TR-series

TR-1,TR-2
FLY FISHING SUPPLIES

¥52,000

DT3-WF4(DT4-WF5)

アルミの削りだしによる、最もオーソドックスな形の両軸リールです。本体
フレーム、スプールは高力アルミ（ニッケルシルバー）のポリッシュ仕上げ、
フェイスはポリッシュ後ブラックアルマイト、スプール軸はブラス、 ハンドル
等小部品にはニッケルシルバーを使用しています。バンブーロッドにぴっ
たりです。

TR-1 125g
TR-2 130g

TRUTTA MAKER
SINCE 1983

TR-2の外形はφ７５です。
TR-1はニッケルモデルも有ります。重量は約170g.価格は変わりません。

TR-3

¥64,000

DT4-WF5

クラッシックリールをもっとモダンに出来ないだろうか。そんなコンセ
プトでデザインされたのがＴＲ－３です。開発からすでに10年たちま
すが未だ色あせすることはありません。
本体フレームにアールをつけることによりデコ調の雰囲気になりま
した。また、フェイスの裏側のブラックが引き締まった印象を与えま
す。アルミ製。約170g。
TR-3もニッケルモデルをご用意いたしております。
重量は約220g。価格は同じ出す。
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TR-series

TR-4

TR-series
¥44,800

DT3-WF4

渓流で最も多用する＃３用で、軽くしかもタフな両軸リールを との声に答えました。曲線を多用す
ることで肉厚を薄くしながらも、強度も増しています。
スプールはブロックからの削りだしで一体物です。材質はアルミ。
表面処理はゴールドアルマイトにブラックフェイスまたはゴールドフェイスの２種類。重量も約100g
とグラファイトからバンブーまで、使用するロッドを選びま
せん。

TR-6

DT3-WF4

TR-7

DT3 half line

¥58,000

ニッケルシルバーとハードラバーを使用した小型両軸リー
ル。ハードラバーの持つ柔らかい質感が、本物の味わい
を醸し出します。
全体のバランスを重視し、ラインキャパシティはあえてＤＴ
３ハーフランン用としました。持つことの喜びを感じさせて
くれる一台。TRUTTAの自信作です。
重量 132g。

¥58,000

ライズドピラーの両軸リール。
クラシカルでエレガントに仕上げました。
材質はニッケルシルバーとブラックアルミ。スプ
ールはアルミのとブラスのコンビです。
各部品の細部にまで徹底的にこだわった逸品。
ロッドが一際引き立ちます。重量165g。
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BRASS-series

Mr.Kei

DT3-WF5

Nickel ¥88,000

使いこめば使い込むほど、愛着がわいてくる道具
があります。Ｍｒ．Ｋｅｉ。一度手にしたらもう手放す
ことはないでしょう。
里見 栄正氏がデザインし、ＴＲＵＴＴＡが設計、組
付けは全ての工程を氏自ら行っています。オーソ
ドックスなインスプールデザイン、独特なアンティ
ーク処理、そして素材にこだわった飽きのこない一
台です。ツマミはアイボリーを使用。ブラスとニッケ
ルシルバーの２種類を用意しました。
重量はどちらも１７５ｇ

Brass ¥66,000

B2

BRASS-series
DT3-WF4

¥42,000

３カ所にメタルを埋め込んだちょっと贅沢なブラスリール。
マイナーチェンジによってスリムに、また重量も１６５ｇまで減
量しました。

Nickel Silver

Brass

PB Special(W)

VITA TRUTTA

DT3-WF4

マテリアルは全てブラス。インスプールタ
イプの剛性と、ライズドピラーにすること
による軽量化がうまくマッチし重量も１６
０ｇと実用域。
バンブーにはもちろんのこと、グラス、グ
ラファイトに至るまで幅広くお使いになれ
ることでしょう。
ま た 、 当 社 オ リ ジ ナル の ア ンティ ー ク
仕上げにより、初めてお使いになる時か
ら手になじみ、使い込むほどにその風合
いを増してきます。重量 160g。

DT2-WF3(DT3-WF4)

¥46,000

基本構造はあくまで両軸リールにこだわりながら、外側の凹凸をいっ
さい排除したシンプルなヨーロピアン・デザイン。
材 質は アンティーク ブラスを 採用なが らも ブラスの欠 点である重さ
は、インナーを全てブラックアルミを使用することにより１９０ｇまで軽
減しています。

