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ご使用前の注意事項 安全上の注意事項

お手入れ方法感電・落雷に対する注意

必ずお読みください

ご購入の際には、必ず下記項目を
点検してからご使用ください。

安全にお使いいただくために、
必ず下記項目をお守りください。

竿の伸ばし方・納め方について、
必ず下記項目をお守りください。

ガイドの接着、ガイドリングの
破損、ガイドバランスを確認し、
問題がないか検査してください。

ガイドリングや、ガイドフレー
ムを掴んで、継いだり曲げたり
すると、破損するおそれがあり
ますのでご注意ください。

寒冷地では、厳寒時のご使用
中、竿内部の水滴が凍結し、
ご使用できない場合がありま
すので、ご注意ください。

#1の先端部内径は細いため、何らかの
原因により、途中で詰まらせるようなこ
とがあれば、無理をせずもう一度やり
直してください。

先糸（リーダー）は使用できません。糸
の結び目（結びコブ）を無理に通そうと
すると、先端が割れたり裂けたりする
おそれがあります。

ウキ止め・目印等をご使用の場合や、糸
の結びコブを通す場合は、あらかじめ、
穂先の先端をスムーズに通ることを確
認してから使用してください。抵抗があ
る場合は絶対に無理に通さず、元の方
から引き出し、道糸かウキ止めを小さい
サイズに替えてください。

糸がガイドに絡んだ状態でキャ
ストしないでください。破損の
原因となります。

竿の穂先は、細く折れやすいの
で、取扱いには、十分注意して
ご使用ください。

使用中のガイドのズレ・ゆる
みには注意してください。
ガイド位置の不備は穂先の
折れ等の原因となります。

使用中、万が一釣竿が破損した
場合、折れた箇所で手などをケ
ガする原因になるおそれがあり
ますから、素手で触らないよう
注意してください。

仕掛を投げる時は周囲に人がい
ないか十分に安全を確認してく
ださい。仕掛の針・オモリが人に
当たると非常に危険です。
また、後方の障害物等に当たら
ないように十分ご注意ください。

回転トップ、リリアン等、使用時
の強度に対応しているか、検査
してください。

磯玉のネジ部分の接着に問題
がないか、対象魚の重さに対応
しているか、検査してください。

接着している部品は、日が経つ
ごとに劣化が進みます。使用時
には、毎回点検してからご使用
ください。

竿を曲げて、使用時の強度に問
題がないか、検査してください。

下栓が緩んでいないか、検査し
てください。緩んでいる場合は、
適度に締めてください。

中通し竿は、糸が通るのを確認
してください。

ご使用前に、リールシートとリー
ルが適正に取り付けられるか検
査してください。
（形状等により適合しないリールがあります）

付属の中通しワイヤーは、多少
のクセがつく場合があります。
以下の点にご注意ください。

振出竿の場合

中通し竿の取扱いについて 中通し竿の伸ばし方・納め方 高圧線・架線・電線による
感電に注意してください

落雷よる感電事故に
注意してください

中通し竿の合わせについて

ご使用上の注意事項

インロー継について

固着した竿の収納方法

トップカバーを外す際には、真上に引き
抜くようにしてください。
ひねったり、こじったりすると穂先を折
る場合があります。
※磯竿など、先の細いロッドは、特に注
　意してください。

ガイドなしのロッドの場合、上栓を外
す際には、真上に引き抜くようにして
ください。
ひねったり、こじった
りすると、玉口の部分
を破損させる場合が
あります。

固いものや角にぶつける、落とす等、ロッドに強い衝
撃を与えないよう、持ち運び、取扱いには十分ご注意
ください。
本体に傷がつくと、強度不足により折れる場合があり
ます。
また、衝撃でガイドリングが割れる場合もありますの
で、トップガイド等は特に注意してください。

ロッドの調子（アクション）を見るために、オモリ等を
ぶら下げて確認する場合は、必ず使用時と同じよう
に、ロッドを完全に伸ばす（継ぐ）状態で、グリップを
持って行うようにしてください。
穂先のみをねじ曲げる、ロッドの途中部分を持って
曲げる、穂先部分を持って振る等の行為は絶対にし
ないでください。

■強くしごいたり、折り曲げたりしないでください。
■小さく、かつ、強く巻いたりしないでください。
■保管する際には、指4本くらいの幅で軽く巻くよう
　にする程度が最適です。また、使い終わったら、必
　ず収納袋等に収納してください。
※伸ばしたままバッグ等に入れますと、クセが付く
　原因になります。

磯玉の柄・玉枠ネジは、商品により合わない場合がござ
いますので、ご購入の際は、お持ちの磯玉の柄や玉枠と
合わせてからご購入ください。

現在のロッド生産技術上、グラス・カーボン等の素材の
違いを問わず、各部分に発生する若干の曲がりを100%
排除することは不可能な状態です。
また、柔軟さを追求した仕様のロッドでは、強く曲げら
れた場合等により、曲がり癖が残る場合があります。
強度・機能上の問題はありませんので、若干の曲がりは
ご了承ください。

