
クラッチOFF
チョイ出し

スプールの取り外しが簡単な

■ワンタッチスプール着脱機能搭載
※取り付けの際はスプールがきちんと入ったか
　確認してください。

■ダンゴかみ防止機構

■チョイ出しクラッチ
ダンゴが着底してからの穂先の位置調整や
潮の速い釣り場で付けエサを流し込んでいく時、
シカケを微妙に操作しながら流し込む釣技も自在です。
左に倒すとチョイ出し、右に倒すとクラッチOFFが片手で可能です。
（右ハンドルの場合は操作が逆になります。）

ボール/ローラーベアリングはシマノ独自の

■錆/塩噛みに強いシールドタイプ
　S A-RB

■42mmロングハンドル

■スーパーストッパーII
ハンドルをどの位置に止めてもピタッと逆転が止まります。
アタリを待つときの穂先の曲がりの調節も思いのままです。

■スーパーストッパーII
ハンドルをどの位置に止めてもピタッと逆転が止まります。
アタリを待つときの穂先の曲がりの調節も思いのままです。

魚とのやり取りや
喰わせ時の送り込みに威力を発揮する

■チヌマチックドラグ

素早い巻き上げが可能な

■3.6：1 ハイスピードギア比

■パワーノブ

※右ハンドルはチョイ出し、
　クラッチOFFの方向が
　下図の逆になります。
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　　　　　　　 釣具事業部
本　社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地
●商品の性能・スペック、カタログ、イベントや
　アフターサービスなどに関するお問い合わせ
フリーダイヤル　　　0120-861130（ハローイイサオ）
フリーダイヤルをご利用できない方は 072-243-8538（有料）をご利用ください。
受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00（土･日･祝日除く）
■シマノホームページ アドレスは http://www.shimano.com です。
新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではの
オリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。
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■各部の名称と特長　※左ハンドルのイラストで説明しています。

取 扱 説 明 書

BLUE RIGHT / BLUE LEFT
RED RIGHT / RED LEFT

このたびは、SEIHAKOU 60SPをお買上げいただき、まことにありがと
うございます。
このSEIHAKOU 60SPは、クラッチをOFFにすることなく糸を出したい
時にスプールフリーにできるチョイ出しクラッチ、チヌマチックドラグ、
逆転ガタのないスーパーストッパー II、ダンゴかみ防止機構など画期的な
機構を搭載しています。ボールベアリングとローラーベアリングにはシマ
ノ独自の錆に強いS A-RBを採用し、耐久性を向上させました。
SEIHAKOU 60SPの機能を十分に引き出し、末永くご愛用いただくため
にも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存
してくださるようお願い申し上げます。

■ダンゴかみ防止機構

■仕様

※ボール / ローラーベアリングには、従来
の A-RB をシーリングし塩分の浸入を減
少させ、ソルトウォーターでの使用をよ
り快適にした S A-RB を使用しています。

■付属品 
取扱説明書・分解図・リール袋・ 
リールレンチ（ハンドル固定ボルト取り
外し用）

BLUE LEFT

BLUE RIGHT
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 (号-ｍ) 
フロロ

ギア比

SEIHAKOU
60SP

品番

190 6 S A-RB /
1 S A-RB

8.82
/ 0.9 2.5-1003.6:1

通常のチヌリールではスプールのエッジを、フレームがコの字型に取り
囲む構造になっていました。これは糸が入り込んでも、中までかみ込ま
ない様にするためです。しかし、糸かみは防げても、ダンゴのかみ込み
は防げませんでした。
そこで、ダンゴかみ防止機構はフレーム側にダンゴ用のポケットを設け、
この構造によって、かみ込みに有害なダンゴはスプールとの間に留まり
にくくなっています。

糸カミ防止のみのスプール

ダンゴ フレーム

かみ込む ダンゴ用ポケット

ダンゴかみ防止機構

■故障ではありません

症状として、クラッチレバーを触った後ハンドルを回すとハンドル回転
が重い、という状態が時に出ます。これはリール本体とスプールの結合
部分に 2 面方式での嵌合を採用しており、筏で大敵のダンゴや砂が入り
込んだ際にもクラッチが正常に働くよう、リール側から押し付けている
バネを強くしているから起こる現象です。
この押し付けバネが弱いとリール本体と
スプールがすぐに嵌合するのでハンドル
が重くならないのですが、異物が入り込
んだ際にリール本体とスプールがうまく
噛み合わず、ハンドルは回るがスプール
が回らない、という釣りの現場でのトラ
ブルに至ってしまいます。

ハンドルを回すと重い現象はスプールに
少しでも負荷が掛かる（仕掛け回収程度
でも）と元に戻ります。
バネの押し付け力が強く、嵌合すべきで
ない部分でも回ってしまう、いわゆる半
クラッチ状態で回るため重いというだけ
で故障ではございません。
安心の重さとご理解いただき、ご使用い
ただきたく思います。

