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はじめにお読みください

EAZY CUSTOM発注書はそれぞれ製品別に異なります。
ご発注される製品ホームページからダウンロードしてください。

EASY⇔CUSTOM発注書のダウンロードについて

1.LIVREホームページにアクセスする
　http://www.livre-megatech.com

2.製品情報ページから発注する
　製品を選ぶ。

3.発注書をダウンロードする。

有限会社メガテック：〒519-0162 三重県亀山市住山町644-18　FAX.0595-82-3994

発注書送付先

インターネット接続やプリントアウトする環境がない場合は弊社までご連絡ください。
TEL.0595-84-4055

思うままに愉しみたいと願うアングラーのためにターゲットや
メソッドに合わせた細かいセッティングを可能にし、
オリジナルカラーコンビネーションで差をつける。
本当の意味でのカスタムを可能にし、持つ楽しみを与えてくれる。
EASY⇔CUSTOMが待つフィールドへ。



有限会社メガテック：〒519-0162 三重県亀山市住山町644-18　FAX.0595-82-3994

ベイトキャスティングリール用 EASY⇔CUSTOM

■FLAT 90／80 TYPE F　■CRANK Feather 85／90　■CRANK 85／90／100
■AVENTURA 85／f 90

このページの対応機種

1）ホームページから注文したい製品の「EASY⇔CUSTOM発注書」をダウンロードする。
　　※インターネット回線がないなどダウンロードできない場合は弊社までお問い合わせください。
2）カスタマイズしたいノブ付きメインプレートのベースカラーを選ぶ。
3）センターナットのカラーを選ぶ。
4）ノブエンドキャップのカラーを選ぶ。
5）アルミノブのカラーを選ぶ。
6）チタンノブの形状とカラーを選ぶ
7）EASY ⇔ CUSTOM 発注書を弊社までFAXか郵送してください。

EASY⇔CUSTOMのご発注方法

アルミカラーノブ

センターナット

メインプレート

チタンノブ

ノブエンドキャップ

各パーツの名称 EASY⇔CUSTOM価格シミュレーション

パーツ名 個数 税別価格

CRANK Feather 85（シマノ）ガンメタ／ゴールド 1 16,700円

センターナット：ゴールド → ゴールド 1 0円

ノブエンドキャップ：ガンメタ → チタン 2個／1セット 500円

アルミノブカラー：ゴールド → チタン 2個／1セット 500円

Fino（フィーノ） → ff（フォルティシモ） 2個／1セット 4,500円

合計 22,200円
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センターナット・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：無料

ゴールド チタン レッド ブルー

3 ノブエンドキャップ・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（2個・1セット／税抜）

ガンメタ チタン

4 アルミノブカラー・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（2個・1セット／税抜）

ゴールド チタン レッド ブルー

5 チタンノブ mf（メゾフォルテ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）
□ファイヤー：プラス4,000円（2個・1セット／税抜）

シルバー ファイヤー

5 チタンノブ Magia（マージア）・カラーラインナップ
□シャンパン：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）
□ファイヤー：プラス4,000円（2個・1セット／税抜）

シャンパン ファイヤー

5 チタンノブ f（フォルテ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）
□ファイヤー：プラス4,000円（2個・1セット／税抜）

シルバー ファイヤー

5 チタンノブ Fino（フィーノ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス3,000円（2個・1セット／税抜）
□ファイヤー：プラス4,500円（2個・1セット／税抜）

シルバー ファイヤー

5 チタンノブ ff（フォルテシモ）・カラーラインナップ
□ファイヤー：プラス4,500円（2個・1セット／税抜）

ファイヤー

※FLAT 90 TYPE F／CRANK 90／ AVENTURA f 90の場合
□シルバー：無料
□ファイヤー：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）

※Crank 100の場合
□ファイヤー：無料

※CRANK Feather 85／90の場合
□シルバー：無料
□ファイヤー：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）

※CRANK 85／FLAT 85／AVENTURA 85の場合
□シルバー：無料
□ファイヤー：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）

※AVENTURA 85／f 90の場合の場合
□ベースカラーと同じ場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（税抜）

※このページに記載されている製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。
※製品の価格はすべて消費税抜の価格です。



