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両ダンゴの浅ダナ釣り

食わせ重視のしっとり系
エサブレンド

「凄麩」200 ㏄＋
「バラケマッハ」200 ㏄＋
「カルネバ」200 ㏄＋
水150 ㏄

＋

＋
●エサの大きさ
実寸大

＋
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ブレンドの考え方
●作り方

「凄麩」200 ㏄、
「バラケマッハ」200 ㏄、
「カルネバ」200 ㏄をボウルに取り、
粉の状態で良く混ぜ合わせてから水 150 ㏄を注いでかき混ぜる。このとき、
指を熊手状に大きく開いてダマができないよう丁寧に混ぜる。

●特徴

バラケ性のある『バラケマッハ』による集魚、
『凄麩』のふくらみに寄るアピー
ル、粘りでエサ持ちをよくする『カルネバ』とバランスの取れたブレンド。
エサ全体が軽いのも特徴だ。

集魚とバラケ性

●使い方のコツ

ふくらみ

エサ持ちとまとまり

エサを半分に小分けし、使うほうのエサを押し練りしてエアーを抜いて使
います。まずはこれでナジミ幅がきちんとでるかを確認。ウキにナジミが
でなければ押し練りを繰り返す、または手揉みでエサ持ちを良くします。
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両ダンゴの浅ダナ釣り

しっかりナジミ幅をだすこと。
●エサ作り
まず、使う麩エサをエ
サボウルに入れるとき
は、計量カップすりきり
で正確に測ります。麩エ
サをすべてエサボウルに
入れたらこの段階で良く
混ぜ合わせます。これは、
違う性質のエサをムラ
なく混ぜるために行いま
す。特に「カルネバ」な
どのネバリの強いエサを
ブレンドする場合は、必
ずこの段階で均一になる
よう混ぜてください。
次に水を入れます
が、１５０㏄の場合は、
１００㏄カップと ㏄
カップを使い、それぞれ
１杯ずつ入れるほうが、
２００㏄カップで１５０
㏄を入れるより正確にな
ります。
水を入れた後、指を熊
手状に大きく開き丁寧に
かき混ぜますは、このと
き、エサボウルを持って
揺らしながら混ぜるとダ
マになりにくくなりま
す。麩エサの乾いている
部分がなくなるまでかき
混ぜれば基エサの完成で
す。完全に吸水させるた
めにしばらく置いて、さ
らにかき混ぜるとより完
璧といえるでしょう。
●エサの使い方
実際に使用するとき
にはエサを小分けにし
ます。約半分を別のエサ
ボウルに分けます。ここ
でエサに含まれているエ
アーを「押し練り」で抜
きます。
「押し練り」は

小分けしたエサをボウル
の隅一ヵ所に集めて、エ
サの上から指の甲側で数
回押します。押されたと
ころのエサはエアーが抜
けて丸めやすくエサ持ち
が良くなります。エサを
丸めるときは、濡れたタ
オルで指先を湿らせてお
くとエサの表面がボソボ

食わせるためのエサの手直しが大切。

エサ使いのコツとセッティング

50

ソになりません。
このようにしてエサを
打っていきますが、まず
大切なのは自分なりの普
通のエサ付けをして３目
盛り程度のナジミ幅がで
ているかどうかです。魚
がいない打ち始めの状態
で確認することがポイン
トです。
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しばらくエサを打ち続
けると、へら鮒が寄って
きます。そしてサワリや
アタリがでますが、魚が
寄ったところでもきちん
とナジミ幅がでているか
チェックします。もし、
ナジミ幅が少ない場合
は、エサを練ります。
そして、力強いアタリ
でヒットしないときはエ
サの持ちすぎ（硬い・大
きい・粘りすぎ）が考え
られますので手直し（微
調整）を行います。
①硬い場合は使用してい
るエサに手水を打って、
柔らかくします。
②エサのサイズが大きす
ぎるときは、サイズを写
真よりも小さくします。
③粘りすぎのときは使
用しているエサに手水
を打って、柔らかくして
から基エサを合体させま
す。
ウキ●ボディー 5 〜 7 ㎝
パイプトップ
ハリス●
0.4 〜 0.6 号
上 20 〜 40 ㎝、下 30 〜 50 ㎝
ハリ●上下 5 〜 6 号

〜

エサ持ちアップのネバ系

「凄麩」200 ㏄＋
「GTS」200 ㏄＋
「カルネバ」200 ㏄＋
水150 ㏄

り場の状況で異なります
が、スタートを ㎝と
㎝とした場合、ウキの動
きが少ないときには ㎝
と ㎝に、反対に高活性
時には ㎝と ㎝とする
と判断しやすくなりま
す。

25

30

35

30

魚の寄りがきついときなど、エサ持ちを重視してもう少しネバリを強
くする場合は「バラケマッハ」の代わりに「GTS」をブレンドします。
やや吸水率が異なりますので柔らかくなります。

へら鮒の寄り具合に
よって状況はさまざま
ですが、①〜③の手直し
をしながら釣っていきま
す。
●セッティングの注意点
ハリスの長さは、基準
になる寸法を決めておく
と調整しやすいです。釣

5

竿● 7 〜 10 尺
ミチイト● 0.8 〜 1 号
0.25 ㎜厚板オモリ 15 ㎜ ×17 ㎜〜 17 ㎜ ×20 ㎜

40

20

＋

＋

＋

■仕掛け図
実寸大

●オモリ

両ダンゴのチョーチン釣り

軽さでアピールしながら確実に持つ
エサブレンド

「パウダーベイトヘラ」400 ㏄＋
「淒麩」200 ㏄＋
「カルネバ」200 ㏄＋
水 200 ㏄＋
「バラケマッハ」100 ㏄

＋

＋
●エサの大きさ
実寸大

＋
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ブレンドの考え方
●作り方

「パウダーベイトヘラ」400 ㏄、
「凄麩」200 ㏄、
「カルネバ」200 ㏄をボウル
に取り、粉の状態で良く混ぜ合わせてから水 200 ㏄を注いでかき混ぜる。そこ
へ「バラケマッハ」100 ㏄を入れてエアーを含んだネバボソに仕上げる。

