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12

爽やかな季節がやってきました。スキルアップやバーベキュー、様々な海遊びをお楽しみください。

イベント・海遊びプラン

全国のイベント情報・海遊びプラン

9

ご夫婦、親子でよりリーズナブルにご入会いただける「家族会員」システムをぜひご検討ください。 

特別企画

待望の家族会員システムスタート
11

クラブ艇空き情報、マリーナの検索が簡単になり、シースタイル会員ページが使いやすくなりました。
予約システム・会員ページがリニューアル ！

お気に入りのホームマリーナを見つけてください。

16 全国のホームマリーナからこれだけはお伝えしたい

2016.9

C O N T E N T S
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　博多湾は福岡湾とも呼ばれ、東西約20km、南北約10kmで胃袋のような形をしていま
す。博多港には市内が一望できる博多港のシンボル「博多ポートタワー」や、博多港を楽
しく学べる「博多港ベイサイドミュージアム」などがあります。
　この地域のシースタイルホームマリーナはまさに九州を代表する観光スポットにあり、海
や自然を感じながら様々なレジャーを楽しんでいただけます。多様な自然環境と観光都市
福岡を十分に満喫してください。

博多湾 福岡県福岡市

巻頭特集

都会と自然の両面の魅力を併せ持つ博多の海を確かめようと、ボートを走らせました。

2

古の海、クルージングパラダイス、博多湾

●イベント報告
●【予告】2017年NEWクラブ艇ラインナップ
●シースタイル笑顔のフォトコンテスト2016 結果発表 ！
●ホームマリーナ情報、アンケートプレゼント他

クラブからのお知らせ19

連載  シースタイルで楽しむボート釣り17

フィッシングの達人、小野信昭さんがボートフィッシングの楽しさと基本を教えてくれます。
マダイボートフィッシング入門 第4回

連載  海好きなら知っておきたいサカナの豆知識

第8話 さすが王様。味も姿も品格あり

18

クルージングパラダイス
　福岡の海の玄関となる博多湾は、大型旅客船や漁船、プレジャーボート等、多種多様
な船が行き交う、都会の景観が広がる一方で、その湾口には玄界島や机島、宮浦のプラ
イベートビーチなど、豊かな自然の風景が見られるゲレンデだ。
　また、博多湾と言えばその港はかつて那ノ津と呼ばれ、遣隋使や遣唐使がこの海から
大陸に渡るなど、交通、文化の要衝として発展してきた場所でもある。海と共に栄えてき
たこの博多湾だが定期航路や能古島への渡船こそあるものの、その海自体を楽しむサー
ビスはほとんどない。
　しかしシースタイル会員であれば、4ヵ所のホームマリーナで、クルージング、釣り、ウェイ
クボードにバーベキューなど、さまざまなマリンプレイが手軽に楽しめる環境が整っている。
今回はこの博多湾でのクルージングと、隣接する玄海マリーナでのボートフィッシングに
チャレンジした。

★
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福岡マリーナ

博多湾

博多港

山陽新幹線

博多駅

福岡
空港

福岡市

能古島

船越湾

姫島

筑肥線

鹿児島
本線

福岡前原道路
福岡都市高速
環状線 博多南線

糸島市

志賀島

玄界灘

玄界島

大机島

マリノア（西福岡マリーナ）

玄海マリーナ

マリンクラブネイビー

ヤフオクドーム

博多ポートタワ－

マリノアシティ福岡

海釣公園

唐泊

アイランドシティ

●
●

●

●

●

●
海の中道

★1

★5

★3
★4

5km

202

3

海の中道マリーナ★2
N

❷



博多湾

西浦崎

糸島半島

箱崎ふ頭
博多港

香椎浜

福岡市

能古島

 大机島
志賀島

玄界島

ヤフオクドーム
博多ポートタワー●
●

海の中道

❸

❶博多湾であればボートでもマリンジェットでも十分に楽しめる ❷博多港では大型の旅客船が接岸
されていることが多い ❸アーバンクルージングならではの景観も博多湾の魅力 ❹博多湾に面した場
所では、海鮮の食事に困ることはない

