餌（ボイル沖アミ）を
リーズナブルな価格で。サイズ分けと
いう作業を排除することでコストダウ
ン！
不凍タイプオキアミで低価格を実現し
ました。
※商品名の”てげてげ”とは鹿児島弁
で”程々良い”と言う意味です。

※掲載商品の価格等は予告なく変更する場合や
取扱いを中止する場合もご ざいますのでご了承ください。商品一覧 冷凍エサ

商品画像 商品名 備考

不凍タイプの付け餌（沖アミ）をリーズ
ナブルな価格で。サイズ分けという作
業を排除することでコストダウン！
不凍タイプオキアミで低価格を実現し
ました。
※商品名の”てげてげ”とは鹿児島弁
で”程々良い”と言う意味です。

ムキミは万能えさなので、釣果が
悪い時などに効果有り。

ファミリーフィッシング向けに価格を
安く、釣り人応援商品です。

商品説明

従来の商品、ボイル＆生にプラス
むき身を加えて三種類のえさを
パック詰いたしました。ファミリー釣
りやちょっとした釣りに最高です。
今後色々な組み合わせが出来る
釣りに応援商品です。

ファミリー、レジャー用に。
トレーにボイル沖アミと沖アミを
半々ずつパック詰。
売れ筋商品。



きびなご　徳用 ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：6ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：約2.5kg
JAN：4562121754423

きびなご　袋入 ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：50ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約150g
JAN：4562121752764

かつおのハラミ ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：30ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約80g
JAN：4562121753440

えび　むき身 ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：40ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約60g
JAN：4562121753020

生あさり　むき身 ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：40ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約60g
JAN：4562121753327

生あさり　むき身　徳用 ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：　 ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：
JAN：4562121754034

商品一覧
商品画像 商品名 備考

冷凍エサ

するするスルルーの大量のまき餌
に対応する2.5kg入！(季節商材）

フィッシュイータータイプの魚を狙う
時の定番。
鹿児島近海で朝、獲れたきびなご
を、すぐにパックに詰め急冷凍にし
ているから、鮮度抜群！

商品説明

船からカワハギ釣に!!

アサリのむき身をパックしました。
すぐに使える不凍タイプ！

鹿児島・枕崎産のかつおの腹皮を
使い易くカットしました。
針持ちが良い為、根魚釣りに。

アミのエキス漬け。
食用のむきえびをサシエサ用にパック
詰しました。
サイズが大きい場合は、カットしてご使
用ください。

※掲載商品の価格等は予告なく変更する場合や
取扱いを中止する場合もご ざいますのでご了承ください。



アミダンゴ ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：30ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約150g
JAN：4562121752573

おきあみダンゴ イエロー にんにく入 ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：30ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約150g
JAN：4562121754379

コイカ　DX ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：35ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約300g
JAN：4562121751347

ホタルイカ　パック ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：30ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：
JAN：4562121753443

こえびムキミちゃん ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：40ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約90g
JAN：4562121754638

商品一覧
商品画像 商品名 備考

冷凍エサ

こえびを選別しムキミして不凍タイ
プで仕上げました。大・小サイズが
混ざっていますが、プリプリして針
持ちの良い商品です。

商品説明

定番中の定番。
長年の販売実績。
好釣果実績の商品。

南極オキアミを主成分として、魚を匂い
で誘い、最も好む色のイエローで仕上
げています。
喰い渋り等の時に使用すれば、より一
層の釣果が望めます。

市場に水揚げしたコイカを釣り用に
厳選。量を多くパック詰。
マダイ、イサキ釣り等に最適です。
(季節商材）

※掲載商品の価格等は予告なく変更する場合や
取扱いを中止する場合もご ざいますのでご了承ください。



国産　芝えび ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：20ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：20匹
JAN：4562121754621

鯛釣り用　国産海老 ・配送区分：冷凍
・1c/s入数：20ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：
JAN：4562121753679

商品一覧 冷凍エサ ※掲載商品の価格等は予告なく変更する場合や
取扱いを中止する場合もご ざいますのでご了承ください。

商品画像 商品名 備考 商品説明

食用えびを丁寧に選別、綺麗に真
空パックに仕上げました。変色し難
く、霜が付き難いのでストッカー等
に陳列した時に見映えする商品で
す。(季節商材）

市場に入荷した天然国産海老を
丁寧にパック詰。
テンヤ釣り等に最適。(季節商材）



パン粉 ・配送区分：常温

1kg入り ・発注単位：ケース
JAN：4562121753945
・1c/s入数：10ヶ

2kg入り
JAN：4562121753938
・1c/s入数：5ヶ

釣り用パン粉 ・配送区分：常温
・1c/s入数：10ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：約900g
JAN：4562121753778

