
注 意

安全上のご注意

●キャスティング（投げる）の時は、ベールを起こすことを忘れない
でください。仕掛けが切れたり、思わぬ方向にとんで、周囲の人に
けがをさせるおそれがあります。

●キャスティング（投げる）の時、ストッパーのある機種では、ス
トッパーをONにして投げてください。OFFにして投げると、ハン
ドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。

●ストッパーのある機種では、ストッパーをOFFにして釣っていると、
ハンドル等が逆転し、手に当たり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。

●回転しているハンドル、ローター等には、触れないでください。
けがをするおそれがあります。

ご使用前に必ずお読みください。

取 扱 説 明 書

このたびは、シマノ・アオリスタ BB シリーズをお買上げいただき、ま
ことにありがとうございます。
アオリスタ BB シリーズは、アオリイカの『ヤエン釣り』や『ウキ釣り』
用に開発されたアオリイカ専用リールです。
シマノの定評あるギアシステム、AR-C スプールと錆びにくい A-RB ベ
アリングにより高耐久でスムーズな回転、操作感、そして力強い巻き上
げ力を実現しました。
また、アオリイカ専用のファイティングドラグシステムはアオリイカが
抵抗感なくアジを抱いていく機構で、ハリに掛かったアオリイカとのや
り取りはレバー操作で瞬時に行うことが可能になっています。
アオリスタ BB シリーズ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あげます。

■ボールベアリング3個内蔵
　ローラーベアリング1個内蔵
※ボールベアリングは A-RB
　（Anti-Rust Bearing)を採用。

■ラインホルダー

■パワーローラーIII

■プッシュボタン

■コールドフォージング
 （冷間鍛造）アルミニウム
　マシンカットAR-Cスプール

■SBLシマノバランスロック
■スーパーストッパーII

■バイオフィットグリップ
■フラッシュサーフェス
　デザイン

■ストッパーレバー

■プログラマ

■アルミニウム
　マシンカットハンドル

■レバードラグ
 （ファイティングレバー）

■アオリイカ専用
　EVAハンドルノブ
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各部の名称と仕様

●標準付属品 
取扱説明書・分解図・布袋・スプールレンチ・リールレンチ

商品のお問い合せ・アフターサービスのご案内

●弊社の製品、部品には全てコードがついて
います。製品のコードにつきましては「仕
様」に表示しています。また、部品につき
ましては分解図に載せています。製品の性
能、スペック等のお問い合せの際は「仕様」
をご覧いただき、製品名と製品コードをお
知らせください。

例／製品名：ステラ1000S 
　　製品コード：SD34B012

●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。手紙でのお問い合
せにつきましては必ずお客様の電話番号を
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：02080 
　　製品コード：SD34B012 
　　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。



2. マイナスドライバーでノブ内部のナット
をゆるめて外します。

操作方法

■糸の止め方
ツメの下側から糸を通して固定して下さい。

糸止め

■ハンドルの折りたたみ方法
ハンドルは反対側の固定ボルトによるネジ込
み式になっています。たたむ時はハンドル固
定ボルトをゆるめ、ハンドル軸をやや引き出
し、本体側に倒してください。のばす時はた
たむ時と逆にします。

※この時ハンドル固定ボルトを緩め過ぎます
と、本体より抜け落ちますのでご注意くだ
さい。

ハンドル固定
ボルトが抜け落ち
ない程度に緩める

■スプールの着脱方法
●取りはずし方
人差し指でプッシュ
ボタンを押しながら、
スプールを引いて下
さい。

●取りつけ方
スプールをゆっくり
回しながら、カチッ
と音がするまで押し
込みます。
確実に装着できたか、
一度引っ張ってはず
れないか確認してく
ださい。

取り外し

取り付け

■ストッパーレバーの操作
リール後ろから見てレバーが
右に倒れている時（ON）、逆
転止めがかかり、ハンドルは
正転方向にしか回りません。
通常の巻取りやドラグで魚と
やりとりする時に使用します。
同様に、レバーが左に倒れている時（OFF）、
逆転止めが解除され、正転・逆転どちらの方
向にも回ります。ハンドル逆転による糸の送
り出しができます。