友人や仲間と一緒のクルージングが楽しい

さまざまな楽しみがある博多湾

❶

ヤフオクドームも目の前で見ることができる。その大きさに圧倒される

❹

❷

❸❹

　博多は「海域、土地博く、人、物産が多し」を由来に持つ九
州を代表する都市。海と山の食材が豊富で、食事処も多く、人情
に溢れていると言われれば、博多の由来が今でもしっかりと根付い
ていることに気づかされる。
　その博多を代表する魅力のひとつが博多湾である。東西に約20
キロ、南北に10キロというゲレンデは、クラブ艇でも天候の条件が
合えば2時間ほどで一周できる距離で、湾口に位置する玄界島を
起点として沖が玄界灘、内海が博多湾となっている。
　この博多湾の魅力については、枚挙にいとまがないと言われるほ
ど多彩であり、とてもひと言では言い表せないが、裏を返せば、そ
れだけ多くの人がこの海に出て、いろいろな想いを持って帰ってき
た場所であることは間違いないようだ。
　そんな多彩な魅力を確かめようと、早速ボートをレンタルして、博
多湾クルージングに乗り出した。
　「博多湾は、湾奥の都会的な部分と湾口に近くの机島、玄界島、
志賀島など自然な景観美を楽しめるエリアがあるので、小さい湾で
すが見所は十分にあると思いますよ」そうアドバイスしてくれたのは、

マリノア（西福岡マリーナ）の高瀬さんと大石さん。釣りもウェイク
も楽しめるから、まず何をやりたいのか、目的をはっきりさせると一日
で十分楽しめるそうだ。
　マリノアを出て、東側に進むと、すぐに姪浜があり、ヤフオクドー
ムが迫ってくる。博多湾を代表するこの建物は1993年のオープンと
言うから、すでに20年は経過していることになる。そのヤフオクドー
ムを過ぎると、那ノ津と呼ばれた博多港が見える。ポートタワーが
あり、最近では韓国の釜山やチェジュ、上海からの大型旅客船の
接岸も多く、以前にも増して賑わいを見せているそうだ。
　この博多港を抜けると、あとは箱崎ふ頭等の工業地域を抜けて、
香椎浜、海の中道、といったウェイクボードに人気のエリアが続き、
金印の発見で有名な志賀島に至る。この先は、志賀島と糸島半
島の西浦崎までを結んだラインがシースタイルの航行エリアとなって
いるので、十分に注意が必要になる。ちなみに今回の取材時にも、
この付近を航行する、多くのボートが海上保安庁や警察に航行確
認を求められていた。国境に近く、不審船への対応を積極的に行っ
ているそうなので、航行には十分に注意して欲しい。

シースタイル航行可能区域（赤線まで）

★1

★3★
4 ★2

クルージングパラダイス
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❻

　湾口からはドームやマリノアシティ福岡の観覧車などもうっすらと見
えるので、市街地を目指す恰好で南下すると、30分ほどでマリー
ナにつくことができる。コンパクトなロケーションだが、いろいろとシチュ
エーションが揃っているのが、この海の魅力である。なんといっても
水の色が違えば、景色も180度異なる。湾口近くの宮浦にはプライ
ベートビーチもあり、夏にはバーベキューを楽しむグループが多いそ
うだ。また、先程も触れたが、海の中道マリーナより東側は、湾内
でも有数のウェイクボードゲレンデで、一年を通じて楽しめることが
できるので、県外からの利用者も多いという。
　「もし博多湾が初めてなら、クルージングがオススメです。ヤフオ
クドームにポートタワーといったアーバンクルージングもいいですし、
宮浦では海からしか行けないビーチ、能古島の探索、お客様のプ

ランでいろいろ組合せが楽しめますからね。一回でも海に出れば、
一遍で博多通になれますよ」とは福岡マリーナの山田さん。隣接
するマリンクラブネイビーの竹田さんは「あまり広くないし、平水域
ですから、ジェットで遊ぶのは最高のゲレンデ」と太鼓判を押してい
る。その隣の海の中道マリーナはウェイクボーダーに人気のホーム
マリーナだ。
　「北風に強い場所なので、一年を通じて人気があるゲレンデが目
の前にあります。シーズンによっては釣り以上にウェイクボードの利
用も多いので、お気軽にお問い合わせください」とはシースタイル
担当の寺崎さん。博多湾のホームマリーナは、それぞれゲレンデに
応じた特色があるので、ボートの選択と合わせて、直接マリーナに
聞くほうがいいだろう。