●特徴

魚の活性が分かりやすいエアーを含んだネバボソタッチ。ふくらみでアピール
する。エサを持たせる「カルネバ」が入っているので押し練りの回数が少なく
てすむ。管理釣り場でも野釣り場でも使えるブレンド。

中間的エサ持ち
ふくらみ
エサ持ちと軽さ
集魚とバラケ性
●使い方のコツ

エサを打って４〜５目盛りのナジミ幅をだすようにする。思ったようにナジミ
がでないときは手水で 30 回混ぜる。魚が寄ってナジミが少なくなった場合も、
この繰り返しで４〜５目盛りのナジミ幅をキープする。
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両ダンゴのチョーチン釣り
両ダンゴのチョーチン
釣りは盛期の釣りですか
らウキが動かないという
ことは少ないでしょう。
ど ち ら か と い え ば、 ウ
キが動いているのにうま
く釣れない場合が多いで
す。そのあたりを解説し
ましょう。
まず、その日の活性に
対してセッティングが
合っていない、弱すぎる
場合があります。ウキが
立たない、エサが入らな
い（ナジまない）という
のはスタート地点に立っ
ていないといえます。ウ
キがなかなか立たない場
合はウキのサイズを大き
くします。エサが入らな
いときは、エサを練るの
はもちろんですが、上下
のハリスを ㎝詰めてみ
てください。
これでウキがすんなり
立ち、ナジミもでるよう
になったら、エサ打ちを
繰り返して魚を寄せま
す。必ず４〜５目盛りは
ナジませることを心がけ
ます。寄り始めは簡単に
釣れると思いますが、こ
こからが難しいところで
す。
魚が寄ってくるとウ
キのナジミ幅が少なく
なるはずです。そしたら
手水でエサを 回ぐらい
かき混ぜます。さらにウ
キ下の魚量が増えてナジ
ミが悪くなったら、また
手水でエサを 回ぐらい
かき混ぜます。この繰り
返しでかならず打ち始め

と同じ４〜５目盛りのナ
ジミ幅をキープしてくだ
さい。魚が寄った状態で
ナジミ幅少なくてアタる
と、食っている場合もあ
りますが、スレやイトズ
レが多くなります。これ
はタナまで届いたエサ量
が少ないから。ですから
どんな状況でも同じナジ

一定のナジミ幅をキープすること。
アタリパターンを見極めよう。

釣り方コツとセッティング

10

30

30

ミ幅を維持することは大
切です。
逆にエサが持っている
ときにでるカラツンは、
エサが持ちすぎていま
す。まずはエサの大きさ
をひとまわり小さくして
みましょう。これで対処
できないときは、ハリス
を伸ばします。ハリスを
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伸ばすことでエサが削ら
れやすくなりますので、
タナに届いたときには
ちょうど食い頃の大きさ
になっているからです。
このカラツンの場合、ア
タリがでているのでエサ
を軟らかくするという選
択は最後にします。せっ
かくアタリがでるエサを
手直しすることでダメに
してしまうことがあるか
らです。

「絡み止めスイッチシンカー」
２・０ｇ

長竿

高活性時のブレンドパターン

＋

が見えてきたら、あとは
テンポ良く同じパターン
で釣るようにします。早
いアタリがヒットパター
ンのときはナジんだら打
ち返す、深ナジミからの
アタリがヒットパターン
なら落ち込みのアタリは
見送るなどです。

「パウダーベイトヘラ」400 ㏄＋
「凄麩」200 ㏄＋
「カルネバ」200 ㏄＋
水150 ㏄＋
「グルバラ」100 ㏄

アタリパターンは３つ
あります。ウキが立って
すぐ、エサ落ち目盛り近
辺のナジミ途中、いった
んナジんでからです。こ
の中のどのアタリがでや
すいか、ヒット率が高い
かを見極めてアタリを選
びます。アタリパターン
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＋

＋

＋

ハリス● 0.5 号
上 40 〜 55 ㎝、下 50 〜 70 ㎝
0.25 ㎜厚板オモリ
17 ㎜ ×27 ㎜

＋

ウキ●ボディー 10 〜 16 ㎝
パイプトップ
竿● 8 〜 21 尺
ミチイト● 1 号
短竿
「絡み止めス
イ ッ チ シ ン
カー」０・８ｇ

0.25 ㎜厚板オモリ
17 ㎜ ×33 ㎜

＋

■仕掛け図
実寸大

●オモリ

ハリ●上下 6 〜 7 号

ペレットエサの宙釣り

混雑時などのライトペレ宙
エサブレンド

「ペレ軽」200 ㏄＋
「ガッテン」200 ㏄＋
「浅ダナ一本」100 ㏄＋
水100 ㏄

＋

●オモリ

実寸大

0.25 ㎜厚板オモリ 17 ㎜ ×22 ㎜〜 17 ㎜ ×37 ㎜

＋

＋

■仕掛け図

竿● 13 〜 18 尺
ミチイト● 0.8 〜 1 号
ウキ●ボディー 7 〜 10 ㎝
パイプトップ
ハリス●
0.4 〜 0.5 号
上 35 〜 45 ㎝、下 45 〜 55 ㎝
ハリ●上下 6 〜 7 号
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ブレンドの考え方
●作り方