OFF ON

4. この状態で、糸が少
しずつ出ていくよう
にプログラマを調整
します。通常は糸切
れを起こす寸前の力
でスプールが空転し、
糸が出ていくように
調節してください。

5. プログラマツマミを
時計まわりに回すと
ドラグ力は増加し、
逆に回すとドラグ力
は減少します。

以上で最適ドラグ値の設定は完了です。
設定後、プログラマ操作は不要です。あとは
レバードラグを左に右に倒すだけで、やりと
りはまさにトローリング感覚。最適ドラグ
はいつも一定。

※使用する竿やシカケを変えた場合は同様の
手順で再調整してください。

※遠投などする時は、必ずドラグをよく締め
つけてから投げるようにしてください。ド
ラグが滑って糸で手を傷つけることがあり
ます。

●より正確にドラグ値を設定する場合
3. の時にバネ計りを使用します。バネ計り
を固定するか、他の人にもってもらい、糸の
先端をバネばかりに結びつけます。こうして
おいて、バネ計りの目盛りをよみながらドラ
グ力を設定するわけです。

■レバードラグの調整方法
ドラグはその強弱を調整することによって急
激な魚の引きに対し、スプールが空転して糸
切れを防ぐ機構です。

1. 実際に使用する竿に本機を取り付け、道
糸をガイドに通します。

2. レバードラグを中央
のストライクポジ
ションに合わせます。

3. ラインの先端を何か
にかけ、ストッパー
ＯＮの状態で、図の
ように竿をしぼり込
みます。

糸の破断強度の1/3がおすすめ設定値です。

糸が少しずつ
出るよう調整

弱

強

強

弱

レバードラグ

プログラマ

弱

強

強

弱

レバードラグ

プログラマ

● パワーローラー III
竿の穂先やガイドへの糸ガラミなど、トラブ
ルの原因となる糸ヨレは、主に糸を巻きとる
時に生じます。
そこでシマノのスピニングリールには、糸を
巻きとる時、糸のヨレを 50％解消する新開
発「パワーローラー III」を採用。ライントラ
ブルの減少を図りました。※ 1

（当社比、基準による）※ 2

※ 1　糸ヨレについて
次のような外的条件によっては、ローラー
性能が発揮できないため、糸ヨレが生じ
る場合があります。ご了承下さい。
●もともと糸がヨレている時。
●ドラグが作動した時。
●シカケが回転して、ヨリをかけている時。
●新しい糸を巻くおり、巻き方が不適切

だった時。
●非常に軽いシカケの巻きとりでロー

ラーが回転しない時。
●シカケを投げた直後の糸フケを巻きと

る時。
●その他、糸にテンションがかからずロー

ラーが回転しない時。

※ 2　当社比、平均 50％解消
磯釣、投げ釣、ルアーフィッシングなど
異なる釣種の色々な使用条件下（シカケ、
ルアー、巻きとり具合）で１日釣をした
ということを想定したテスト（当社品質
規格）を行い、従来商品と比較したデータ
です。平均で 50％解消していますが、使
用条件によりその効果は多少異なります。

パワーローラー III ご使用上の注意
「パワーローラー III」で快適な釣りを楽しん
でいただくために、スプールに新しく糸を巻
く場合は、下図の要領で糸を巻いて下さい。

