動きやすく、動きのある釣りにも◎
ストレッチ性に優れ、防水性能も兼ね備えたシ

愛称は “ さぁや ”。釣り番組「フィッシング倶楽部」
「フィッシング
ライフ」にも出演している関西で人気の釣りガール。大物釣りが好
きで、昨年２月には与那国島で 105㌔のカジキマグロを仕留めた！
少し抜けている部分もあるが、そんな所も含めて皆に愛されている

マノのアウターに、軽くて温かいベストタイプの
インナーを選択。キャップ、グローブは遠赤外線
輻射パワーで体の中まで温める光電子 ® 素材を採

また、今年人気なのがネックウォーマーの

用した商品で真冬でも快適に過ごせる。黒色ベー

進化型 !? のフードウォーマー。普段は

スに、所々ライムグリーンで遊び心をプラス。

ネックウォーマーとして利用し、頭部や
皆さん、こんにちわ。つりそくガールの蒼井

耳などが寒ければ、フードとして利用でき
る便利アイテム。男女問わず、今冬のマスト

ば、防寒ですよね。そこで、フィッシングエイ

アイテムになりそうです。そして、防寒で忘

ト京都伏見のウエア担当・道野さんにご協力い

れたらダメなのが、グローブとシューズです。

ただき、女性はもちろん、男性のスタイルまで

私は、グローブはラインを結ぶなど細かい作業

コーディネートしてみました。まずは３階へエ

をしやすい３本指タイプを愛用していますが、

アウターとグローブは「ジッとしていても

レベーターで移動。少し進むと左一面にウエア

ダイワのミトングローブは必要な時だけ指先を

温かい」が売りの光電子 ® 素材を採用してい

コーナーが広がります。

出せるので、気に入っちゃいました。

るフリーノットの人気アイテム。船、筏、ワ

あまり動かない釣りでも温かい

今回ご紹介するアイテムや情報を参考に、イ

カサギ、ヘラブナなどあまり動かない釣りで

チバンエイトグループのお店へ足を運んで、ス

威力を発揮する。チェック柄のウールキャッ

保温性に優れたインナージャケットを羽織るス

タッフさんのアドバイスも受けながら、よい買

プでオシャレ感がアップしている。

タイルが流行です。これに防水、透湿性に優れ

い物をしてください。今回の取材の模様は、右

たアウターを組み合わせれば、着込みすぎて動

記ＱＲから動画配信

きにくい事もなく、十分な防寒性も得られるで

してますので、ぜひ

しょう」
。

ご覧ください♪

保 温 性 に 優 れ た ダ ウ ン ベ ス ト。
カラーはブラックもあり

道野さんにトレンドを聞いてみると、
「最近は
厚手のアンダーシャツ、タイツの上に、軽量で

△

アウター…BOWON ハイブリッドウォームスーツ（フリーノット）
首元…裏ボアネックウォーマー（KOHINATA）
キャップ…ウール チェックワーク キャップ（ラパラ）
グローブ…インシュレーショングローブ 3 本カット（フリーノット）
シューズ…NF51461 Snow Shot NSE WP 6（ノースフェイス）

アウター…DS アドバンスウォームスーツ RB-025M（シマノ）
インナー…700FP ダウンベスト JA-057N（シマノ）
キャップ…イアーウォームニットキャップ（フリーノット）
グローブ…クロロプレングローブ 3 本カット（フリーノット）
シューズ…RBB ウィンターデッキブーツ 15（リバレイ）

ウエアの事なら私、道野にお任
せください。高機能なウエアか
ら特価品まで豊富にご用意して
おりますので、お客様の用途、
ご予算などに応じて、最適なご
提案をさせていただきます！

透湿素材、止水ファス
ど機能満載かつリーズナ
ブルなアウターに、光電
子素材の軽量で暖かいイ
袖口が二重構造になっており
冷気が中に入ってきにくい

ンナーの組み合わせ。キ
ャップはネック部分が長
く、首、頭、耳、口周り
などをしっかりガードで
きる。キレイな青色で落
ち着いた雰囲気に。

かぶせ部分を返せば細かい作業も
可能なダイワの新作グローブ。カ
ラーはグレーとネイビーの２色

が随所に配色されているストーングレ
ーを選択。インナーは、襟から背中に

防水性・防寒性・防風性をバランスよく兼

伸縮性に富んだフィッシング用

ね備えたダイワの新作アウターは、鮮やかな

グローブで、手の平にはノンスリ

カラーの Vege mix が女性にピッタリ。サイ

ップ加工が施されており、フィッ

ズもウーマンＭから４ＸＬまで幅広くライン

ト感が抜群。裏地は起毛仕様なの

ナップしている。首元は今年のトレンドであ

で、肌触りがよく、保温性もバッ

るフードウォーマーで、頭部全体をしっかり

チリ。ロゴカラーがホワイト、ピ

ガード。裏起毛仕様なので肌触りがよく、非

ンク、ライトブルーの３色展開。

10 秒で素早く暖まるほか、強、中、弱
アウター…GORE-TEX® マスターウォームスーツ RB-014M（シマノ）
インナー…EV HOT ヒーターベスト SCW-6115（サンライン）
キャップ…コットンウッドキャニオンキャップ（コロンビア）
グローブ…ストレッチグローブ（F ★ STYLE）
シューズ…VERO BOOT II（Teva）