「ペレ軽」200 ㏄、
「ガッテン」200 ㏄、
「浅ダナ一本」100 ㏄をボウルに取り、
粉の状態で良く混ぜ合わせてから水 100 ㏄を注いでかき混ぜる。このとき、
指を熊手状に大きく開いてダマができないよう丁寧に混ぜる。麩エサの乾
いている部分がなくなるまでかき混ぜて基エサの完成。

●特徴

『ペレ軽』はペレットによる集魚効果、
『ガッテン』は粘りでエサ持ちをよ
くし、
『浅ダナ一本』のふくらみでへら鮒にアピールする。
『ガッテン』や『浅
ダナ一本』はペレット系エサとの愛称も最高です

集魚効果
粘りでエサ持ち
●使い方のコツ

ふくらみでアピール

スタート時はできあがったエサ全体に手水を打ってナジミ幅がでるように
します。ペレット系ダンゴは重さがあるので、タナにへら鮒を寄せやすく
なります。ただ、このブレンドは「ライトペレ宙」なので、両ダンゴ釣り
の延長です。このエサでコンスタントに釣れるとき、さらに高活性の場合
は、もう少し重さのあるブレンド（次頁）にします。
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ペレットエサの宙釣り

高活性時のペレ宙
エサブレンド

「ペレ道」50 ㏄＋
「ペレ軽」200 ㏄＋
「ガッテン」200 ㏄＋
「BB フラッシュ」100 ㏄＋
水150 ㏄

＋

＋

＋

●エサの大きさ
実寸大

＋
12

ブレンドの考え方
●作り方

「ペレ道」50 ㏄、
「ペレ軽」200 ㏄、
「ガッテン」200 ㏄、
「BB フラッシュ」
100 ㏄をボウルに取り、粉の状態で良く混ぜ合わせてから水 100 ㏄を注い
でかき混ぜる。このとき、指を熊手状に大きく開いてダマができないよう
混ぜる。麩エサの乾いている部分がなくなるまでかき混ぜて完成。

●特徴

前頁のブレンドにくらべて「ペレ道」が加わることで、よりペレットの集
魚と重さがある強めのブレンド。よりエサ持ちをよくするため
「浅ダナ一本」
を「BB フラッシュ」に変更している。

つなぎ効果でエサ持ち

重さと集魚

集魚効果
粘りでエサ持ち

●使い方のコツ

ナジミ幅がでないときは使用しているエサを押し練り、握り練りを加えて
エサ持ちを良くします。ウキが沈没してしまうようなときは、手水を打っ
て「バラケマッハ」を振りかけながらバラケ性をアップさせます。
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両ダンゴの底釣り

寄せ効果も期待できエサ持ち抜群
エサブレンド

「ペレ底」100 ㏄＋
「ダンゴの底釣り夏」100 ㏄＋
「ダンゴの底釣り冬」100 ㏄＋
水150 ㏄

＋

＋

＋

●作り方

「ペレ底」100 ㏄、
「ダンゴの底釣り夏」100 ㏄、
「ダンゴの底釣り冬」100
㏄をエサボウルに取り、粉の状態で良く混ぜ合わせてから水 150 ㏄を注い
でよくかき混ぜる。ボウルの隅に寄せ、エサがしっかり吸水するまでしば
らく放置してから使う。

●使い方のコツ

できあがったエサを軽く押し練りしてから丸めてエサ打ちし、ナジミ幅を
確認します。目安は 4 目盛り。もしナジミが少ないようなら手水で押し練
りしナジミ幅を調整します。アタリがでない、サワリが少ないときは、
『バ
ラケマッハ』をパラパラ降りかけ、手水で硬さ調整をします。
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エサブレンド

「ペレ底」50 ㏄＋
「ダンゴの底釣り冬」150 ㏄＋
「バラケマッハ」100 ㏄＋
水200 ㏄

＋

＋

＋

右頁のブレンドは重さがあってエサ持ち抜群なので、魚が小さいときや食
いがやや渋いときは軽いブレンドをためしたい。重くてバラける「ダンゴ
の底釣り夏」を抜き、軽くて持つ「ダンゴの底釣り冬」を多くする。底釣
りでは“夏と冬”の特性を理解してうまく使い分けたい。

●エサの大きさ
実寸大

■仕掛け図

竿●水深に合わせる
ミチイト● 0.8 〜 1 号フロロ
ウキ●ボディー 7 〜 16 ㎝
細パイプトップ
ハリ●上下 4 〜 5 号

15

ハリス●
0.4 〜 0.5 号
上 40 〜 48 ㎝、下 48 〜 60 ㎝

両ダンゴの底釣り

魚がいるときに固め釣りできる
エサブレンド

「ダンゴの底釣り冬」100 ㏄＋
「とろスイミー」100 ㏄＋
水130 ㏄

＋

＋

●作り方

「ダンゴの底釣り冬」100 ㏄、
「とろスイミー」
100 ㏄をエサボウルに取り、粉の状態で良く混
ぜ合わせてから水 130 ㏄を注いでよくかき混
ぜる。ボウルの隅に寄せ、エサがしっかり吸水
するまでしばらく放置してから使う。使い方は
前頁と同じ。

●エサの大きさ
実寸大

●特徴

新ベラが溜まっている、釣り堀などで魚が多
くいるときに固め釣りできる。エサ持ちがよ
いので、小エサで回転よく釣っていく。
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釣り方のコツ