1. 図のようにリールを竿に取り付けます。
2. 第１ガイドから糸を通してスプールに結

びます。
3. ドラグの締まっていることを確認して下

さい。
4. 糸が巻かれているボビンに割り箸のよう

な軸になるものを通します。
5. それを誰かに持ってもらい、適度なテン

ションをかけてボビンを回転させながら
糸を巻いて下さい。

● レバードラグ（ファイティングレバー）

● アルミニウムマシンカットハンドル

● CF アルミニウムマシンカットスプール

● ボールベアリング A-RB 3 個内蔵

● ローラーベアリング 1 個内蔵

● バイオフィットグリップ

● フラッシュサーフェスデザイン

● 高性能クリック機構付きリアドラグ

● プッシュボタン式 
ワンタッチスプール着脱機構

● AR-C スプール
AR-C スプールは今までのスプール形状の常
識を覆した画期的なスプール形状です。今ま
でのスプール形状は飛距離を追求すれば、『順
テーパー形状』が良く、トラブルレスを重視
すると『逆テーパー』が良いとされてきまし
た。この 2 つのキャスティングにおける重
要な目的を同時に達成する為に生まれたのが
新設計『AR-C スプール』です。
ご覧のとおりスプール前ツ
バリング部は特殊な形状を
しており、この効果により
キャスト時にラインの放出
がベストな状態に整えられ
ます。この『ライン整流効果』により、飛距
離を犠牲にせずにトラブルレスを達成してい
るのです。スプールリングの形状は何万回も
のキャスティングテストにより確認を行い、
キャスティングにおけるライン放出の抵抗を
減らすことと、ライントラブルを減らすこと
を理想的に実現した形状になっています。

● スーパーストッパー II
これまでのスーパーストッパーを、さらにグ
レードアップしたローラーベアリング内蔵の
ストッパーで、瞬時のアワセや糸フケとそれ
にともなうガイドがらみを防止します。

数々の機能・主要装備

アオリスタ BB は精密部品で構成されていま
すので下記の注意事項を守ってお取り扱いく
ださい。

■ご使用上の注意
●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。

●リールは丁寧に扱ってください。移動時、
特に磯渡しの時の放り投げや、バッグ内で
の他の道具との接触による破損には十分ご
注意ください。

●砂浜、磯の上で竿を立てるとき、石突きを
強く打ち込むと、ショックでリールの脚部
が折れることがありますので、必ずゆっく
りと竿を立ててください。

お取扱い上の注意

■お手入れの方法
●各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に

浸した柔らかい布でキレイにふき取って十
分乾燥させてください。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。

●ドラグ部分には、絶対にオイルをつけない
でください。オイルがはいると釣力が低下
することがあります。

●スーパーストッパーのローラーベアリング
部にはグリスを絶対につけないでください。

　グリスがローラーの動作に悪影響をおよぼ
し、ストッパーが効かなくなることがあり
ます。

●高温、高湿の状態で長時間放置されますと、
変形や強度劣化の恐れがあります。長期保
存をされる場合は、上記のお手入れを実施
後、風通しの良い場所で保存されるように
してください。

●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。

● A-RB
全てのボールベアリングはシマノ独自の表面
改質によって生まれた錆に強い A-RB（Anti 
Rust-Bearing）を採用。特に海水における
防錆効果は高い評価を得ています。

〔計 3 個内蔵〕

ゆるめる

レンチ

ゆるめる

硬貨差し込んで
固定

■ハンドルノブの取り外し方
1. 付属のリールレンチで四角形のハンドル

軸を固定して、硬貨でハンドルノブキャッ
プをゆるめて取り外します。

ゆるめる

レンチ

ゆるめる

硬貨差し込んで
固定

■糸巻形状の調整方法
アオリスタ BB シリーズはそれぞれの番手の
糸巻量表示で 150m ぴったり巻ける太さの
ラインを巻いたときに、図

B

A

C

のようなテー
パーのない平行な糸巻形状になるように設計
されています。
それより細い糸になる程逆テーパー B

A

C

にな
りやすく、太い糸になるほど順テーパー

B

A

C
になりやすい性質があり、いずれの場合もラ
イントラブルの原因になりやすいものです。
ワッシャ調整で

B

A

C

に近い状態に巻き上げて
いただくことをお勧めします。調整方法は以
下の手順です。

メーカー出荷時のワッシャ順序

プッシュカラー座金（座金･大）
スプールバネ

スプールバネ座金（座金･小）

ゆるむ
しまる

付属のレンチ

●前よりに糸が巻かれた場合の調整方法

座金･大

座金･小

●後ろよりに糸が巻かれた場合の調整方法

座金･大

座金･小

B

A

A

C

※スプールを組み直す時は、必ずプッシュボ
タンの先端突起部 2 つをバネの図の位置
にセットし、プッシュ
ボタンを押して弾力
があるか確認してか
らプッシュカラーを
組み付けてください。

プッシュボタン