有限会社メガテック
〒519-0162 三重県亀山市住山町644-16
Tel：0595-84-4055　Fax：0595-82-3994

EASY⇔CUSTOM 発注書

帳合先　　　                 御中　問屋担当　 　　　　　　　　　様

ご発注店名

様

お見積か発注に〇を付けて下さい

お見積 発注

メーカータイプ ＞ 巻き方向 ＞ カスタム選択部分の該当する内容に〇を付けて下さい。
このシートでお店様からご注文・FAX等頂けましたら、価格・納期等回答させて頂きます。
製品は、お店様に直送させて頂くことが可能です。

発注数

※＜スティーズ・リョウガ・ジリオン JD／'12PE＞、＜黒鯛工房（ドラグ付）＞の適合について
　ハンドルご注文時にご指定いただければ、各専用ハンドルとして、出荷させていただきます。
※シマノ（カルカッタコンクエスト300～401）は、ダイワ・Abu用が適合します。詳しくは、適合表を参照して下さい。

お客様記入欄

弊社記入欄

お名前

ご住所

お電話番号

〒

定価 円（税抜） 弊社出荷予定日 ／　　　の出荷を予定しております。

ダイワ・ Abu

シマノ

右巻き

左巻き

年　4月　4日

メインプレート センターナット アルミノブカラー ノブ
エンドキャップ

ガンメタ ゴールド

チタン

ガンメタ

チタンチタン

レッド

ブルー

ゴールド

チタン

レッド

ブルー

マージア フォルテ メゾフォルテ

シャンパン +2,500円 シルバー +2,500円

ファイヤー +4,000円 ファイヤー +4,000円

ファイヤー +4,500円

ファイヤー +2,500円

シルバー  +0円

シルバー +2,500円

ファイヤー +4,000円

フィーノ フォルティシモ

チタンノブ 選択部分カスタムA 選択部分（通常ラインナップからの変更は、1ヵ所につきプラス500円）

メインプレート

センターナット

アルミノブカラー

ノブエンドキャップ

チタンノブ

スティーズ ／ リョウガ
ダイワZ ／ ジリオン JD

その他プレートタイプ メーカー 巻き方向

Feather
黒鯛工房（ドラグ付）

85mm

90mm

ピッチ

EASY⇔CUSTOM発注書記入例

販売店様でご記入・ご捺印ください

1
目賀　太郎

519-0162　三重県亀山市住山町644-16

0595-84-4055
発注数を記入

お見積か発注を選択

チタンノブの選択

弊社記入欄

必要事項を記入

空白 空白

2014

希望カラーを選択

メインプレートのピッチなどを選択

ご発注日を記入



有限会社メガテック：〒519-0162 三重県亀山市住山町644-18　FAX.0595-82-3994

スピニングリール用（ダブルハンドル）EASY⇔CUSTOM

■Wing 80　■Wing 100　■Wing 78　■Wing 98

このページの対応機種

1）ホームページから注文したい製品の「EASY⇔CUSTOM発注書」をダウンロードする。
　　※インターネット回線がないなどダウンロードできない場合は弊社までお問い合わせください。
2）カスタマイズしたいノブ付きメインプレートのベースカラーを選ぶ。
3）センターナットのカラーを選ぶ。
4）ノブエンドキャップのカラーを選ぶ。
5）スカートのカラーを選ぶ。
6）アルミノブのカラーを選ぶ。
7）チタンノブの形状とカラーを選ぶ。
8）EASY ⇔ CUSTOM 発注書を弊社までFAXか郵送してください。

EASY⇔CUSTOMのご発注方法

アルミカラーノブ

センターナット

スカート

メインプレート

チタンノブ

ノブエンドキャップ

各パーツの名称 EASY⇔CUSTOM価格シミュレーション

パーツ名 個数 税別価格

Wing 100（シマノS2）ガンメタ／ゴールド 1 18,000円

センターナット：ゴールド → ゴールド 1 0円

ノブエンドキャップ：ガンメタ → チタン 2個／1セット 500円

スカート：ガンメタ → ガンメタ 1 0円

アルミノブカラー：ゴールド → チタン 2個／1セット 500円

Fino（フィーノ） → ff（フォルティシモ） 2個／1セット 4,500円

合計 23,500円
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センターナット・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（税抜）