スタートは上バリトン
トンから２㎝ズラしのタ
ナに設定します。これで
ナジミ幅が４目盛りでる
ようにエサを押し練りで
調整します。エサの大き
さでナジミ幅は変わるの
で、最初は一定の大きさ
（目安は写真参照）で打
ちます。もし、
エサをしっ
かり付けてもナジミ幅が
でない場合は、タナを測
り直しましょう。
底釣りは、エサで対応
できる幅が少ない釣りで
すが、アタリの出方で分
かることがあります。た
とえば、早いタイミング
のアタリでヒットすると
きはエサは大きい状態で
す。遅いタイミングなら
エサは小さくなっていま
す。これをヒントにする
なら、早いアタリで釣れ
るときはエサは大きめが
よく、遅いアタリならエ
サは小さめがよくなりま
す。こう考えると、その
日の正解のエサの大きさ
が見えてくるはずです。
底釣りの基本といわれ
る、ナジんで戻してツン
という動きがあります
が、戻してとはエサ落ち
まで戻してのアタリでは
ありません。ナジんだと
ころから戻してすぐのア
タリです。ですから、底
釣りは待ちの釣りと思わ
れがちですが、そうでは
なく、攻めていくほうが
よい結果がでます。
また、カラツンが多い
ときは、エサを小さくす
るか、ズラシ幅をを増や
して底にエサを安定させ
ます。ハリス段差は８㎝
を基準に、 〜 ㎝くら
いまで調整します。カケ
アガリがきつい所は広
め、逆カケアガリなら狭
くします。
10

12

17

●水深 6m 前後

＋

●水深 6m 前後
「絡み止めスイッチシ
ン カ ー」1.2g ＋ 0.25
㎜厚板オモリ 10 ㎜ ×
30 ㎜

＋

●水深 4m 前後
「絡み止めスイッチシ
ン カ ー」1.2g ＋ 0.25
㎜厚板オモリ 8 ㎜ ×
30 ㎜

＋
●水深 2 〜 3m
「絡み止めスイッチシ
ン カ ー」0.8g ＋ 0.25
㎜厚板オモリ 8 ㎜ ×
30 ㎜

●水深 2 〜 3m

●オモリ 実寸大

●水深 4m 前後

ウドンセットの浅ダナ釣り

エサ持ちのコントロールが簡単 !
バラケブレンド

「粒戦」100 ㏄＋
「粒戦細粒」50 ㏄＋
「サナギパワー」100 ㏄＋
水150 ㏄＋
「セットアップ」200 ㏄＋
「BB フラッシュ」100 ㏄

＋

＋

＋

＋
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ブレンドの考え方
●作り方

「粒戦」100 ㏄、
「粒戦細粒」50 ㏄、
「サナギパワー」100 ㏄をボウルに取り、
粉の状態で良く混ぜ合わせてから、水 150 ㏄を注いでかき混ぜる。吸水の
ため 5 分ほど放置したのち、
「セットアップ」200 ㏄と「BB フラッシュ」
100 ㏄を入れ、指を熊手状にしてムラにならないよう大きくかき混ぜる。

●特徴

バラケ性、寄せ効果の高い「粒戦」
、
「粒戦細粒」
、
「サナギパワー」を圧加減
で持たせ方をコントロールできる「セットアップ」
、エサ全体をつなぐ「BB
フラッシュ」でまとめている。

集魚とバラケ性

●エサの大きさ

エサ持ちとまとまり

実寸大

●使い方のコツ

基エサを半分くらい小分けにして手水で 3 〜 4
回ほどかき混ぜてから打ち始める。サワリがあ
るのにアタリがでないときは、さらに手水でか
き混ぜるを繰り返してしっとりさせバラケ性を
抑える。軟らかくしてエサが持たないときは練
りを加えていく。
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ウドンセットの浅ダナ釣り
ウドンセットの浅ダナ
釣りは冬の釣りと思われ
がちですが、夏時期でも
混雑時や天候などで思わ
ぬ食い渋りに遭遇し、両
ダンゴや「ヒゲトロ」セッ
トではアタリをだしきれ
ないときがあります。
ウドンセットの浅ダナ
というと「抜き」
（バラ
ケをウキがナジむ途中で
抜いてしまう）や「ちょ
い持たせ」
（ウキを一瞬
ナジませてからすぐバラ
ケを抜く）などの釣り方
が近年の流行りですが、
夏 場 は 違 い ま す。 抜 き
系の釣り方ではねらって
いるタナよりへら鮒が上
がってしまい、アタリが
でづらくなる場合があり
ます。ですから、ウキを
しっかりとナジませてバ
ラケが付いているときの
アタリをねらいます。こ
の釣り方が効かないよう
であれば「ちょい持たせ」
や「抜き」へと移行して
いきます。
しっかりナジませて釣
るということはねらって
いるタナにへら鮒を溜め
ていけるので競い食いが
起こり、食いアタリが早
くでて長続きするメリッ
トがあります。この釣り
方で失敗しやすいのがバ
ラケエサのバラけすぎで
す。矛盾した言い方のよ
うですが、バラけすぎて
しまうとへら鮒がバラけ
た粒子ばかり食ってしま
い肝心のウドンに興味が
なくなります。サワリは

あるのになかなか食いア
タリがでない場合は、バ
ラケに手水を打ちながら
かき回してしっとりさせ
ていきます。この対応で
バラケの抜けが早くなっ
てしまうようであれば今