フィット感抜群のフィッシング用グローブ
裏地は起毛仕様なので保温性もバッチリ！

バランスよいダイワのアウター＋
今年トレンドのフードウォーマー

る高性能ベスト。スイッチを押すと約
の温度設定ができるのも嬉しい。
また、
USB モバイルバッテリーを採用してい
るので、充電すれば繰り返し使えるの
で経済的で環境にも優しい。

保温効果のあるフェルト素材のイ
ンナーブーツは取り外し可能で、
室内履きとしても利用できる

アウター…DW-3505 レインマックス ® ハイロフト ウィンタースーツ（ダイワ）
首元…RBB フーデッドネックウォーマー（リバレイ）
グローブ…ストレッチグローブ（F ★ STYLE）
シューズ…NF51461 Snow Shot NSE WP 6（ノースフェイス）

優れた防水透湿性を発揮するゴアテ

セラミック赤外線ヒーターが入ってい

特集 2015

ナー、袖口の二重構造な

デザイン、カラー、機能などを考慮して、
トータルコーディネートしてみました。
最近は暖かいアンダーウエアをはじめ、薄
くても暖かいアイテムが増えたことで、冬
もオシャレを楽しみやすくなりましたね♪

アウターは、グレーをベースにピンク

防寒

コスパ重視のアウター＋高機能キャップ

今年のオシャレスタイル はコレだ!!

ックス ® 素材を採用しているシマノの

あったか

アウター…WBA2706 防水防寒ウィンタースーツ（クロスファクター）
インナー…ハイブリッド UL ダウンインナージャケット
（フリーノット）
キャップ…５WAY ニットキャップ（プロックス）
グローブ…DG-8505W ミトングローブ（ダイワ）
シューズ…HIGHLINE RS WP（Teva）

さぁや の 防寒コーディネート

ゴアテックス ® 素材のアウターに
ヒーターベストの最強コンビ！

寒い冬を快適に !!

止水ファスナー採用で
雨水などが入りにくい

さやです。冬のレジャーに欠かせない物と言え

厚手ニットで保温性抜群のキャッ
プ。ネック部分が長いので、５通り
のアレンジが可能

蒼井さや Saya Aoi

常に保温力が高いオススメの一品。

ダンディなオヤジになれる高機能アウター！
ミドラー付きで、ほぼオールシーズン使える
アウターは、防寒、防水性能はもちろん、
強度、軽量性、動きやすさも追求した、がま
かつの高機能モデル。上下ともにミドラーが
セットになっており、暖かい時期はアウター
だけ着用するなど、組み合わせをかえること
で、ほぼオールシーズン活躍する１品。シュ
ーズにスパイクを合わせることで、格好いい
磯釣り師スタイルに仕上がっている。
アウター…オールウェザースーツ GM-3433（がまかつ）
キャップ…マジック ジャガードカモフラージュ ビーニー（ラパラ）
グローブ…ストレッチグローブ（F ★ STYLE）
シューズ…ブリザテック (R) フェルトスパイクシューズ（がまかつ）

取材協力：フィッシングエイト京都伏見
【営業時間】
月－木曜 10 － 22 時、
金、土曜 10 － 23 時、
日曜、祝日 10 － 21 時

京都府京都市伏見区
竹田向代町川町 24 − 4
☎ 075-672-0080
海釣り用品からソルトルアー、バス用品、人気
のワカサギ用品など釣具やウエア、シューズな
ど店内豊富な品揃えで京都・滋賀の釣り人をバックアップする「フ
ィッシングエイト京都伏見」
。12 月２－７日まで、グループ全店で
冬のセールを開催します。特売品だけでなく、店内ほとんど全品
が店頭割引価格からさらに 10％ＯＦＦ。15％ＯＦＦの特売品も多数
ご用意。もちろん防寒ウエアもセール特価です。
詳しくは各店店頭、またはＨＰ「イ チバンエイト」検索で。

様々な防寒ウエア、アイテムがサイズ、色ともに豊富 !!
今回撮影に協力いただいたフィッシングエイト京都伏
見は、ダイワ、シマノをはじめ、様々な防寒ウエア、ア
イテムがサイズ、色ともに豊富で、自分にピッタリの商
品が見つかるはずだ。聞きたい事があれば、ウエア担当
の道野（みちの）氏に気軽に声を掛けてほしい。