ゴールド チタン レッド ブルー

3 ノブエンドキャップ・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（2個・1セット／税抜）

ガンメタ チタン

4 スカート・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（税抜）

ガンメタ チタン

5 アルミノブカラー・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（2個・1セット／税抜）

ゴールド チタン レッド ブルー

6 チタンノブ mf（メゾフォルテ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）
□ファイヤー：プラス4,000円（2個・1セット／税抜）

シルバー ファイヤー

6 チタンノブ Magia（マージア）・カラーラインナップ
□シャンパン：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）
□ファイヤー：プラス4,000円（2個・1セット／税抜）

シャンパン ファイヤー

6 チタンノブ f（フォルテ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）
□ファイヤー：プラス4,000円（2個・1セット／税抜）

シルバー ファイヤー

6 チタンノブ Fino（フィーノ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス3,000円（2個・1セット／税抜）
□ファイヤー：プラス4,500円（2個・1セット／税抜）

シルバー ファイヤー

6 チタンノブ ff（フォルテシモ）・カラーラインナップ
□ファイヤー：プラス4,500円（2個・1セット／税抜）

ファイヤー

※Wing78の場合
□シルバー：無料
□ファイヤー：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）

※Wing98の場合
□シルバー：無料
□ファイヤー：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）

※Wing80／100の場合
□シルバー：無料
□ファイヤー：プラス2,500円（2個・1セット／税抜）

※このページに記載されている製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。
※製品の価格はすべて消費税抜の価格です。



有限会社メガテック
〒519-0162 三重県亀山市住山町644-16
Tel：0595-84-4055　Fax：0595-82-3994

ダイワ

シマノ S1 シマノ S3

シマノ S2 レアニウム CI4

その他メーカー

ダイワ ドライブシャフト
右巻き

ダイワ ドライブシャフト
左巻き

80mm

100mm

ピッチ

販売店様でご記入・ご捺印ください

1
目賀　太郎

519-0162　三重県亀山市住山町644-16

0595-84-4055
発注数を記入

お見積か発注を選択

チタンノブの選択

弊社記入欄

必要事項を記入

空白 空白

2014 4 4

EASY⇔CUSTOM発注書記入例

帳合先　　　                 御中　問屋担当　 　　　　　　　　　様

ご発注店名

様

お見積か発注に〇を付けて下さい

お見積 発注

メーカータイプ ＞ カスタム選択部分の該当する内容に〇を付けて下さい。
このシートでお店様からご注文・FAX等頂けましたら、価格・納期等回答させて頂きます。
製品は、お店様に直送させて頂くことが可能です。

発注数お客様記入欄

弊社記入欄

お名前

ご住所

お電話番号

〒

定価 円（税抜） 弊社出荷予定日 ／　　　の出荷を予定しております。

年　　月　　日

メインプレート センターナット アルミノブカラー ノブ
エンドキャップ

ガンメタ ゴールド

チタン

スカート

ガンメタ

チタン

ガンメタ

チタンチタン

レッド

ブルー

ゴールド

チタン

レッド

ブルー

マージア フォルテ メゾフォルテ

シャンパン +2,500円 シルバー +2,500円

ファイヤー +4,000円 ファイヤー +4,000円

ファイヤー +4,500円

ファイヤー +2,500円

シルバー  +0円

シルバー +2,500円

ファイヤー +4,000円

フィーノ フォルティシモ

チタンノブ 選択部分カスタムA 選択部分（通常ラインナップからの変更は、1ヵ所につきプラス500円）

メインプレート

センターナット

アルミノブカラー

ノブエンドキャップ

チタンノブ

プレートタイプ

WING

スカート

※シマノS1：'07ステラ系 左右巻き別ネジ仕様です。
※シマノS2：'10ステラ系 左右共通ネジ仕様です。
※シマノS3：BB-X テクニウム系 左右共通ネジ仕様です。　・詳しくは、適合表を参照して下さい。
※ダイワドライブシャフト：ハンドル取り付け部が六角シャフトタイプのリールに対応しています。+1000円となります。
※レアニウムCI4：ご指定いただければ、レアニウムCI4専用として、出荷いたします。