¥52,000

＊ＤＴ３用のワイドスプー
も用意しています。
＊左巻き仕様の用意もあ
ます。
図面はスタンダードです。ワ
イドの総幅は４０ｍｍです。

DEBRUCE

DT3-WF4

¥28,000

アンティークブラスを使いながらも、部品点数を押さえ低価格を実現いたしました。 スプールはブ
ラックアルミ。バンブーからグラファイトロッドまでカバーします。
重量１５５ｇ。
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MODERN-series

AM-1(Logo)

DT3-WF5

MODERN-series
¥38,000

両軸リールをよりシンプルに、よりモダ
ンにデザインされたリールです。１０年
以 上に渡 りモ デ ルチ ェンジ 無し のロン
グセラーモデル。
材質は本体はアルミ（アルマイト処
理）、ハンドル、フット、ラインガード、小
部品は全てブラスです。
左右のカバーは肉厚のワンピース仕
様で剛性に優れ、使い込む内にブラス
の変色と共にその渋さを増してくること
でしょう。
バ リエ ーシ ョ ンはロ ゴ入り
と穴明きタイプの２機種を
ご用意いたしております。
本 体 カラー はブ ラック 。重
量は135g。

NK-2

DT3-WF4

¥54,000

「ブラック＆シルバー」を基調としたアーバンデザイン。
材質はニッケルシルバーとアルミ。比重の重いニッケルシルバ
ーをできるだけ薄く削り、重量を押さえました。しかもトリムはロ
ーレットの刻まれたニッケルシルバーがより高級感を演出しま
す。大人の休日をお楽しみ下さい。重量165g。

写 真右 下 はAM-1Classic
(\39,800)

M-1

DT3-WF4

¥68,000

ライトライン用マルチプライヤーリール。
一見ベイトリールを思わせる小径ワイドスプールとオフセットハンドル。
意外とバンブーロッドにピッタリ来ます。ギア比は1:1.5。今までに無かった高級感溢れるフライリー
ルの誕生です。重量190g。（半受注生産品）
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NK-3

DT3 Half line

¥46,000
名機ＭＥＥＫを彷彿させたデザイン。さら
に素材は 許す限 りニッケルシルバーを
使用した 贅沢な仕上げ。全ての部品を
一つ一つ丁寧に磨き込んだ美しい仕上
げが自慢です。
よりデザインを優先させるため、小径に
し ラインキ ャパシティーはあえて＃３ハ
ーフライン用にしました。重量200g。
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Custom Made
１台からオーダーＯＫ！
トラッタではオーダーによるカスタムリールの製作を行ってお
ります。台数は１台より承ります。標準品の材質を変えたり、
サイズを変更したりするだけで、全く違ったイメージのリール
に仕上がります。もちろんデザインを起こして図面から製作
する完全オリジナルリールの製作も可能です。
お気軽にご相談下さい。

About TRUTTA REEL
TRUTTA REELは少量多機種生産をコンセプトに、全ての部品は熟練
技術者達の手によって作られております。ビス１本に至るまで部品は
全て無垢からの削りだしです。
削り出された部品一つ一つに磨きをかけ、出来るだけ素材の特徴を
生かした製品作りを目指しております。
これによりコストは掛かりますが、よりオリジナリティ溢れる製品と徹底
した多機種生産が可能になります。
一種類のリールを量産するよりも、より多くの種類のリールを作り続け
ていきたいという考えは、これからも変わることはありません。

Graphite Rod

Freeloop

8'0" #3

¥58,000

日本の渓流で最も多用される１０ヤード位までを対象に、ロングリーダーを自由自在にコントロール
出来るよう設計しました。アクションデザインは里見栄正氏。トリックキャストに要求されるあらゆる
ループ、そしてどんなにスローに振ってもラインが失速することなくついてくる粘り腰。 この２点を
徹底的に研究しました。フリーループ、ダークブルーのブランクカラーで好評発売中です。
ツートン・オリジナルＣ＆Ｒ、布袋、アルミケース付き

TR803

8'0" #3

¥38,000

キャスティングパフォーマンスを備えたティップ寄りのフルパラボリックなテーパーデザイン。
鋭角なラインとタイトなループでポイントへ的確にフライを打ち込めます。テンポよく釣りたい、ある
程度ラインを出して釣りたいという方には絶対おすすめです。ブランクカラーはブラック。オリジナル
Ｃ＆Ｒ、スペーサーはタイガーメイプル。 布袋、アルミケース付き。