ピニオン
ギア組

平行 半クラッチ

上図のような半クラッチ状態
でもスプールが回るため、
ハンドルが重くなります。



本リールは精密部品で構成されていますので、下記
注意事項を守ってお取り扱いください。

■ご使用上の注意

砂、泥、海水は、リールの大敵です。ご使用中、リー
ルを砂地に直接置いたり海水につけたりしないよう
ご注意ください。リール内部に砂や海水が入ると、
思わぬトラブルの原因となることがあります。
根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらな
いで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ
釣場に糸の残らないように引き寄せて切ってくださ
い。リールはていねいに扱ってください。移動時、
特に放り投げや、バック内で他の道具との接触によ
る破損には十分ご注意ください。
ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ
等で手を切らないようにご注意ください。

■お手入れの方法

1.	SEIHAKOU 60SPは精密、高精度リールです。
ご使用はくれぐれもていねいにお取り扱いください。

2.	ご使用後は、スプール
を本体から取り外し、ゴミ・
異物が本体内部に入り込ま
ない様注意しながらスプー
ル、本体に付いた塩分・ゴ
ミ・砂等を洗い流してくだ
さい。〔図 A〕

■リールのお取り扱いの注意／お手入れの方法／製品のお問い合せ・アフターサービスのご案内

■製品のお問い合せ･アフターサービスのご案内

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいこ
とがあります。お手紙でのお問い合わせにつきまし
ては、必ずお客様のお電話番号をお書き添えくださ
るようお願いいたします。

●修理に出されるときには、お買い上げの販売店へ
現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇
所、不具合内容を具体的に（例／ストッパーが働
かない）お知らせください。また、お近くにシマ
ノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお
問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃
をいただきますのでご了承ください。商品の故障
等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣
行費等は保証できません。

●ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプール
のお取り寄せは分解図をご覧いただき、製品名・
商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品
名をご指定の上、お買い上げの販売店もしくは最
寄りの販売店にご注文ください。内部の部品に関
しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に
出されることをお薦めします。（例／製品名：ス
テラ 1000S  商品コード：02425  製品コード：
SD83B012  部品番号：2  部品名：スプール）

●弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期
間を、製造中止後 6 年間としています。性能部品
とは、その製品の機能を維持するために必要な部
品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断
りすることがございます。性能部品以外は製造中止
後 6 年以内でも供給できない可能性がございます。

●商品コード / 製品コードの位置 
取扱説明書・分解図・パッケージ底面部もしくは
側面部に製品コードの上５ケタ及び商品コードを
表示しています。又、製品には商品コードを表示
しています。

※ローラークラッチとインナーチューブにはグリス
をつけないでください。

※ドラグ部分には、絶対にオイルをつけないでくだ
さい。オイルが入ると、ドラグ力が低下すること
があります。

4.	グリス・オイルの使用箇所について 
グリス使用箇所とオイル使用箇所は 図 B を参照し
ていただき、まちがえないように塗布してください。 
グリス、オイル類はシマノ純正品（別売・下記）を
お使いください。そうでない場合の品質の保証はい
たしかねます。ご留意ください。

〔図 A〕

高温、高湿の状態で長時間放置しますと、変形や強
度劣化の恐れがあります。長期保存する場合は、上
記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存す
るようにしてください。

中を覗くとギアが見えます。
その部分に一吹きして
ください。

オイル

グリス

〔図 B〕

すすいだ後は充分に水分を取り除いてください。温
水の使用や水没させての浸け置き洗いはグリスの溶
け出し、ダンゴの流入等の障害が起きるため、行わ
ないでください。特にシンナー、ベンジンなど揮発
性溶剤は絶対に使用しないでください。

3.	乾いた布で水気を拭き取り、充分に乾かした後、
軸受部などの可動部分に注油してください。 

（次項参照）

※左ハンドルのイラストで 
説明しています。

■夢屋パーツ取り付け可能

※詳細はシマノホームページにてご確認ください。

《夢屋タイプ》

ハンドル

BH-1

ハンドルノブハンドルノブ

A

■ワンタッチスプール着脱方法

下記の絵を参照にして、スプールを引き抜きます。
※取り付けの際はスプールがきちんと入ったか確認してください。

※この部品をきっちり
　締めておいてください。

ここを押しながら
スプールを引き抜く

【 押した後 】

1.	ハンドルノブの根元を指で押さえながら、 
コイン等でハンドルノブキャップをゆるめて取り外します。

2.	ノブ内部のネジをゆるめて外します。

■ハンドルノブの取り外し方

ゆるめる

コイン

1. 2.

ゆるめる

ノブの根元を
指で押さえる

■安全上のご注意

注 意
●ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをするおそれが

あります。

●糸が勢いよく出ている時は糸にふれないでください。
糸で指を切るおそれがあります。

●メッキや塗装等の表面処理が剥がれたり、強い衝撃等により素材
の表面が鋭利になった場合には、その部分に触れないでください。
けがをする恐れがあります。

●回転しているスプール・ハンドルには触れないでください。
けがをするおそれがあります。

安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。ご使用前に必ずお読みください。

BLUE RIGHT / BLUE LEFT / RED RIGHT / RED LEFT