希望カラーを選択

メインプレートのピッチなどを選択

ご発注日を記入



有限会社メガテック：〒519-0162 三重県亀山市住山町644-18　FAX.0595-82-3994

スピニングリール用（シングルハンドル）EASY⇔CUSTOM

■F.V35-38／40-43／45-50／50-55

このページの対応機種

1）ホームページから注文したい製品の「EASY⇔CUSTOM発注書」をダウンロードする。
　　※インターネット回線がないなどダウンロードできない場合は弊社までお問い合わせください。
2）カスタマイズしたいノブ付きメインプレートのベースカラーを選ぶ。
3）センターナットのカラーを選ぶ。
4）ノブエンドキャップのカラーを選ぶ。
5）スカートのカラーを選ぶ。
6）アルミノブのカラーを選ぶ。
7）チタンノブの形状とカラーを選ぶ。
8）EASY ⇔ CUSTOM 発注書を弊社までFAXか郵送してください。

EASY⇔CUSTOMのご発注方法

アルミカラーノブ

センターナット

スカート

メインプレート
チタンノブ

ノブエンドキャップ

各パーツの名称 EASY⇔CUSTOM価格シミュレーション

パーツ名 個数 税別価格

F.V 50-55（シマノS2）ブラック／ゴールド 1 14,000円

センターナット：ゴールド → ゴールド 1 0円

ノブエンドキャップ：ガンメタ → チタン 1 500円

スカート：ガンメタ → ガンメタ 1 0円

アルミノブカラー：ゴールド → チタン 1 500円

magia（マージア） → ff（フォルティシモ） 1 2,250円

合計 17,250円
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センターナット・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（税抜）

ゴールド チタン レッド ブルー

3 ノブエンドキャップ・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（税抜）

ガンメタ チタン

4 スカート・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（税抜）

ガンメタ チタン

5 アルミノブカラー・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（2個・1セット／税抜）

ゴールド チタン レッド ブルー

6 チタンノブ mf（メゾフォルテ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス1,250円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,000円（税抜）

シルバー ファイヤー

6 チタンノブ Magia（マージア）・カラーラインナップ
□シャンパン：プラス1,250円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,000円（税抜）

シャンパン ファイヤー

6 チタンノブ f（フォルテ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス1,250円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,000円（税抜）

シルバー ファイヤー

6 チタンノブ Fino（フィーノ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス1,500円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,250円（税抜）

シルバー ファイヤー

6 チタンノブ ff（フォルテシモ）・カラーラインナップ
□ファイヤー：プラス2,250円（税抜）

ファイヤー

※F.V 50-55の場合
□シルバー：無料
□ファイヤー：プラス1,250円（税抜）

※F.V 35-38／40-43／45-50の場合
□シルバー：無料
□ファイヤー：プラス1,250円（税抜）

※このページに記載されている製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。
※製品の価格はすべて消費税抜の価格です。



Flexivel　Vai-Ven
f

有限会社メガテック
〒519-0162 三重県亀山市住山町644-16
Tel：0595-84-4055　Fax：0595-82-3994

EASY⇔CUSTOM 発注書

帳合先　　　                 御中　問屋担当　 　　　　　　　　　様

ご発注店名

様

お見積か発注に〇を付けて下さい

お見積 発注

メーカータイプ ＞ カスタム選択部分の該当する内容に〇を付けて下さい。
このシートでお店様からご注文・FAX等頂けましたら、価格・納期等回答させて頂きます。
製品は、お店様に直送させて頂くことが可能です。

発注数お客様記入欄

弊社記入欄

お名前

ご住所

お電話番号

〒

定価 円（税抜） 弊社出荷予定日 ／　　　の出荷を予定しております。

年　　月　　日

メインプレート センターカラー アルミノブカラー ノブ
エンドキャップ

ブラック ゴールド

スカート

シルバー

ブラック

シルバー

ガンメタ

チタンチタン

レッド

ブルー

ゴールド

チタン

レッド

ブルー

カスタムA 選択部分（通常ラインナップからの変更は、1ヵ所につきプラス500円）

メインプレート

センターカラー

アルミノブカラー

ノブエンドキャップ

チタンノブ

プレートタイプ

スカート

※シマノS1：'07ステラ系 左右巻き別ネジ仕様です。
※シマノS2：'10ステラ系 左右共通ネジ仕様です。
※シマノS3：BB-X テクニウム系 左右共通ネジ仕様です。　・詳しくは、適合表を参照して下さい。
※ダイワドライブシャフト：ハンドル取り付け部が六角シャフトタイプのリールに対応しています。+1000円となります。
※レアニウムCI4：ご指定いただければ、レアニウムCI4専用として、出荷いたします。

