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繊細で強靱なディスクドラッグを搭載した好評の

Freshwaterシリーズ、Saltwaterシリーズに加え、

クラシカルなバーミンガムスタイルも仲間入り。

使いやすくて精度が高く耐久性も抜群のフライタイイングバイス、

「収納機能満載＋ひと工夫」のタイイングデスクも新登場です。



Saltwater Series Freshwater Series

#7-8 FULL-LINE
メーター級のシイラ、2㎏級のカツオがメインターゲット。
コストパフォーマンスに優れた一台です。ソルトでのハード
な使用に耐える設計ながら、湖でのビッグトラウトとの相性
も抜群です。

重量：196g 直径：85mm 幅：51mm
容量：WF7F＋200mPE4号

¥34,800（カモカラー¥44,800／替スプール¥20,000）

#9-10 LARGE-ARBOR
ラージアーバー採用の超軽量ボディ。ドラッグシステムは
もちろんウエルストン完全オリジナル。ラージアーバーの
素早い巻き取りを実現。サーモンはもちろん、ボーンフィ
ッシュなど対象魚はオーナー次第！

重量：260g 直径：95mm 幅：54mm
容量：WF9F＋250mPE4号

¥54,800（カモカラー¥64,800／替スプール¥25,000）

#9-10 FULL-LINE
5㎏級のマグロ、10㎏超のシイラがメインターゲット。シリ
ーズ第一弾として登場したモデルで、サイレント仕様。10
㎏超の巨大ボーンフィッシュの走りにさえ対応可能な豊富
なバッキング容量を誇ります。耐衝撃性能はクラス最高。

重量：310g 直径：95mm 幅：54mm
容量：WF9F＋500mPE4号

¥49,900（カモカラー¥59,900／替スプール¥23,000）

#11-12 LARGE-ARBOR
ウエルストン初のラージアーバータイプとして登場。20㎏
以上の大型シイラなどをメインターゲットに開発。中心径
の大きなスプール形状のおかげで、すばやい巻き取りと軽
量化を実現。フルラインと互換性あり。

重量：310g 直径：109mm 幅：59mm
容量：WF11F＋500mPE4号

¥59,800（カモカラー¥69,800／替スプール¥28,000）

#11-12 FULL-LINE
10㎏オーバーのマグロやターポンなどを念頭に開発。バ
ッキングラインはPE4号で約1000mを巻くことが可能。
パワフルな魚が対象の場合にこそ、その性能を遺憾なく発
揮するリール。ラージアーバーと互換性あり。

重量：340g 直径：109mm 幅：59mm
容量：WF11F＋1000mPE4号

¥54,800（カモカラー¥64,800／替スプール¥25,000）

#14-15 LARGE-ARBOR
ウエルストン最強リール。ブルーウォーターのマーリンを
はじめとする超大型魚が対象。#14-15専用の強力なコル
クディスク、バッキングはPE4号で1000m以上。強度とバ
ランスを両立させるためスプールはノーホール仕様。

重量：470g 直径：120mm 幅：60mm
容量：WF15F＋1000mPE4号

¥79,800（カモカラー¥89,800／替スプール¥50,000）

フライで大きな魚とファイトすることを一番の課題として作り上げたのがこのソルトウォーターシリーズです。滑らかでかつ強力なドラッグシステムはウエル
ストン完全オリジナル。弱いドラッグテンションからほぼロックにいたるまで、テンションを微妙にコントロール可能です。ファイト中に魚がいきなり走り出して
も滑らかなドラッグでティペット切れを防ぎ、余裕で対応できます。
魚をフッキングさせたときに困るのが足元に余ったフライライン。一生懸命ハンドルを回して巻き取る間に、せっかく掛けた魚をバラシてしまうことが多い

ものです。しかし、ウエルストンリールならスプールの外側を叩くように回転させ、一気に不要なラインを巻き取ることができます。これも、スムーズな回転が
あればこそ。フッキングから短時間のうちにファイティング態勢にはいれ、バラシを未然に防ぐことができます。