TR893

8'9" #3

¥48,000

大渓流、中流域、大淵。後一歩のところでドラッグがかかってしまい諦めた経験は誰にもあるはず
です。ＴＲ８９３はそんなライズをとるために開発いたしました。
８フィート９インチの長さを生かしたキャスティングパフォーマンス。長さの割に持ち重りのしない軽
量設計。よりスムースなアクションを生むための３ピーススローテーパー。 これでトリックキャスト
のロングドリフトが可能になりました。今まで取れなかったライズに是非挑戦しみててください。
ブランクカラーはダークグリーン、オリジナルＣ＆Ｒ（ニッケルシルバー）、ウッドスペーサーはメイプ
ル、カリンの２
種、お好きな方
をお選びくださ
い。布袋、アルミ
ケース付き。

Willowemoc （ ウィローマック） 7'6"

#3 3p

叩 き 釣り 用 に開 発 し た３ Ｐ グラフ ァイトロッ
ド。ティップをきわめて軽くする事により、驚
くほど軽量。
ティップアクションでありながらしなやかさを
兼ね 備えた アク ショ ンは 、ロッドを 軽く振 り
下ろしだけで狙ったポイントへフライを運び
ます。グリップはファインフルウェルとシガ
ーからお選び頂けます。
リールシートはメイプル。Ｃ＆Ｒはブラックク
ローム仕上げの高級品が付きます。
布袋、アルミケース付き。
写真のリールはデブルース
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¥38,000

W6

Bamboo Rod
6'6" #3 3P

¥88,000

ST703/ST763

何本のも試作を重ね、ようやく納得の
出来るアクションが出来ました。
抜 群 の 操作 性 を 発 揮し 、まるで 自分
の手の延長のような感覚が楽しめま
す。その名も”Ｗ６”。３Ｐにすることに
よりきわめて滑らかなスローでありな
がら、芯の通ったアクション。
仕上げはフレイムフィニッシュ。
リ ール シ ー トは メイ プ ル バー ル 、さ ら
にＣ＆Ｒはニッケルシルバーのブラッ
ククローム仕上げ。

布袋、アルミケース付き。

703P

J.Yokota Rod Maker & TRUTTA

写真はＷ６とＮＫ３

7'0" #3 3P

¥88,000

Ｗ６を若干長くし、さらにはよりティップ側にアクションを置いてます。あらゆるスチエーションでその
パフォーマンスを発揮する日本の渓流のスタンダード。ブランクカラーはナチュラル、フレイムフィニ
ッシュのいずれかからお選びできます。布袋、アルミケース付き。

Custom Bamboo Rod
TRUTTAでは佐藤猛によるハンドプレーニング・バンブーロッドの製作を承ります。製作は一貫した
社内生産のため、直接細かな注文に応じることが出来ます。長さ、番手、リールシート、グリップに
至るまで、全てお客様のオリジナル仕様にて製作いたします。素材はトンキン、真竹からお選び下
さい。\75,000～

Butt action

¥95,000

製作は竹割りから
ラッピングまで全て
の工程をYokota R
odが担当 。テーパ
ーデザイン、リール
シート、ロッドケー
ス等は全てＴＲＵＴ
ＴＡの オリジナルで
す。 暴れな いティッ
プとしなやかなバッ
トを組み合わせる
事 に よ り 、ト ル ク の
あるゆ っ た りと し た
ライン操作と、より
正確な方向性が可
能 になり まし た。ま
さしく手元にライン
の乗る感覚が楽し
めます。さらに魚をかけてからのやりとりも最高です。
バンブーならではの釣り味をお楽しみください。全てシリアルナン
バー入り。
ST703 7'0'' #3 (80g) \95,000 （アルミケース付き）
ST763 7'6'' #3 (95g) \95,000 （アルミケース付き）
ロッドのみ（布袋付き）の場合 各 \89,000

YOKOTA REEL

DT3-WF4

¥48,000

ＳＴシリーズの販売にともない、ロッドにベストマッチのリール
を YOKOTA RODがデザインいたしました。材質はニッケル
シルバーとブラックアルミ。ハンドルの形状からこだわったク
ラシカルな雰囲気の両軸リールです。バンブーロッドとの組合
わせにより、一段と引き立ちます。
外形
φ７０
スプール幅 ２２mm
総幅
３３mm
重量
１８０ｇ
ＳＴロッドとのセット特価
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\140,000

www.trutta.co.jp
0276(47)0206
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