その他ピッチ メーカー

F.V 50-55mm
ダイワ

シマノ S1

シマノ S2 レアニウム CI4 ダイワ ドライブシャフト
右巻き

ダイワ ドライブシャフト
左巻きシマノ S3

チタンノブ 選択部分

マージア フォルテ メゾフォルテ

シャンパン +1,250円 シルバー +0円

ファイヤー +2,000円 ファイヤー +1,250円

ファイヤー +2,250円シルバー  +1,500円

シルバー +1,250円

ファイヤー +2,000円

ファイヤー +2,250円

フィーノ フォルティシモ

EASY⇔CUSTOM発注書記入例

販売店様でご記入・ご捺印ください

1
目賀　太郎

519-0162　三重県亀山市住山町644-16

0595-84-4055
発注数を記入

お見積か発注を選択

チタンノブの選択

弊社記入欄

必要事項を記入

空白 空白

2014

希望カラーを選択

メインプレートのピッチなどを選択

ご発注日を記入

4 4



有限会社メガテック：〒519-0162 三重県亀山市住山町644-18　FAX.0595-82-3994

スピニングリール用（シングルハンドル）EASY⇔CUSTOM

■V.A.E 45／50／53　■V.A.E AREA 37／40

このページの対応機種

1）ホームページから注文したい製品の「EASY⇔CUSTOM発注書」をダウンロードする。
　　※インターネット回線がないなどダウンロードできない場合は弊社までお問い合わせください。
2）カスタマイズしたいノブ付きメインプレートのベースカラーを選ぶ。
3）センターナットのカラーを選ぶ。
4）ノブエンドキャップのカラーを選ぶ。
5）スカートのカラーを選ぶ。
6）アルミノブのカラーを選ぶ。
7）チタンノブの形状とカラーを選ぶ。
8）バランサープレートのカラーを選ぶ
9）EASY ⇔ CUSTOM 発注書を弊社までFAXか郵送してください。

EASY⇔CUSTOMのご発注方法

アルミカラーノブ
センターナット

スカート
メインプレート

チタンノブ

ノブエンドキャップ

各パーツの名称 EASY⇔CUSTOM価格シミュレーション
パーツ名 個数 税別価格

V.A.E 50（シマノS2）ガンメタ／ゴールド 1 14,095円

センターナット：ゴールド → ゴールド 1 0円

ノブエンドキャップ：ガンメタ → チタン 1 500円

スカート：ガンメタ → ガンメタ 1 0円

アルミノブカラー：ゴールド → チタン 1 500円

バランサープレート：ガンメタ → ガンメタ 1 0円

合計 17,345円

2

2

3

4

5

6

1

バランサープレート
7

1

2

3

4

5

7

magia（マージア） → ff（フォルティシモ） 1 2,250円6

センターナット・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（税抜）

ゴールド チタン レッド ブルー

3 ノブエンドキャップ・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（税抜）

ガンメタ チタン

4 スカート・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（税抜）

ガンメタ チタン

□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（税抜）

ガンメタ チタン

5 アルミノブカラー・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（2個・1セット／税抜）

ゴールド チタン レッド ブルー

6 チタンノブ mf（メゾフォルテ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス1,250円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,000円（税抜）

シルバー ファイヤー

6 チタンノブ Magia（マージア）・カラーラインナップ
□シャンパン：プラス1,250円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,000円（税抜）

シャンパン ファイヤー

6 チタンノブ f（フォルテ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス1,250円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,000円（税抜）

シルバー ファイヤー

6 チタンノブ Fino（フィーノ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス1,500円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,250円（税抜）

シルバー ファイヤー

6 チタンノブ ff（フォルテシモ）・カラーラインナップ
□ファイヤー：プラス2,250円（税抜）

ファイヤー

※V.A.E 35-38／40-43／45-50、V.A.E AREA 37／40の場合
□シルバー：無料
□ファイヤー：プラス2,250円（税抜）

※このページに記載されている製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。　※製品の価格はすべて消費税抜の価格です。

