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最高の瞬間を感じる。
大海原で大物を獲る。

様々な釣りがある中で沖釣りの魅力を体現する。

「最高の瞬間」は今、はじまる。

ダイワの最新タックルを手に、輝く海に出よう。
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※原寸大

小型電動に求められる軽量コンパクト＆ハイパワー、快適操作を徹底追
及。自重560ｇの軽量化は手持ちで快適であり、その軽さは感度に繋が
る。機動性ではトルクと瞬発力を両立したMAGMAXモーター、滑らかに
効き続けるATDをはじめ基本性能に磨きを掛け大幅なパワーアップを実
現。操作性においては、ワンハンド快適操作アルミ製JOGパワーレバー
を採用。濡れた指先でも快適な操作を実現し、棚取り・誘い・スロー巻き上
げ・アワセまで釣り人の思いのままに。また落下スピードを瞬時に設定でき
るフォールブレーキダイヤルは落とし込みのベイトの付き、スルメイカの中
層反応を捉える優れもの。耐久面においては防水・耐久テクノロジー
MAGSEALEDボールベアリングを最も潮ガミしやすいスプールシャフト軸
に搭載しスプールフリーや巻上げ初期性能を持続。カウンターパネルに
は、視認性に優れたデカ文字に、偏光グラス着用時も鮮明に見える大型
ドット液晶を採用。電動手持ちゲームに磨きをかけ、更なる快適フィーリン
グを実現。軽さは感度「LIGHT MONSTER」。

軽さは感度
手持ち300サイズに求められる
「圧倒的な軽量化とパワー」を追求。

ライトモンスター誕生。

LIGHT MONSTER 
4 5
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LIGHT & COMPACT
手持ちが快適。軽量コンパクトな洗練されたフォルム。

「自重560g」
75g軽量化
＊18SEABORG300J比較

90.7mm

98.3mm

68.3mm

80.6mm

幅
約7.7%
縮小

剛性と放熱性に優れたアルミフレームながら、
従来モデルと比較し、自重は560gと75gの軽量化に成功。
この軽さは、手持ちで操作する際の快適性を生み、釣り人の集中力を高める。
それによって、手元の感度は向上し、ロッドやラインを通して伝わる。
すなわち水中からのわずかな情報も逃すことなく、しっかりとキャッチできる。
それまで獲れなかった魚が獲れる──それがライトモンスター。

6 7
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カーボンドラグワッシャー5枚

モーターサイズアップ＆パワーチューニングを
施しトルクと瞬発力を両立した「MAGMAXモー
ター」により巻上力17%アップ。またFFマグ
マイト構造でモーター放熱効果が高く、耐久性
（持久力・ブレーカー作動域）に優れている。

マグマックスモーター
MAGMAX MOTOR

滑らかに効き続ける「ATD」のドラグ力が
33%アップし、大型青物やイカの多点掛
けでも安心対応。アルミスタードラグは
放熱性・耐久性に優れ、常にハイパフォー
マンスなドラグ性能を持続する。
ドラグMAX16kg。

オートマティックドラグシステム
ATD

パワーを生み出す元となる磁石には「特殊ネオ
ジウム磁石」を採用。巻上げトルクと瞬発力は
勿論、ゆっくり巻きもお手のもの

MONSTER POWER
ワンランク上のターゲットが狙えるモンスターパワー。

「巻上力1.2倍」
＊18SEABORG300J比較

「ドラグ力1.3倍」
＊18SEABORG300J比較

8 9
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従来品
（18SEABORG 300J）

フィールドにおける視認性に優れたデカ文字
画面に、直射日光下での偏光グラス使用時に
も鮮明に見えるドット液晶を採用。ライン入
力手順や日本語／英語の切り替え等、便利機
能を搭載。
メニュー画面のアナウンスが明確で各種設定
はマニュアル要らず。

ドット液晶
DOT MONITOR

約半回転でMIN（フリー）
～MAXまで調整が可能
（ダイヤル目安シールは
予備含め2組付属）

仕掛けの落下スピードを瞬時に設定できる
「フォールブレーキダイヤル」。アルミ製ダイ
ヤルで濡れた指先でも繊細な操作が可能。
落とし込み釣りでは安定した落下コントロー
ルでフォール中におけるベイトの付きを良く
し、スルメイカ釣りでは中層反応のイカの触
りをキャッチする。

