
G60/24V

120kg

150kg

120m/ 分

15 号 -1,200m
20 号 -1,000m
30 号 -　700m
40 号 -　500m

11 個

6.8kg

06010

685,000 円

品　　　番

ドラグ耐力

瞬間最大巻上力

最大巻上速度 /
無負荷時

糸巻き量 /
NEWディープセンサー

ボールベア
リング数

自　　　重

JAN コード

本 体 価 格

世界最大級の電動リール『US-50』の血脈を受け継ぎ、さらなるパワーアップを実現
させた規格外のモンスター電動リール『Miya Epoch G60』。新開発「GRAN FIRE 
モーター」は、他を圧倒する巻上力を誇り、これまで誰も成し得なかった前人未到の
ターゲットや海域までをも手中に収めることが可能。また、開発テストの段階でアル
ミ棒を変形させるほどのパワーを発揮したことから、各部を補強して強度アップ。
さらにはドラグ耐力に重きをおいたCZ-15キンメSPECIAL用「カーボンクロス製
ドラグライニング」を採用し、モーターの力を最大限に引き出せるボディを造り上げた。
※竿受けは別売の『マキシマムZ』『マキシマムM』が好適。
※従来機種よりもドラグレバーの滑りは重くなります。

電源コードを付けた状態

受注生産モデル

エレクトリック
リニアドラグ
システム

釣力
コントロール

釣力
コントロール
機能   PAT

DC-24V ONLY

ドラグ
アシストレバー

通常のドラグノブに比べ、操作性
に優れたドラグアシストレバー
搭載機種。

パワーハンドル

肉厚を増して強度アップ。グリップ
も握りやすくし、ハンドルでのアシ
ストをより効果的に。

Miya Epoch G60
リールサイズ：W260xH150xD250mm

●装備：カーボンクロス製ドラグライニング、ダブルストライクポジション
●本体色はメタリックブラック塗装、スプール色は、ブラックです。

深さ記憶機能
深さ停止機能

任意のタナを設定 / 記憶させる
ことで、次回投入時に自動でタナ
停止してくれます。

ドラグ
アシストレバー

スイッチひとつでスプールを
逆転させ、ラインを送り出しま
す。追い食いを狙う際に効果的。

音ブレーキ
   システム

バックライト
カラー切換可能

大型パワーハンドル

ガード
アーム ガードアーム

Miya Epoch G60

停 止

サブモーターによる駆動で
ライト＆リニアに連動する
電気式レバードラグ搭載。

ヒットした魚の引きに対応して
巻き上げ速度を自動的にコント
ロールします。

クリック式
音ブレーキ
システム

通常の音ブレーキ機能にプラス
して大音量のクリック音によって
ヒットをお知らせします。

自動送出機能

ミヤエポック電動リールの機能・装備をアイコンにて表示しています。

※ミヤエポックの電動リールはすべて日本製 /MADE IN JAPAN で、全機種の基板・モーター部は 0.3 気圧（水深 3m）防水です。

ワンタッチ
フリーハンドル

ワンタッチ
フリーハンドル

「自動送出」の操作時に、ハンドル
の逆転を防止するワンタッチフ
リー機構搭載ハンドル。

大型
パワーハンドル

パワーハンドルに大型グリップ
を搭載。ビッグファイト時のアシ
ストに威力を発揮します。

オートシャクリ機能 オートシャクリ機能

任意の区間、シャクリ上げ、自動で
落とし込み。上げては落としを繰り
返し、ヒットを誘います。

段引きシャクリ機能
コマセ
巻き上げ機能

スイッチひとつで任意のシャクリを
開始。シャクリ終われば船べり停止
位置まで自動巻き上げ。

パワーハンドル

任意のタナから高速シャクリで
コマセを撒き、ターゲットを引
き寄せます。一定休止後、船べり
まで自動巻き上げ。

CE マーキングによってその製品が分野別
の EU 指令や規則に定められる必須要求
事項（Essential Requirements）に適合
したことを示します。