上バリを食ってきてもＯＫ！
しっかりナジませて釣ろう。

釣り方とセッティング

度はバラケを少しずつ練
り込むようにしていきま
す。この時期にかぎり
「バ
ラケエサだからバラケな
くてはいけない！」では
ないのです。
またセット釣りでよく
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あるバラケエサの付いた
上バリにへら鮒が食って
きます。好みの問題もあ
るかと思いますが、これ
は歓迎しましょう。バラ
ケエサが合っている証拠
でもあり、これを嫌って
しまうとバラケエサの抜
けを早くしてしまいタナ
が崩壊して釣れなくなっ
てしまいます。両ダンゴ
で釣れる時期ですから上
バリのバラケに食ってき
て当然なのです。
渋いといってもへら鮒
が多く寄っておりバラケ
エサの調整だけでは難し
い場面もでてきます。そ
んなときはウキや上バリ
のサイズをワンランク上
げてみてください。今ま
でナジまなかったウキが
ナジむようになります。
ウキの動かし方です
が、 基 本 的 に は 深 ナ ジ
ミしているときに出る力

強いアタリが本命。また
エサ打ちを繰り返しへら
鮒が多く寄りだすとウキ
が立ってナジむ途中に１
目盛りくらい小さくても
力強いアタリがで始めま
す。このアタリもとって
いきましょう。意外とウ
ドンを食ってくるもので
す。やはり人よりも釣果
を伸ばすのであれば早い
アタリにも手をだすべき
です。早いアタリを取る
ことによりウワズリを心
配されるかと思います
が、早いアタリがでてい
るということはバラケエ
サを調整してまとまりの
よいエサになっているは
ずです。たとえ空振りし
てもまとまりのいいエサ
は広がらず落下するので
ウワズリは気になりませ
ん。
エサ落ち目盛りはウド
ンを付けた状態で水面上

に４目盛り出しに設定し
ます。冬のウドンセット
の浅ダナ釣りでは１〜３
目盛りだしに設定する場
合が多いですが、バラケ
を持たせて釣る夏場は水
面上にだす目盛りが少な
いとトップが沈没してし
まっうなどバラケエサの
持たせ具合のコントロー
ルが難しくなるからで
す。
バラケエサが抜けてウ
ドンだけになった状態で
サワリがあれば 〜 秒
ほど食いアタリがでるか
どうか待ちますが、サワ
リもない状態ならばすぐ
打ち返します。サワリも
ないのにいつまでも待っ
ているとへら鮒の寄りを
キープできません。また、
食いアタリは意外と早く
でますので、頭に入れて
おきましょう。
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■仕掛け図

竿● 7 〜 10 尺
ミチイト● 0.8 〜 1 号

実寸大

●オモリ

0.25 ㎜厚板オモリ 10 ㎜ ×17 ㎜〜 17 ㎜ ×20 ㎜

ウキ●ボディー 5 〜 7 ㎝
パイプトップ
ハリス●
上 0.5 〜 0.6 号 6 〜 8 ㎝
下 0.4 〜 0.5 号 25 〜 40 ㎝
ハリ●上 7 〜 8 号、下 3 〜 5 号

〜

10

20

ウドンセットのチョーチン釣り①

しっかりナジませて釣る基本パターン
バラケブレンド

「粒戦」100 ㏄＋
「とろスイミー」50 ㏄＋
「サナギパワー」100 ㏄＋
水200 ㏄＋
「淒麩」300 ㏄＋
「BBフラッシュ」100 ㏄

＋

＋

＋

＋
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ブレンドの考え方
●作り方

「粒戦」100 ㏄、
「とろスイミー」50 ㏄、
「サナギパワー」100 ㏄をボウル
に取り、粉の状態で良く混ぜ合わせてから、水 200 ㏄を注いでかき混ぜる。
吸水のため 5 分ほど放置したのち、
「凄麩」300 ㏄と「BB フラッシュ」100
㏄を入れ、指を熊手状にしてムラにならないよう大きくかき混ぜる。

●特徴

バラケ性、寄せ効果の高い「粒戦」
、
「サナギパワー」を「とろスイミー」の
重さ、
エサ全体をしっかりさせる「凄麩」
、
エサ全体をつなぐ「BB フラッシュ」
でまとめている。

集魚とバラケ性
重さ

●エサの大きさ
エサ持ちとまとまり

実寸大

●使い方のコツ

基エサを半分くらい小分けにして手水で 3 回ほ
どかき混ぜてから打ち始める。エサを深ナジミ
させ、そこでしばらく耐えるように手揉みの回
数で調整する。ウキの入りが悪い場合は、表面
を丁寧に転がすほか、エサ付けの大きさでトッ
プ１目盛り残しまでナジませるようにする。
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ウドンセットのチョーチン釣り①
ウドンセットのチョー
チン釣りは、抜きバラケ
の釣りや大きなバラケを
打ち切る釣り方などいろ
いろありますが、夏期は
その中間的なパターンが
基本です。
やはりこの時期はバラ
ケエサをタナまで持たせ
ないとアタリが続きませ
ん。ただし、持たせると
いってもいつまでもウキ
がナジんだままではダメ
です。
理想的な動きは、ウキ
が立ってバラケの重さが
かかりトップがナジんで
いきます。そしてトップ
１目盛り残しまで深くナ
ジませます。ナジませた
らそこで 秒ほど耐えさ
せエサ落ち目盛りまで
ゆっくりと上がってきま
す。この戻る間にでる力
強いアタリを狙います。
このとき、エサ落ち目盛
りまでゆっくり上がるの
がポイントで、アタリが
でないときほどゆっくり
上げます。
うまく１目盛り残しが
できずウキが沈没してし
まうならバラケエサを小
さくするか、エサ付けの
際に行なう手揉みの回数
を減らします。逆に１目
盛り残しまでナジんでも
すぐにトップが上がって
きてしまうようならバラ
ケエサを大きく付ける
か、エサ付けの際の手揉
み回数を増やします。
また渋いときは１目盛
り残しで耐えているとき