フォールブレーキダイヤル
FALL BRAKE DIAL

クラッチOFF

クラッチON

JOG巻上げ

ワンハンド快適操作

瞬時の操作で主導権を譲らないワ
ンハンド快適操作「JOGパワーレ
バー」を採用。
親指ひとつでクラッチOFFから
ONそして巻上げへ。
アルミ製JOGだから指への掛か
りが良く、濡れた指先でも繊細な
巻上げ操作、直感アワセが可能。

ジョグパワーレバー
JOG POWER LEVER

USABILITY TECHNOLOGY
さらに快適操作、高耐久を実現したモンスターマシン。

SEABORG 300J
シーボーグ 300J

※最大巻上力とは、電源電圧13V、軸トルクによる参考値です。　※Kg＝Kgf・cm（メガツイン機構の場合はパワーレンジ）　　※常用巻上速度とは、電源電圧13V、1Kg負荷時の100m巻上げ速度の平均です。
※JAFS基準巻上力（メガツイン機構の場合はパワーレンジ）/速度とは、日本釣用品工業会規定による電源電圧13Vにおける測定値です。　　※（　）の数値は、スーパーリチウムを使った場合の概算値です。
※ブライトとは、当社棚センサーブライト（PE）のことです。　　※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。

最大ドラグ力
（Kg）

16 14 210 12/1 82,500
2335287＊

2335300＊

3-400
4-300
5-230

5-280
6-200

最大巻上力
（Kg）

常用巻上速度
1kg負荷時（m/分）

JAFS基準
巻上力（Kg）

JAFS基準
速度（m/分）

ベアリング
ボール/ローラー

標準巻糸量（号-m）

ブライト ナイロン
ギア比 巻き取り長さ

（cm/ハンドル1回転）

5.1 70
300J

300JL

自重
（g）

560 59（65） 150（165）

価格（円） JANコード

ダイワの電動リールは、直流（DC）12V対応です。指定外の電源、たとえば家庭用の交流100V、船装備の直流24Vなどでは使えません。なお、船電源は、発電機や配線の関
係で電圧が不安定になりやすく、リールの保護回路が働いて回転が停止したり、断続的になってしまうことがあります。リールの性能を十分に発揮させるためにも、当社製スーパーリチ
ウム、タフバッテリー、エナジーパックなどの専用バッテリーをご使用下さい。

電源について

ダイワの電動リールは、直流（DC）12V対応です。指定外の電源、たとえば家庭用の交流100V、船装備の直流24Vなどでは使えません。なお、船電源は、
発電機や配線の関係で電圧が不安定になりやすく、リールの保護回路が働いて回転が停止したり、断続的になってしまうことがあります。リールの性能を十分に発
揮させるためにも、当社製スーパーリチウム、タフバッテリー、エナジーパックなどの専用バッテリーをご使用下さい。

クオリティーの証、
ダイワ電動リール保証システム

アイテム

LIGHT
MONSTER 

獲るための耐久性への拘り「MAGSEALED
ボールベアリング」を搭載。
最も潮ガミしやすくメンテナンスが困難なス
プール軸に装備することで防水性・耐久性を
飛躍的に高め、スプールフリー、巻上げ効率
の初期性能を持続する。

マグシールドボールベアリング
MAGSEALED

マグネット

マグオイル

NEW

1110
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SEABORG
300J
Fishing
Report
Satoshi Takatsuki in Okinawa

Masao Tabuchi in Sagami Bay

Hiroyuki Ishizuka in Sagami Bay

手持ちコンパクト電動に求められる
軽量・ハイパワー・快適操作。
その進化を体感すべくターゲットを求め、
６人のアングラーがフィールドへ出向いた。
実釣体感における臨場感ある
インプレッションをお届けしたい。

「軽さは感度」
 NEW SEABORG 300J

1312
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全 国的に人気のタチウオテンヤを持ち
込み郷原テスターと向かった地は沖