7 バランサープレート・カラーラインナップ



有限会社メガテック
〒519-0162 三重県亀山市住山町644-16
Tel：0595-84-4055　Fax：0595-82-3994

チタンノブ 選択部分

EASY⇔CUSTOM 発注書

帳合先　　　                 御中　問屋担当　 　　　　　　　　　様

ご発注店名

様

お見積か発注に〇を付けて下さい

お見積 発注

ピッチ ＞ メーカータイプ ＞ カスタム選択部分の該当する内容に〇を付けて下さい。
このシートでお店様からご注文・FAX等頂けましたら、価格・納期等回答させて頂きます。
製品は、お店様に直送させて頂くことが可能です。

発注数お客様記入欄

弊社記入欄

お名前

ご住所

お電話番号

〒

定価 円（税抜） 弊社出荷予定日 ／　　　の出荷を予定しております。

年　　月　　日

メインプレート センターナット アルミノブカラー ノブ
エンドキャップ

ガンメタ ゴールド

バランサープレート

ガンメタ

スカート

ガンメタ

チタンチタンチタン

ガンメタ

チタンチタン

レッド

ブルー

ゴールド

チタン

レッド

ブルー

カスタムA 選択部分（通常ラインナップからの変更は、1ヵ所につきプラス500円）

メインプレート

センターナット

アルミノブカラー

ノブエンドキャップ

チタンノブ

プレートタイプ

スカート

※シマノS1：'07ステラ系 左右巻き別ネジ仕様です。
※シマノS2：'10ステラ系 左右共通ネジ仕様です。
※シマノS3：BB-X テクニウム系 左右共通ネジ仕様です。　・詳しくは、適合表を参照して下さい。
※ダイワドライブシャフト：ハンドル取り付け部が六角シャフトタイプのリールに対応しています。+1000円となります。
※レアニウムCI4：ご指定いただければ、レアニウムCI4専用として、出荷いたします。

バランサープレート

マージア フォルテ メゾフォルテ

シャンパン +0円 シルバー +1,250円

ファイヤー +1,250円 ファイヤー +2,000円

ファイヤー +2,250円

ファイヤー +2,250円

シルバー  +1,500円

シルバー +1,250円

ファイヤー +2,000円

フィーノ フォルティシモ

その他ピッチ メーカー

TYPE 7
45mm

50mm

53mm

ダイワ シマノ S1

シマノ S3

シマノ S2

レアニウム CI4 ダイワ ドライブシャフト
右巻き

ダイワ ドライブシャフト
左巻き

EASY⇔CUSTOM発注書記入例

販売店様でご記入・ご捺印ください

1
目賀　太郎

519-0162　三重県亀山市住山町644-16

0595-84-4055
発注数を記入

お見積か発注を選択

チタンノブの選択

弊社記入欄

必要事項を記入

空白 空白

2014 4 4

希望カラーを選択

メインプレートのピッチなどを選択

ご発注日を記入



有限会社メガテック：〒519-0162 三重県亀山市住山町644-18　FAX.0595-82-3994

スピニングリール用（シングルハンドル）EASY⇔CUSTOM

■mono Arm 37／50／56

このページの対応機種

1）ホームページから注文したい製品の「EASY⇔CUSTOM発注書」をダウンロードする。

　　※インターネット回線がないなどダウンロードできない場合は弊社までお問い合わせください。

2）カスタマイズしたいノブ付きメインシャフトのベースカラーを選ぶ。

3）ノブエンドキャップのカラーを選ぶ。

4）アルミノブのカラーを選ぶ。

5）チタンノブの形状とカラーを選ぶ。

6）EASY ⇔ CUSTOM 発注書を弊社までFAXか郵送してください。

EASY⇔CUSTOMのご発注方法

アルミカラーノブ

チタンノブ

ノブエンドキャップ

各パーツの名称 EASY⇔CUSTOM価格シミュレーション

パーツ名 個数 税別価格

mono Arm 50（シマノS2）ガンメタ／ゴールド 1 17,429円

1 500円ノブエンドキャップ：ガンメタ → チタン

1 500円

1 2,250円

アルミノブカラー：ゴールド → チタン

magia（マージア） → ff（フォルティシモ）

合計 20.679円

2

3 メインシャフト
1

4

1

2

3

4

2 ノブエンドキャップ・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（税抜）

ガンメタ チタン

3 アルミノブカラー・カラーラインナップ
□ベースカラーと同じカラーの場合：無料
□ベースカラーと異なるカラーの場合：プラス500円（2個・1セット／税抜）

ゴールド チタン レッド ブルー

4 チタンノブ mf（メゾフォルテ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス1,250円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,000円（税抜）