にんにくパン粉（おから入り） ・配送区分：常温
・1c/s入数：10ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：約1.3kg
JAN：4562121754096

魚あつまる君 ・配送区分：常温
・1c/s入数：4ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：約4.5kg
JAN：4562121753785

あじの肥やし ・配送区分：常温
・1c/s入数：20ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：約1000g
JAN：4562121753426

おから ・配送区分：常温
・1c/s入数： ・発注単位：ケース
・内容量：約500g
JAN：4562121754027

商品一覧
商品画像 商品名 備考 商品説明

※掲載商品の価格等は予告なく変更する場合や
取扱いを中止する場合もご ざいますのでご了承ください。常温商品

集魚材の定番のパンコに集魚効果
絶大のキラキラ入り。
ムギ、ピンクパンコも入っており視
覚に訴えて集魚効果を発揮しま
す。

においで魚を引きつけて、カラー
麦、おから入りの為、水を加えたら
膨張し量が増えます。

価格を安く、量を多く釣人応援商品。

アジの好む材料を集めて配合した集魚
材。
単品でも使えますが、アミエビ・沖アミ
に混ぜるとさらに集魚効果アップ！
主原材料：パンコ、糖蜜、えび粉、魚
粉、丸ムギ、糖、食塩、着色料、保存
料

乾燥おから100％。
自分の好みの集魚材を作れる。水
分を加えたら約5倍に増えます。



あみパン ・配送区分：常温

1kg入り ・発注単位：ケース
JAN：4562121752993
・1c/s入数：15ヶ

2kg入り
JAN：4562121752986
・1c/s入数：8ヶ

カラーバン レッド ・配送区分：常温
・1c/s入数：10ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：約1000g
JAN：4562121754515

カラー麦　レインボー ・配送区分：常温
・1c/s入数：30ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約250g
JAN：4562121754140
・内容量：約250g

カラー麦　レッド ・配送区分：常温
・1c/s入数：30ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約250g
JAN：4562121754119

カラー麦　イエロー ・配送区分：常温
・1c/s入数：30ヶ ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約250g
JAN：4562121754157

青のり ・配送区分：常温
・1c/s入数： ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：約15g
JAN：4562121754089

・主原材料：ムギ、着色料

好み集魚材等に合わせてお使いく
ださい。

・主原材料：ムギ、着色料

好み集魚材等に合わせてお使いく
ださい。

・主原材料：ムギ、着色料

好み集魚材等に合わせてお使いく
ださい。

商品説明

商品一覧 常温商品
商品画像 商品名 備考

※掲載商品の価格等は予告なく変更する場合や
取扱いを中止する場合もご ざいますのでご了承ください。



あら塩 ・配送区分：常温
・1c/s入数： ・発注単位：5ヶ ～
・内容量：
JAN：4562121753839

純なま　アミエビ ・配送区分：常温
・サイズ：小 ・発注単位：ケース
・1c/s入数：20ヶ
・内容量：約900g
JAN：4562121754010
・サイズ：中
・1c/s入数：10ヶ
・内容量：約1800g
JAN：4562121753990

純生あみえび　サビキ釣用 ・配送区分：常温
・1c/s入数：20ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：約900g
JAN：4562121753709

あみどん（キャップ付き） ・配送区分：常温
・1c/s入数：30ヶ ・発注単位：ケース
・内容量：約600g
JAN：4562121754652

商品画像 商品名 備考 商品説明

常温商品商品一覧 ※掲載商品の価格等は予告なく変更する場合や
取扱いを中止する場合もご ざいますのでご了承ください。

原料としてアミえびを100％使用。アミ
のエキスを加え、他に混ざりものが
入っていない本格的な常温タイプのマ
キエです。ファミリーや女性向きに使用
し易いようにキャップ付き。南国の香り
付きで人も魚も引き寄せます。

アミエビ100％使用！
常温で保存可能！
不凍タイプなので解凍する手間が省
け、程よく水を切ってあるので水分量
が少なくすぐに使えるマキエ。
只今、人気商品です。



〒892-0803　鹿児島市祗園之洲町21番地
TEL：099-247-8415　FAX：099-247-5819

[E-Mail]　yamatake@tsurigu.co.jp