縄、水深300m以上のディープエリア。
　狙うは最大2mを超す憧れのターゲット、
オキナワオオタチ。
　軽さとパワーを兼ね備えた新型
「SEABORG 300J」の性能を試すにはもっ
てこいのターゲットだ。
　最初に持った時の印象は「軽い」そして
「コンパクト」。
　ロープロなボディは握りやすく手の中に収
まっている感覚。「300番の電動がこんなに

軽量でコンパクトになるなんて！」と2人して
驚いた。
　狙う水深350mに対して巻糸量は倍の2
号700mと大容量なのは心強い。
　オキナワオオタチの前アタリは意外と小さ
いが、深場からの微細なシグナルも手元に
響き「軽さは感度」を実感した瞬間だった。
　本アタリと同時に「よいしょ、JOG合わせ！」
竿だけのアワセでは不十分なのでJOGパ
ワーレバーをON、追い合わせが決まる。
　350mに及ぶ長距離の攻防戦は常にこち
らが優勢、オモリ120号も一緒に背負って

いることを感じさせないほどグイグイとパワ
フルに巻ける。
　ATDも滑らかに効き続け、リールに任せっ
きりで安心して巻いてこれるのだ。
 「そろそろ上がってきますよ」ドット液晶カ
ウンターは視認性良く、偏光グラスをかけ
てもくっきり見える。
　140cmの良型が上がったが、大きさを感
じさせず簡単に上がってしまった。
 「JOGのやり取りが楽しい！食い上げもキッ
クバックも怖くない」と郷原テスター、トル
クと瞬発力を併せ持つMAGMAXモーター

の成せる技だろう。
 「上がってきたよ！デカいデカい！」160cm
オーバーのメガタチウオが上がる。
 「300番で狙うメガタチ最高！シーボーグ
300Jのパワー恐るべし！」郷原テスターの
興奮からもポテンシャルが伝わるだろう。
　夢の2m超えには出会えなかったものの、
まだまだ余裕を残したスペックには全国のメ
ガタチ攻略の可能性を感じた。
　計り知れないポテンシャルはまさに
「LIGHT MONSTER」と呼ぶにふさわしい
だろう。

Satoshi Takatsuki in Okinawa

 沖縄メガタチウオで
「軽さは感度」を体感

３
０
０
番
の
電
動
が

こ
ん
な
に
軽
量
で

コ
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竿 先の僅かな動きを捉えた。ヤリイカ
の「触り」だ！

　JOGパワーレバーをON。ここでしっかり
とヤリイカの乗りを感じる。
　低速での巻上げがスムースで安定感が
ある。多点掛けはヤリイカ釣りの醍醐味だ！
いささか重みが加わったところで中速にス
ピードUP。
　力強く！速く！それでいてとても静かに巻
き上げてくる。
　昨今のヤリイカ/スルメイカ釣りでは、微
細なアタリを取れるか否かが釣果を左右す
る。
 「高感度」を求めるには「軽さ」は必須条
件だ。

　パワフル、そしてスピーディーな巻き上
げと、レスポンス良く数釣りを楽しむ為には
重要なファクターとなる。
 「軽い」うえにパーミングしやすいNEWシー
ボーグ300Jのフォルムは、あまり大きい方
ではない私の手にもしっくりと馴染む。更に
コンパクトなボディは、クラッチON/OFFか
らJOGパワーレバーでのスピードコントロー
ルまで親指1本で楽にまかなえる。
　ヤリイカ釣りの一連の動作がワンハンド
で行えるのは大きなアドバンテージとなる。
　更にフォールブレーキダイヤルは、中層
を泳ぐスルメイカ/ヤリイカの群れを捉える
のに活用したい機能だ。
　NEWシーボーグ300Jで端物を狙う！