根がかり（仕掛や糸が引っ掛かって取れない状態）をし
た際には、釣竿をむやみにあおってラインを切るので
はなく、手に手袋やタオルを巻いて、ラインを強く引っ
張って切るようにしてください。釣竿を無理にあおると
竿が折れて、怪我をするおそれがあります。

並継竿の場合

磯玉の柄について

ロッドを組む際には、穂先から順に軽くねじるような要
領で継ぎ足していきます。その際に、ロッドの継ぎ部分
の挿入口に砂等の異物が付いていないかどうか確認し
てください。異物が付着したまま挿入しますと、口割れ
の原因になります。

竿の継ぎ目のコミが浅いと、投げる際に抜ける、または
破損の原因となりますが、必要以上に押し込んでしまう
と、固着の原因となり、仕舞う際に抜けなくなってしま
うので、十分ご注意ください。

収納する際には、必ず元竿から順番に、ロッドをねじる
ように、取り外してください。

トップカバー（上栓）をロッドから外し、穂先から順に
1本ずつ伸ばしてください。
ロッドを伸ばす際には、ロッド同士の継ぎ部分をねじる
ようにして、手で継ぎ目を固定してください。

収納する際には、必ず元竿から順番にロッドを仕舞い
込んでください。
穂先の方から仕舞い込むと、太いロッド同士の隙間に
入り込む等で、細い部分が折れる原因になります。

磯竿等のフリー
ガイドは確実に
正しく、向きを揃えて
セットしてください。
ガイド位置のズレは、
ラインの絡みや穂先の
折れ等の原因になります。

無理な力を加えると
簡単に折れます。

インロー継仕様のロッドは、継目の
部分が5～10mmの隙間になるよう
に設計しております。
これは正しい仕様ですので、不良で
はありません。

インロー継部分の隙間を、無理に
強く押し込まないでください。
破損の原因となります。

滑り止めのゴムシート等を当てて握り、2人で向き合っ
て、お互いに逆方向にひねりながら、引き抜きます。

ガイド付竿の場合、この時に絶対に
ガイド部分を掴まないでください。
ガイドが破損いたします。

■並継竿の場合（ガイド付・ガイド無・中通し竿）

並継竿と同じ要領で、滑り止めのゴムシート等を当て
て握り、お互いに逆方向に、ゆっくりと矢印の方向に
ひねりながら、押し込んでいきます。

■振出竿の場合（ガイド付・中通し竿）

汚れたままロッドを密閉状態にすると、ロッド内の水
分により、塗装面に水ぶくれ状態のブツブツ現象が
発生し、これを 「ブリスター現象」 といいます。この
現象を防止するには、使用後に十分水分を拭き取り、
風通しの良い場所に陰干しをして、水分を完全に拭き
取ってください。

■ブリスター（水ぶくれ）の防止

竿を汚れたままの状態にすると、メッキ面やその他、
加工処理面の自然退色および、金属部分の腐蝕によ
り、下栓等に不具合が発生したりするおそれがあり
ます。これを防止するには、塩分・水分・ゴミ等を完
全に拭き取り、保管してください。
車のトランクルームや直射日光の当たる場所での保
管・放置はしないでください。 高温・多湿の場所での
長期間放置は表面塗装や本体の劣化の原因となり、
ロッドの大敵です。

■腐蝕・錆の防止

たわし・みがき粉や、ベンジン・シンナー等のご使用は
絶対に避けてください。ロッド塗装面や、ロッド自体
まで傷める原因になります。
ロッドの汚れは、海水の場合は、石鹸水を入れたぬる
ま湯、その他の場合は真水できれいに洗った後に、乾
いた布で水分を拭き取り保管してください。 市販の
ロッドクリーナーやワックス等をご使用になる場合は、
くれぐれも注意してください。ロッドによっては塗装面
を傷めることがあります。

■お手入れの際のご注意

ご使用後は、真水かぬるま湯できれいに洗った後に、
乾いた布で水分を拭き取り、風通しの良い場所で陰
干ししてください。また、頑固な汚れには、ぬるま湯を
かけた後に、台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポ
ンジで洗うと効果的です。
竿内面が完全に乾くまで、分解した状態で陰干しして
ください。

■竿のお手入れ方法

ご使用後は、真水かぬるま湯を通していただくだけで
結構です。ベンジン・シンナー等の有機溶剤や熱湯等
は、竿内面の特殊表面処理を傷める可能性がありま
すので使用しないでください。
洗った後に、乾いた布で水分を拭き取り、風通しの良
い場所で陰干ししてください。竿内面が完全に乾くま
で、分解した状態で陰干ししてください。

＃1は、内部を水洗いした後、トップガイドから強く息
を吹き込んでいただくようにすると、水分や小さなゴ
ミを取り除くことができます。
中通し竿は、内部の洗浄を怠りますと、塩分や汚れ・ゴ
ミで先端部が詰まり、次回使用時にワイヤーや糸が通
らなくなる場合がありますので、ご注意ください。