にしか力強いアタリがで
ない場合もあります。こ
の場合もバラケエサを大
きく付けるか手揉み回数
を増やして耐える時間を
長くします。
基本的にはバラケエサ

が付いているときのアタ
リを狙いますので、エサ
落ち目盛りがでたら待た
ずに打ち返します。ここ
で待ちすぎてしまうと寄
せたへら鮒をキープする
ことができません。また

深ナジミさせてからウキがゆっくり
上がってくる間の力強いアタリを狙う

釣り方とセッティング

10
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この釣り方の場合、不思
議なものでバラケエサが
抜けてウドンだけになっ
てからのアタリは空振り
やスレになりがちです。
エサ落ち目盛りはトッ
プの太さやトップの素材
にもよりますが、ウドン
を付けた状態で６〜７目
盛り出しに設定します。
ムクトップを使用して
いて、どうしてもトップ
が沈没してしまう場合に
はパイプトップに変更し
てください。ムクトップ
は細くエサのサイズが少
し変わっただけで沈没し
てしまいますので、バラ
ケエサのコントロールが
難しくなります。
逆にパイプトップはム
クトップよりも太く耐え
る力もあります。大きな
エサも打てるのでへら鮒
をたくさん集められるメ
リットもあります。深ナ

ジミさせながらの釣りで
はアタリが力強くでます
ので、パイプトップでも
全く問題はありません。
チョーチン釣り＝ムク
トップと思われがちです
が、パイプトップの力を
借りるとバラケエサの微
調整も軽減され釣りが楽
になります。
また上バリのサイズも

バラケエサがすぐに抜け
てしまうようであればワ
ンランク大きくします。
ハリサイズをアップす
ることでバラケエサをそ
れほど調整することなく
持たせられますので、開
きがよくなりさらにへら
鮒を集めることができま
す。そうなれば自然とア
タリ数も増えるのです。
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竿● 7 〜 10 尺
ミチイト● 1 〜 1.2 号
0.25 ㎜厚板オモリ 17 ㎜ ×25 ㎜〜 17 ㎜ ×40 ㎜

■仕掛け図
実寸大

●オモリ

ウキ●ボディー 8 〜 12 ㎝
パイプトップ
ハリス●
上 0.5 〜 0.6 号 8 〜 10 ㎝
下 0.4 〜 0.6 号 25 〜 50 ㎝
ハリ●上 8 〜 9 号、下 3 〜 5 号

ウドンセットのチョーチン釣り②

大きなバラケエサとくわせエサで釣る強い釣り
バラケブレンド

「バラケマッハ」700 ㏄＋
「浅ダナ一本」200 ㏄＋
水200 ㏄

＋

＋

くわせエサ「力玉ハードⅢビッグ」
見た目は俵型で、カラーはホワイト。ワラビウドンタイプのく
わせエサで「力玉ハードⅡ」よりさらに大きくなり重量比約 5
倍にウエイトアップ。ハリ持ちに優れ、活性が高いときでも、
大きさと重さでハリスがしっかりと張り、明確なアタリがでま
す。へら鮒のあおりに負けず、そしてその大きさにより大型べ
らにもアピールできる夏季限定品。
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ブレンドの考え方
●作り方

「バラケマッハ」700 ㏄、
「浅ダナ一本」200 ㏄をボウルに入れ、粉の状態
で良く混ぜ合わせてから、水 200 ㏄を注いでかき混ぜる。自然な粘りが感
じられるぐらい 30 回ほど混ぜる。作りたてはエサが持ちにくいので、少し
置いてエサが締まってから使う。

●特徴

軽くて開く「バラケマッハ」をベースにして強力な集魚効果を利用する。
「バ
ラケマッハ」だけではエサが持たせられないので、
『浅ダナ一本』をブレン
ドしてまとまり感をだす。

集魚とバラケ性

●エサの大きさ
実寸大

エサ持ちとまとまり
●使い方のコツ

仕上がったバラケエサを大きめに付けトップギ
リギリか沈没してしまうくらいまでナジませ
る。エサ持ちが悪くなったら手水でエサボウル
全体をかき回しボソをなくすようにシットリさ
せる。エサ付けも角がないように丸く丁寧に付
けて深ナジミさせる。
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ウドンセットのチョーチン釣り②
近年、釣り場は限定さ
れますが、開く大きなバ
ラケエサを打ち切る強い
ウドンセットのチョーチ
ン釣りで驚異的な釣果が
でています。この釣り方
は、バラケエサもくわせ
エサも大きいからか釣れ
てくるへら鮒もビッグサ
イズ。タックルも独特で
通常のウドンセットでは
考えられないような太い
ミチイトとハリス、大き
めのハリ。そしてかなり
大きなムクトップのウキ
を使います。
この釣り方の最大の特
徴は「バラケマッハ」ベー
スのバラケエサです。開
く大きなバラケエサを
打って大量にへら鮒を寄
せて釣ります。やりこな
している人は〝マッハ単
品〟ですが、それをタナ
までナジませるには慣れ
ないと難しいので、
「浅
ダナ一本」をブレンドし
てエサ全体にまとまり感
をだしています。
そしてくわせエサに
は「 力 玉 ハ ー ド Ⅲ ビ ッ
グ」を使用します。へら
鮒を大量に寄せて釣るの
で、魚のあおりが相当強
くなります。従来の小さ
いくわせエサではハリス
を張らせることができま
せん。ハリスが張らない
ということは、へら鮒が
くわせエサを食ってもウ
キにその動きが伝わりま
せん。ですから大きなく
わせエサが必要になりま
す。さらに、細いハリス