シルバー ファイヤー

4 チタンノブ Magia（マージア）・カラーラインナップ
□シャンパン：プラス1,250円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,000円（税抜）

シャンパン ファイヤー

4 チタンノブ f（フォルテ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス1,250円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,000円（税抜）

シルバー ファイヤー

4 チタンノブ Fino（フィーノ）・カラーラインナップ
□シルバー：プラス1,500円（税抜）
□ファイヤー：プラス2,250円（税抜）

シルバー ファイヤー

4 チタンノブ ff（フォルテシモ）・カラーラインナップ
□ファイヤー：プラス2,250円（税抜）

ファイヤー
※mono Arm 56の場合
□ファイヤー：無料

※mono Arm 50の場合
□シャンパン：無料
□ファイヤー：プラス1,250円（税抜）

※mono Arm 37の場合
□シルバー：無料
□ファイヤー：プラス1,250円（税抜）

※このページに記載されている製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。
※製品の価格はすべて消費税抜の価格です。



ファイヤー +2,250円

有限会社メガテック
〒519-0162 三重県亀山市住山町644-16
Tel：0595-84-4055　Fax：0595-82-3994

その他ピッチ メーカー

monoArm 50mm
ダイワ

シマノ S1 シマノ S3

シマノ S2 レアニウム CI4 ダイワ ドライブシャフト
右巻き

ダイワ ドライブシャフト
左巻き

EASY⇔CUSTOM 発注書

帳合先　　　                 御中　問屋担当　 　　　　　　　　　様

ご発注店名

様

お見積か発注に〇を付けて下さい

お見積 発注

メーカータイプ ＞ カスタム選択部分の該当する内容に〇を付けて下さい。
このシートでお店様からご注文・FAX等頂けましたら、価格・納期等回答させて頂きます。
製品は、お店様に直送させて頂くことが可能です。

発注数お客様記入欄

弊社記入欄

お名前

ご住所

お電話番号

〒

定価 円（税抜） 弊社出荷予定日 ／　　　の出荷を予定しております。

年　　月　　日

メインシャフト アルミノブカラー ノブ
エンドキャップ

ガンメタ

チタン

ガンメタ

チタン

ゴールド

チタン

レッド

ブルー

マージア フォルテ メゾフォルテ

シャンパン +0円 シルバー +1,250円

ファイヤー +1,250円 ファイヤー +2,000円

ファイヤー +2,250円シルバー  +1,500円

シルバー +1,250円

ファイヤー +2,000円

フィーノ フォルティシモ

チタンノブ 選択部分カスタムA 選択部分（通常ラインナップからの変更は、1ヵ所につきプラス500円）

メインシャフト

アルミノブカラー

ノブエンドキャップ

チタンノブ

プレートタイプ

※シマノS1：'07ステラ系 左右巻き別ネジ仕様です。
※シマノS2：'10ステラ系 左右共通ネジ仕様です。
※シマノS3：BB-X テクニウム系 左右共通ネジ仕様です。　・詳しくは、適合表を参照して下さい。
※ダイワドライブシャフト：ハンドル取り付け部が六角シャフトタイプのリールに対応しています。+1000円となります。
※レアニウムCI4：ご指定いただければ、レアニウムCI4専用として、出荷いたします。

EASY⇔CUSTOM発注書記入例

販売店様でご記入・ご捺印ください

1
目賀　太郎

519-0162　三重県亀山市住山町644-16

0595-84-4055
発注数を記入

お見積か発注を選択

チタンノブの選択

弊社記入欄

必要事項を記入

空白 空白

2014

希望カラーを選択

メインシャフトを選択

ご発注日を記入

4 4