ヤマメ・イワナをはじめとする小型トラウトから70㎝クラスのサーモンまでを対象に、フレッシュウォーターシリーズ専用のオリジナルコルクディスクシステ
ムを開発しました。このシステムは弱いドラッグテンションを絶妙にコントロールすることが可能で、魚をフックアップさせた瞬間からリールのドラッグを利か
せたファイトが可能です。
究極とも言えるマシンカットで無垢のアルミニウムを切削加工しています。ただ単に削り込んだだけでなく、強度を落とすことなく超軽量ボディの実現を目

指しました。巻き取り時はサイレント、スプール逆回転時のみクリック音が出ます。

#7-8 TROUT 3
#2-4/#5-6と同一のデザインながら強化されたコルクディ
スクシステムを搭載。それでいて弱いテンションを自在に
コントロールできる点は他のトラウトシリーズと共通。タ
ーゲットは小型サーモン、大型トラウトなど。

重量：150g 直径：95mm 幅：43mm
¥39,800（替スプール¥22,000）
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#2-4 TROUT 1
ウエルストン最小リール。トラウトリール専用のコルクディ
スクの採用で、ごく弱いドラッグテンションでも完璧に魚を
コントロール。10Xのティペットで30㎝超のトラウトをキ
ャッチアップ可能。

重量：110g 直径：75mm 幅：43mm
¥36,800（替スプール¥20,000）

#5-6 TROUT 2
心臓部は#2-4と同じコルクディスクながら、スプール径を
大きくすることにより、十分なバッキング量を確保。PE2
号なら約50mも巻くことができます。ターゲットは60㎝
くらいのトラウト。

重量：120g 直径：85mm 幅：43mm
¥37,800（替スプール¥20,000）

#5-6 Classic
ラチェットドラッグシステムを採用した昔ながらの両軸リールをラインナップし
ました。デザインはクラシックですが、中身はすべて、精巧なウエルストンのマ
シンカット仕上げです。サイズは5-6番ライン用です。

¥39,800

カラーはブラック／シルバー／ゴールドの上記の各組み合わせ。

WELLSTONEリール専用の
スペシャルホワイトグリス

ウエルストンリールには超高温から極低温ま
で粘度が変化しない特殊なグリスを採用し
ています。このために極端に摩擦を減らすこ
とができ、スムーズなドラッグ機能を保持し
ています。このリール用グリスを使いやすい
注射器に詰めて発売しています。キャップは
アルミニュウムの削り出しです。

容　量：3㏄
価　格 1,500円

※他のグリスと混ぜると機能しなくなることがあります。
混合使用は絶対にしないでください。

ウエルストン・ブルーの
高精度リールシート

釣竿メーカーのリールシートには、しっかり
締め付けたつもりでもリールが緩んだり、左
右に振れてしまったりする商品も見かけられ
ます。そんな不満を解消すべく、リール製造
と構造を熟知したウエルストンが自信を持っ
てリリースする商品です。

サイズ：全長：105㎜
サイズ：直径：最少19㎜／最大25㎜
サイズ：重量：50g 色：ブルー
価　格 3,800円
※エクステンションバットは取り外しができる構造です。材質は
錆や衝撃による傷が付きにくいアルミ材を用いてます。

Fly-Tying Vise
水平ロータリー機構を採用したオリジナルバイス

アルミとステンレス、そして焼入れして硬度を上げたジョーを持つ
ウエルストンバイスが新登場。すべてのパーツを自社工場でマシン
カットしています。特にソルト用の大型フライを巻くのに適したジョ
ーの形状は、フックを挟む溝をつけ、フックのグリップと安定性を追
究しました。水平状態と角度をつけての利用が可能です。ぺディス
タルタイプとクランプタイプを用意いたしました。