では絡んだり切られたり
してトラブルが多くなり
ます。そこで太いハリス
を使用します。つまり、
ハリスが太く、ハリも大
きめで、くわせエサも大
きいことから、強いあお
りの中でもハリスを張り
やすくして強いアタリが
でるようにするのです。
大きなくわせエサを使
うメリットはもうひとつ
あります。それは、くわ
せエサをへら鮒に見せ
てアピールする効果で
す。通常のウドンセット
は、バラけた粒子にくわ
せエサを紛れ込ませて吸
い込ませるものですが、
この釣りは、明らかにく
わせエサのウドンをへら
鮒に見せて飛びつかせる

釣りです。そのためにも
アピール力が重要なので
す。これまでは、事前に
太いウドンを大量に持ち
込 ん で い ま し た が、 こ
の「力玉ハードⅢビッグ」
ができたことで、この釣
り方を手軽なものにして
くれました。
「バラケマッハ」ベース
のバラケエサは軽いの
で、パイプトップではナ
ジミ幅をだしにくい。ナ
ジミ幅をだそうとエサを
練り込むと開き不足にな
り、へら鮒を大量に寄せ
ることができず、この釣
り方が成立しません。で
すからムクトップのウキ
を使用します。ムクトッ
プは細いので軽いバラケ
エサでもナジミ幅をだせ

開く大きなバラケエサでへら鮒を大量に寄せ、
大きなくわせエサでアピールして食わせる

釣り方とセッティング
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ます。ムクトップでギリ
ギリ持つバラケエサをタ
ナまでゆっくりとナジま
せていくイメージです。
釣り方は、仕上がった
バラケエサを大きめに付
け、ウキのトップギリギ
リか沈没してしまうくら
いまでナジませます。打
ち始めは待たずに打ち返
します。徐々にへら鮒が
寄り始めるとバラケエサ
の持ちが悪くなり、ナジ
ミ幅がでづらくなりま
す。ここで手に水を付け
ながらエサボウル全体を
かき回しボソをなくすよ
うにシットリさせます。
エサ付けも角がないよう
に丸く丁寧に付けます。
これだけでナジませやす
くなります。
理想的なウキの動き
は、ウキが立ってサワリ
をだしながらゆっくりナ
ジんでいき、ナジミ切っ

た所で消し込みに近い力
強いアタリが本命です。
ナジんでいく途中にサワ
リもでないようであれば
バラケエサに角を付ける
ラ フ 付 け に し、 ウ キ が
ゆっくりとナジむように
します。
ウキの動かし方として
は、両ダンゴのチョーチ
ン釣りの動きを目指して
ください。サワリながら
ナジんでいき最後にドカ
ン！ ナジミ切った所で
釣っていったほうが釣れ

続きやすく型も良くなり
ます。
バラケエサを調整して
もナジミ幅をだしづらい
場合には上バリを大きく
していきます。ハリをワ
ンランク大きくしただけ
で楽にナジませられるよ
うになります。また、下
ハリスの長さは食いアタ
リがでないようであれば
長くし、空振りやスレが
多いようなら短くしま
す。どちらも５㎝単位で
調整します。
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竿● 8 〜 10 尺
ミチイト● 1.2 〜 1.5 号
0.25 ㎜厚板オモリ 17 ㎜ ×40 ㎜〜 17 ㎜ ×50 ㎜

■仕掛け図
実寸大

●オモリ

ウキ●ボディー 10 〜 15 ㎝
グラスムクロングトップ
ハリス●
上 0.8 〜 1 号 10 〜 12 ㎝
下 0.6 〜 0.8 号 25 〜 40 ㎝
ハリ●上 10 〜 12 号、下 6 〜 8 号

「ヒゲトロ」セットの浅ダナ釣り

しっかりエサ持ちしてナジミ幅をだす
バラケブレンド

「ガッテン」200 ㏄＋
「パウダーベイトヘラ」200 ㏄＋
「バラケマッハ」100 ㏄＋
水150 ㏄

＋

＋
●エサの大きさ
実寸大

＋
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ブレンドの考え方
●作り方

「ガッテン」200 ㏄、
「パウダーベイトヘラ」200 ㏄、
「バラケマッハ」100 ㏄
をボウルに取り、粉の状態で良く混ぜ合わせてから水 150 ㏄を注いでかき混ぜ
る。このとき、指を熊手状に大きく開いてダマができないよう丁寧に混ぜる。
乾いた麩エサがないようにまんべんなく混ぜてください。

●特徴

エサのまとまりがよく、タナまでしっかり持つ『ガッテン』と中間的位置づけ
の「パウダーベイトヘラ」をベースに「バラケマッハ」でバラケ性を加え、寄
せ効果もありながらしっかり持つブレンド。

まとまりとエサ持ち
中間的存在

●使い方のコツ

集魚とバラケ性

基エサの約半分を別のエサボウルに分け、
「押し練り」や「握り練り」でエサ
に含まれているエアーを抜いて使います。両ダンゴのエサよりもしっかりとエ
サ持ちさせるようにこの作業を繰り返し、必ずナジミ幅がしっかりでるように
します。
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「ヒゲトロ」セットの浅ダナ釣り
くわせエサ

ウキ●ボディー 5 〜 8 ㎝
パイプトップ

ハリス●
上 0.5 〜 0.6 号 6 〜 8 ㎝
下 0.4 〜 0.5 号 10 〜 15 ㎝
ハリ●上 6 号、下 4 〜 5 号

〜

竿● 7 〜 10 尺
ミチイト● 0.8 〜 1 号

0.25 ㎜厚板オモリ 15 ㎜ ×17 ㎜〜 17 ㎜ ×25 ㎜

■仕掛け図

実寸大

●オモリ

この釣りは、両ダンゴ
の釣りからスタートし
て、なかなかコンスタン
トにアタリがでないとき
に有効な釣り方です。特
徴は短バリスの釣りにな
るので明確なアタリがで
やすく、バラケエサに近
いところまで接近するへ
ら鮒がターゲットになる
ので、比較的良型が揃う
ことです。
ですから、バラケエサ
をしっかり持たせること
が大切です。そして、タ
ナですぐ抜けるのでな
く、ウキが深くナジんだ