　船長の許可を得て、釣ったヤリイカをエ
サに泳がせ仕掛けを投入する。
　タナ取りをした直後、いきなり泳がせ釣
り用の竿先が2度3度派手におじぎをした。
 「アタった！」　すぐさま竿を手に持ち、ま
ばたきすることすら忘れて本アタリに備える。
「早あわせは禁物」と自分に言い聞かせて
いると、ひときわ大きく竿先が引き込まれた！
　しっかりとあわせを入れてフッキング！「よ
しっ！掛かった！」
　アタリの派手さに違わぬ重量感が伝わった。
「デカイよ！」まさに至極の瞬間だ。
　NEWシーボーグ300JのJOGパワーレバー
をON。
　巻上げの滑らかさは勿論、ATDドラグ

の滑らかさは予期せぬ「大物」と対峙す
る際にも強い味方となる。
　少し緩めに設定したドラグテンションでも
ATDの粘り強さと滑らかさで相手をいなし
てくれる。全くポンピングをせずに魚を上
げてきてしまった。
　危なげなく上がってきてタモに納まったの
は４kgに迫る大鯛だった。
 「軽さ」+「操作性能」+「パワー＆スピー
ド」+「滑らかさ」と、沖釣りに求められ
る必要十分な機能を備えたNEWシーボー
グ300J。
　小型電動リールの進化は止まらない。
　このリールが沖釣りの更なる楽しさを引き
出してくれるに違いない。

Masao Tabuchi in Sagami Bay

「ヤリイカ＆ハモノ」どちらにも
 快適に対応する優れモノ
田渕雅生　フィールドテスター
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SB300J  2021年1月22日発行

バーコードから
簡単に製品検索

　回遊する青物と聞いて胸躍る釣り人は多
い。そんな青物、ワラサが関東近海に回っ
てきた秋の相模湾に、宮澤氏と私・石塚
が揃って、新生ＮＥＷシーボーグ３００Ｊの進
化と実力を体感すべく合流した。
 ｢従来の３００サイズ電動リールも軽くてパワー
もあり、操作性も抜群だったワケだけど・・・、
このNEWシーボーグ３００Ｊを初めて手にし
た瞬間、軽さもサイズ感も２００番サイズとほ
とんど変わらないことには驚いたね。｣ と宮
澤氏。
　私もタックルをセッティングしながら、「軽
いっ！」と思わず相づちを打ってしまった。
 ｢でも、肝心のパワーはどうなの？　いろん
な性能はどうなの？｣ と、宮澤氏も私も率
直な疑問を企画開発者に放ったところ、「ま
あ、とにかく実釣してみて下さい」と笑み

を浮かべる自信満 の々表情･･･。
　その言葉を信じ、早速、実釣をスタート！
　仕掛けを投入、船長の指示棚プラス５メー
トル下からロッドを大きく振り上げ、道糸の
フケを巻き取るようにロッドを下げながらの
コマセワーク。レスポンスが良く、意のまま
に巻き上げスピードが調整できる「ジョグ
パワーレバー」は流石に快適、欠かせな
い当たり前の機能だ｡
　アタリを待つには手持ちで誘いをかける
のが常套、しっくり手に馴染むコンパクトな
新しいボディー形状は私の手の中に無理な
く収まり、想像以上にホールドしやすい。
そして、親指一つ、より繊細なジョグ操作
が可能となっていることに気づかされ「納
得の機能性」。
　振り出したコマセの帯と付け餌が同調し

たタイミングに、「フワフワ」と穂先に前ア
タリ！タックルが軽量化されているためだろ
う･･･、アタリがハッキリ分かる。その直後、
竿先がドン！と海中に突き刺さり強烈な引き
込みに思わず「食った！」と、声を上げしまっ
た。
　ＮＥＷシーボーグ３００Ｊは、強力なドラグ力
とハイパワー巻き上げが、ハリ掛かりしたワ
ラサの疾走をしっかりと食い止め、アっとい
う間に水面まで巻き上げてしまった様に驚く。
この日のワラサ釣りを通して、その進化（可
能性）は「マダイやヤリイカ、落とし込み
など様 な々釣り」で同じような体感ができる
ポテンシャルを確信した。
 「LIGHT MONSTER」、ＮＥＷシーボーグ
３００Ｊの進化を是非とも体感して頂きたい。

Hiroyuki Ishizuka in Sagami Bay

LIGHT MONSTERで
ワラサをガンガン
攻める！石塚広行　フィールドテスター
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