写真はサンプルのため製品とは異なる場合があります。

ぺディスタルタイプ：サイズH200㎜×W120㎜／重量約800g
定価 24,800円

クランプタイプ ：サイズH200㎜×W120㎜／重量約500g
定価 24,800円

材　　　 質 ：6061アルミニュウム
303ステンレス／焼入れクロモリ鋼

Fly-Tying Desk
ドライモーター標準装備のフライタイイングデスクセット

ドライモーターを標準搭載。扱いの面倒なエポキシフライでさえ完
全乾燥までゆっくりモーターで回転させることができます。バイスは
ペディスタルタイプ、クランプタイプ共に対応。ツール置きやボビン
サポートも充実、十分な数を準備しました。背面には大型マテリアル
ラックをデザイン（使用例）。大型マテリアル、フックやシェニールな
ど混雑しがちなマテリアルも整理して収納できます。すべてアルミの
無垢からマシンカットで作り上げたので、木材と違いひび割れや反り
の心配がなく、一生涯安心して使い続けることができます。

Aタイプ：サイズ600㎜×400㎜×8㎜／重量約8㎏
Aタイプ：定価 28,800円
Bタイプ：サイズ400㎜×400㎜×8㎜／重量約6㎏
Aタイプ：定価 19,800円
材 質：5052アルミニュウム

クランプ式・ペディスタル式の両タイプ
のバイスに対応。材料にアルミニュウムを使用し

て軽量化しています。L型オフセットバーで、バイスや
ウエスツールとの角度調節が自由自在。使用しないときに
は、折りたたみ収納できる省スペース設計です。
タイイングツールラック：高さ6㎜×奥行15㎜×幅155㎜
L型オフセットバー：高さ73㎜×奥行65㎜×幅17㎜
材質：アルミニュウムなど　定価 3,000円

Fly-Tying Tools Other Products

タイイングツールラック
& L型オフセットバー

アルミ製ツールスタンド
タイイング時に必要なボビン、ハサ
ミ、ハックルプライヤーなどを収納
するための製品です。アルミニュウム
の無垢からの削り出し。精度が高く、
重量感があります。スタンド中央には、
当社のヘッドセメントタンクがピッタ
リ収まります（ガラス瓶のヘッドセメ
ントも収納可能）。7種類の大きさの
穴を計26箇所にあけてあります。

サイズ：直径110㎜×高さ70㎜
重量：約200g
材質：航空機用アルミニュウム／フ
エルト
定価 6,800円

ウエスツール
あらゆるタイプのバイスに対応可能なタイイング用ゴミ入れ。素材
はアルミニュウム。スムーズな動きと確実な角度調節ができ、折りた
たみで収納できます。ゴミの投入面積が広く、ディアヘヤー等のカッ

ト時には特に威力を
発揮します。ゴミ袋と
してコンビニ袋を利
用できます。

サイズ：
高さ60㎜×奥行210
㎜×幅295㎜
重量：約200g
材質：アルミニュウム
など
定価 3,000円

ヘッドセメントタンク
コンピューター制御の旋盤（NC旋盤）で製作してい
るため非常に高精度です。容量は約30㏄。飽きの
こないデザインで、簡単には倒れない設計になって
います。溶剤の気化防止に独自のパッキンを採用。
ウエルストン製ツールスタンドの中央にピッ
タリ収まります。

サイズ：高さ88㎜×幅45㎜
重量：260g
材質：アルミニュウムなど
定価 3,600円

コンパクトな燻製器セット
市販のカセットコンロやストーブ等を使って
自宅のベランダやキッチンでも気軽に楽しめ
る燻製器です。ボデイは円筒形の肉薄アルミ、
蓋はアルミの削り出しで超軽量。スモークチ
ップ皿には耐久性の高いステンレスを使用。
30㎝前後のニジマスを一度に2～3匹燻製に
できます。約3回分の桜チップと魚を吊るす
ためのタコ糸も付属。熱燻なら仕上がりまで
20～30分。