ドラグ
アシストレバー

パワーハンドル

音ブレーキ
   システム

自動送出

高速自動巻取機能

自動巻取スイッチを長押しすることで、
船べり停止位置まで最高速で巻き取り
ます。

天候や時間帯などに合わせて
バックライトを見やすい色に
変更可能。

接触によるボディーへの傷などを
防止するガードアーム標準装備。

バックライトカラー
切換可能

Miya Epoch R800
リールサイズ：W270xH110xD155mm

●装備 : 新型 LCD 液晶パネル、カーボンクロス製ドラグライニング、
　　　  エレクトリックリニアドラグ
●本体色はブラック、スプール色はレッドです。

ミヤエポック電動リール初搭載バックライトカラー切り換え可能LCD液晶
より見やすく、よりわかりやすくご使用いただくためにミヤエポックとしては初めて、新型 LCD 液晶を搭載。バックライトは 6 色から
選択でき、天候や時間帯などに合わせて見やすい色に変更可能。また、文字サイズを大きくしたことで、各種設定もスピーディ＆スムーズ。

中型クラスにCZ-9クラスのパワーを詰め込んだ次世代モデル「Miya Epoch R800」。
よりパワフルに、より操作性を向上させ、ミヤエポック電動リールが新たなる境地を
創り出します。

＊ドラグ性能アップ「カーボンクロス製ドラグライニング」
＊ハンドル巻き取り時、スピードモード（1:5.0）& パワーモード（1:1.8）切り換え可能
＊トラバースカム（ウォームシャフト）交換可能

発熱が少なく高トルクを発揮する
新開発クールドライブモーター搭載

バックライトカラー
切換可能停 止

コマセ
巻き上げ段引きシャクリ機能

03

One
and
Only

Electric Fishing Reel

Electric Fishing Reel

04

One
and
Only

PAT.P

品　　　番

ドラグ耐力

瞬間最大巻上力

最大巻上速度 /
無負荷時

糸巻き量 /
NEWディープセンサー

ボールベア
リング数

自　　　重

JAN コード

本 体 価 格

R800/24V

70kg

75kg

11 個

2.7kg

08014

218,000 円

R800/12V

70kg

75kg

　　  スピードモード
   　　　165m/ 分
　　　パワーモード
   　　　105m/ 分

  　　　5 号 -1,200m
  　　　6 号 -1,000m
  　　　8 号 -   800m
　　　10 号 -   600m
　　　12 号 -   500m
　　　15 号 -   300m
　　　20 号 -   200m

11 個

2.7kg

08007

213,000 円

メインモーターには、新たに開発した「クールドライブモーター」
を搭載。これまでの同シリーズとはまったく違う、大型機種に採用
されている同系統のモーターを採用。発生する熱量が少ない構造
のため、より高トルクを実現でき、安定した巻き上げ力を発揮。

COOL DRIVE
MOTOR

ミヤエポック最速の
巻き上げスピードを実現
※JAFS 基準による実測値

レバードラグの操作性を飛躍的に向上
世界初エレクトリックリニアドラグ
最大の特長は、世界初の「エレクトリックリニアドラグ」。
ドラグを操作するためのサブモーターシステムを大幅に
見直し、非常にライトな操作感で、リニアに連動する電気
式レバードラグを実現。これまで以上にスムーズなやり
取りが可能。

180m/分

ピンク ホワイト イエロー グリーン ブルー パープル

レバードラグ

新たに採用した遊星ギヤと
ギヤ比を変える新機構「シフト
レバー」により、スピードモードと
パワーモードに切り換え可能。仕掛
けの回収時や素早い巻き上げが必要な
シーンではスピードモード、大物とのファ
イト時にはパワーモードと使い分けることで、
よりアグレッシブな攻めを実現。

遊星ギヤシステム
ファイト時や回収時に切り換え可能
スピードモード&パワーモード

※電動リールの機能・制御・付属品などにつきましては、電動リール仕様一覧表（P27-P28）をご参照ください。
※JANコードは下5ケタを表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8ケタは、49926070です。
※記載内容は2021年１月現在のものです。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含んでおりません。
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールはすべて日本製/MADE IN JAPANです。

Miya Epoch R800