ところでこらえるように
して釣っていきます。
ウキは動くけど食いア
タリが明確でない、スレ
やイトズレが多いとき
は、エサがバラけすぎて
いる可能性が高いので、
よりバラケエサをしっか
り丁寧に付けてくださ
い。くわせエサの「ヒゲ
トロスペシャル」は少量
ずつ水で戻して使用しま
す。適量のトロロエサを を避けるようにします。
手で軽く握り水に漬け込 その理由は、高温になる
み、軽く水を絞ります。 と繊維が弱くなり、ハリ
水で戻したトロロエサは 抜けする原因になるため
皿などに置いて直射日光 です。釣り座の日陰にな
るところで保管してくだ
さい。
実際にハリに付ける量
は釣り場の状況によって
異なりますが、長さ３〜
５㎝、幅１㎝くらいを目
安にしてください。
適量を一発でエサ付け
でき、その長さまでこ
だわり抜いた特別仕様。
アルミパック（チャッ
ク袋）採用で開封後の
品質が安定するので、
1 回の釣行で使い切ら
なくても、次回もその
まま使えます。

しっかりエサをナジませて釣ろう。
釣り方のコツとセッティング
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「ヒゲトロ」セットのチョーチン釣り
ヒゲトロセットの
チョーチン釣りは、管理
釣り場だけでなく野釣り
場でも有効な釣り方で
す。浅ダナ同様、両ダン
ゴで釣り切れないときに
試してください。
同じセット釣りでもウ
ドンと違うのは、必ずバ
ラケエサが持っていると
きにアタらせることで
す。上バリのバラケエサ
を食いにきたへら鮒が近
くにあるトロロを吸い込
む釣り方ですので、バラ
ケエサが抜けてしまって
は成立しません。言葉で
はバラケエサと呼びます
が、ダンゴタッチで少し
バラける、というイメー
ジです。
トロロエサは水中では
大きく広がります。さら
にへら鮒のあおりなどを
受けますので、バラケエ
サの下にぶら下がるので
はなく、横ぐらいに位置
します（トロロは軽いく
わせエサと認識してくだ
さい）
。ですからなおさ
らバラケエサ（ダンゴ）
に興味を持たせないとア
タリがでません。それだ
けバラケエサが重要にな
る釣りです。
その肝心のバラケエサ
は、標準タッチからやや
ボソがある程度で打ち始
め、手水でかき混ぜなが
ら調整します。バラケエ
サの持ち加減、つまりバ
ラケエサの量でアタリが
でるパターンを探りま
す。エサがボソすぎると

遠巻きになり、アタリが
でにくくなります。また、
サワリがあってもなかな
か落とさない（アタらな
い）ときは、くわせエサ
のトロロが抜けている可
能性があります。ハリに
掛ける量を増やしたり、
ハリに巻き付けるように
付けてみましょう。

この釣り方はハリスの
長さが重要になってきま
す。先述したようにトロ
ロはあおりで漂いますの
で、ハリスの長さによっ
てその位置が変わってき
ます。当然その日の状況
により、へら鮒の寄り方
が違いますので、シビア
な調整が必要となりま
す。１㎝単位で長さの違
うハリスをチチワで用意
しておくと、素早く対応
できます。
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トロロは軽いエサ！
このイメージを頭に入れよう！

釣り方のコツ

「ヒゲトロ」セットのチョーチン釣り

管理でも野釣りでも対応する万能ブレンド
バラケブレンド

「淒麩」600 ㏄＋
「パウダーベイトヘラ」200 ㏄＋
水 200 ㏄＋
「バラケマッハ」100 ㏄

＋

＋

＋
●エサの大きさ

くわせエサ
水中でトロロは
かなりのあおり
を受けますの
で、しっかりハ
リ持ちする「ヒ
ゲトロスペシャ
ル」がおすすめ
です。

実寸大
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ブレンドの考え方
●作り方

「凄麩」600 ㏄、
「パウダーベイトヘラ」200 ㏄をエサボウルに取り、粉の状態
で良く混ぜ合わせてから水 200 ㏄を注いでかき混ぜる。そこへ「バラケマッハ」
100 ㏄を入れてかき混ぜ、エアーを含んだ状態で基エサとする。

●特徴

ふくらみのある「凄麩」をベースにエサ持ちとバラケ性が中間的な「パウダー
ベイトヘラ」でエサ持ちを強調。バラケ性のある「バラケマッハ」でボソ感を
だしている。

●使い方のコツ

基エサの約半分を別のエサボウルに分け、手水で 30 回ほどかき混ぜて使う。
魚の寄りとともにナジミが悪くなったら、再び手水で 30 回ほどかき混ぜる。
この繰り返しで調整する。
■セッティング

●オモリ

竿● 8 〜 21 尺
ミチイト● 1.0 号
ウキ●
ボディー 8 〜 18 ㎝
パイプトップ
PC ムクトップ

実寸大

「絡み止めス
イ ッ チ シ ン
カー」０・８ｇ

短竿

＋

0.25 ㎜厚板オモリ
17 ㎜ ×27 ㎜

「絡み止めスイッチシンカー」
２・０ｇ

ハリス●上 0.5 〜 0.6 号 10 〜 15 ㎝
下 0.4 〜 0.5 号 20 〜 30 ㎝
ハリ●上７号、下５〜 6 号
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長竿

＋

0.25 ㎜厚板オモリ
17 ㎜ ×33 ㎜