■竿内部のお手入れ方法（中通し竿）

元竿の下栓を外し、固着した箇所よりも上の細い竿を
必ず抜いてください。
次に、元竿のロッドを水平な面（床）へ垂直に立てて、
軽く落とします。
この時に、落とす面にはタオル等をクッション代わり
にして置いておけば、竿本（継目等）の破損を最小限
にすることができます。

■振出竿の場合（ガイド無）

一気に力を入れて押し込みますと、
ロッドの継目に手をはさみ、怪我を
するおそれがありますので、注意し
ながら徐々に力を入れてください。

釣竿をあおって外さないでください。
破損する原因になります。

素手でラインを持たないようにして
ください。
ラインで手を切る原因になります。

ロッドの曲がりについて

根がかりしたときには

道糸は全てのガイドに
確実に通してください。
ガイドの通し忘れは、
破損の原因になります。

ガイドの糸絡みに注
意してください。ガイ
ドに糸が絡まった状
態で糸を巻くと破損
の原因になります。

ウキ・オモリ・サルカン・
スナップ等の、トップガ
イドへの巻き込みに注
意してください。

釣った魚は持ち上げずに、玉網を使用して
ください。無理な負荷が掛かった使用によ
り竿が折れる可能性があります。

垂直方向への荷重は
かけないでください。

中通しワイヤー

※中通しワイヤーは
　取扱説明書に添付
　してあるか、台紙
　に付いています。

※イラストは中通し
　並継竿（3本継）の
　場合です。
※竿の仕様によって、
　イラストの各パー
　ツの説明が異なり
　ます。
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中通しロッドの場合、説明書の図に従って、中通しを
行ってください。

ワイヤーの太さは、必ずインナーロッドのトップガイ
ドの穴に合わせて、設定されている太さのものを使用
してください。

道糸を中通し竿に通す時に、
専用ワイヤー先端のチチワ
部分に道糸を絶対に結ばな
いでください。
結び目が、詰まりの原因に
なります。

中通しの合わせは、ガイドが無いために、実釣中に竿に
横のトルクが加わらないために緩みにくい、ロッド同士
の抜けが起きにくい、以上のことから緩めの設定となっ
ております。

元竿のエントランスガイドから、チチワとは反対側の
ワイヤー先端部分を差し込んでいきます。

#2以降の糸通しは、インターリングを上に、口金を下
にして、竿を立てた状態で、ワイヤーを通してください。
その際に、竿を回転させるようにしてワイヤーを通し
ますと、よりスムーズに通りやすくなります。

ワイヤー先端がトップガイドから出たら、道糸に遊び
が十分にあるか、何かに引っ掛かってないか等を確認
した上で、ワイヤーをゆっくりと引っ張って、道糸を中
通し竿本体に通してください。

仕舞寸法と同じくらい道糸を折り返して
余裕を持たせてください。

道糸 チチワ（先端）

ワイヤー

エントランス
ガイド

道糸
チチワ（先端）

ワイヤー

トップガイド ゆっくり引っ張る

道糸

元竿から＃1まで道糸を
通したら、スナップサル
カン等を付けますと、道
糸が中に引っ込んでしま
うようなことが防げます。

道糸を通してサルカン等を道糸に結び付けたら
竿本体を継いでください。

ロッドを組む際には、穂先から順に軽くねじるような
要領で継ぎ足していきます。その際に、ロッドの継ぎ
部分の挿入口に砂等の異物が付いていないかどうか
確認してください。異物が付着したまま挿入しますと、
口割れの原因になります。

竿の継ぎ目のコミが浅いと、投げる際に抜ける、または
破損の原因となりますが、必要以上に押し込んでしま
うと、固着の原因となり、仕舞う際に抜けなくなってし
まうので、十分ご注意ください。

収納する際には、必ず元竿から順番に、ロッドをねじ
るように、取り外してください。

トップガイド

道糸

サルカン
カーボン素材の特性上電気をよく伝えます。 （釣竿自
体が伝導体です）電線に接触・近づけただけで感電し
て死亡事故に繋がる恐れがありますから、高圧線・高
架線・電線等の下では絶対に使用しないでください。
釣場以外の場所で竿を使用し、電線に触れる事故が
発生しています。

使用中の落雷発生時
は、釣竿をすぐに仕舞
い込むか、竿から離れ
るようにしてください。

特に高圧線は、数十メートル以内に接近
しただけでも放電によって感電する危険
性があります。場合によっては死亡事故
に繋がるケースもありますので、十分ご注
意ください。

改造後の責任は負いかねます
製品の改造後の故障、または改造が原因
での事故については責任を負いかねる場
合がありますのでご注意ください。

説明書を必ずお読みの上、安全で
快適な釣りを楽しんでください。

■この度は、当社の釣り竿を
　ご購入していただき、誠に
　ありがとうございます。

■トラブルのない楽しい釣り
　をしていただくために、下記
　の注意事項をお守りの上で、
　正しくご使用ください。
　また、後日必要なときのた
　めにも、この取扱説明書は
　大切に保管してください。

※インロー継部の侵入部
　内面は、絶対に加工し
　ないでください。

ご使用上の注意事項