サイズ：高さ35㎝×直径11㎝
重量：550g
材質：アルミニュウムなど
付属品：チップ燃焼用皿、桜チップ、たこ糸
定価 4,800円

アルミ製大型ロッドケース
長期遠征、特に航空機での海外遠征用に開発したのがこのウエルストン・ロッドケースです。2ピース用、3ピース用があ
り、それぞれブラックとシルバーを用意しています。飛行場の乗り継ぎなどで手荒く扱われても破損しにくい構造で、気
密性能も高くなっています。またストラップの位置を任意に変えられるので重量バランスを自由に変えて持ち運ぶことが
できます。防犯用の小型錠付き。

1ピース用　高さ2,030㎜×直径110㎜／重量：2.5㎏　定価 39,800円
2ピース用　高さ1,530㎜×直径110㎜／重量：2.3㎏　定価 59,800円

ボビンレスト
ハックルやシェニールを巻くときに邪魔になるボビンを一時的にホ
ールドするためのツールです。材質には航空機用アルミニュウムを使
用しているので軽量です。好みの角度・長さの調節が可能で、あらゆ

るタイプのバイスに
装着できます。

サイズ：
長さ320㎜×高さ100
㎜
重量：約70g
材質：アルミニュウム
など

3,400円

ヘッドセメントタンクは別売の
ツールスタンドの中央にピッ
タリと収まります。

チップ皿は
ステンレス製

※このカタログに掲載された定価には消費税は含まれていません。

NEW WELLSTONE PRODUCTS for 2004NEW WELLSTONE PRODUCTS for 2004



ウエルストンリールは100パーセント石井鉄工の自社横浜工場で製造されています。

海外製のリールと違い、修理等は宅配便で当社まで送っていただければ、

最短でその日のうちに修理して、翌日にはお客様のお手元に。

使いたいときが釣りたいときです。

海外のメーカーには不可能な、とにかく素早いサポートが自慢です。

お得な情報満載のホームページもぜひご覧ください。

www.wellstone-reel.com

沖縄の海でマグロを、北海道ではサーモンを！
Fishing Tour 2004

【沖縄ツアー】2004年の第1回は1月23～25日を予定。年4回の開催を予定していま
す。ソルトウォーターフィッシング初心者も大歓迎！　リピーターも多く、和気あい
あいとした楽しいツアーです。釣りをされない方のご参加も大歓迎。別途、万座ビー
チホテルでのリゾートライフをご堪能ください。

※フィッシングツアーの日程など詳細は順次HP上で発表いたします。
URL wellstone-reel.com
e-mail ishii@wellstone-reel.com

【忠類川ツアー】9月上旬を予定しています。海で育ったサーモンのパワーは強力。川
で釣る魚としては最強のターゲットを一緒に堪能しましょう。アフターフィッシング
は温泉あり、美味しい食事ありの充実ツアーです。釣りをしない奥様やお子様のご参
加も大歓迎！　詳細はお問い合わせください。

旋盤が初めてでも安心して作業ができるように丁寧な説明を添

付しています。世界でただ1つのリールも夢ではありません。

キットにはバーミン

ガムスタイルのリー

ル作成部材が含ま

れています。

製造発売元

石井鉄工株式会社
〒226-0006 横浜市緑区白山1-14-37
Tel 045-933-2011 Fax 045-933-2013
E-mail：ishii@wellstone-reel.com

リール自作キットで世界にただ1つのリールを！
ウエルストンリールの製造ノウハウを活かした、ミニ
旋盤とリール作成部材をセットにして発売中。旋盤
は初めてという方でも、簡単に世界でたったひとつ
のリールを作ることができます。詳細はお問い合わ
せください。

レーザーによる加工

例。最大4㎝角まで
可能です。ロゴや名

前だけでなく、写真

やイラストの加工も

可能です。

カスタムカラーにも対応します（サンプルはレッド）。カスタ

ムカラー以外にもスプールと本体の別色の組み合わせ、設

計も含めた完全カスタムオーダーのご相談にも応じます。

カスタムオーダー、承ります。
ウエルストンではレーザーによる名前や写真の彫刻、カスタムカラー、さらには完全カス
タムオーダーを承ります。詳しくは当社ホームページまで。