博多湾に浮かぶ能古島では、ランチを取ることも可能。事前に相談すれば各マリーナのスタッフが教えてくれる

❺
都会の景色とは全く異なる、こうしたロケーションが近くにあるのもこの海の魅力

ジェットであれば、自分だけのスポットを見つけてみたい

欲
張
っ
て
こ
そ
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博多湾

宮浦

能古島

志賀島

玄界島

大机島

ヤフオクドーム
博多ポートタワー●

●
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シースタイル航行可能区域（赤線まで）
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福岡市

能古島

糸島市

志賀島

玄界灘

鳥帽子灯台
小川島

神集島

加唐島

姫島

茶屋大門

糸島半島

海釣公園

玄界島

ヤフオクドーム

12月～サワラ

8月～アジ・さば・カワハギ

メジナ・イサキ・アラカブ・
サワラ等

アジ
ミズイカキス

真鯛・イサキ・根魚・青物など
時期によってはヒラマサ

●

●

5月～キス
8月～アジ

 7 月 アラカブ
10月 タイ・ヒラス

年中～アジ

11月～カレイ
10月～12月上旬シーバス

10～12月上旬
シーバス

★1

★3★
4 ★2

大型魚～青物まで
春と秋は大鯛やヒラマサ

★5

シースタイル航行可能区域（赤線まで）

航行可能区域外へはスタッフ同乗のフィッシングプランをご用意しています。
詳しくは、8頁の各ホームマリーナにお問合せください。

大机島

N

F I S H I N G  M A P

中之瀬

相ノ島
福間

長間瀬

墨イカ
タイ

ミズイカ

シースタイル
航行可能区域（赤線まで） ❽❼

　また博多湾に隣接する玄海マリーナもクルージングや釣りが楽し
めるマリーナとして知られている。こちらは糸島半島を挟んで反対
側に位置しており、唐津湾の東側とマリーナの沖までをゲレンデとし、
エリアにはフィッシングポイントで人気の姫島などが含まれている。
　「魚釣りがメインの人がよく利用されていますね。アジ、サバ、イカ
など定番の釣り物がシーズンで楽しめますから。あと夏場にはバー
ベキューテラスがありますので、交代交代でクルージングしてバーベ
キューを楽しむお客様も多いですよ」（玄海マリーナ・吉田さん）
　アジやサバなどはマリーナから10分ほどでポイントが点在するエ

リア。手堅く釣果を上げるには最適なマリーナだ。取材に伺った日
はハーバーマスターの吉田さんが自ら舵を取り、アジ釣りのポイント
に案内していただいた。最初の1時間は食いが渋いものの、ポイン
トを変えてしばらくすると、タイミングよく、アジが釣れだした。
　「型を選ばなければ、ポイントはたくさんありますから、ボウズはな
いでしょう。もちろん良型を狙えば話は別ですが、初心者の方でも
楽しめるのがこの海の魅力なんですよ」
　実質1時間弱で二桁の釣果が出たが、それでも吉田さん曰く食い
が渋いということなので、天候がよければぜひお勧めしたいエリアだ。

フィッシングワールドへ
ようこそ

群れに当たれば入れ食い状態に

❶ ❷ ❸ ❹

❶魚探の反応がポイント探しの第一歩 ❷コマセ釣りは魚を引き寄せる釣り。食いの渋い時でも魚探の反応を探りながらアタリを待つ ❸船越湾に面した玄海マリーナ ❹近隣には産地直売の施設がある

クルージングパラダイス
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福岡、博多が満喫できるマリーナ一覧

マリノアシティ福岡の中心的な施設として知られる西福岡マ
リーナ。隣接するアウトレットモールなど、アフターボーティング
も充実しています。

マリノア（西福岡マリーナ） ☎092-885-2288

福岡県福岡市西区小戸2-11-1
営業時間／9 : 00～17 : 00（9月～4月） ～18 : 00（5月～8月）
定休日／火曜日

INFORMATION

クラブ艇 ： AS-21 WB（2隻） ・ YFR-24

★1

海の中道エリアを代表する施設。湾内のフィッシングの他、
ウェイクボード、クルージングなど多彩なマリンプレイに対応して
います。

海の中道マリーナ ☎092-603-2221

住所／福岡県福岡市東区西戸崎18-25
営業時間／6～8月  8 : 00～18 : 00 、 9～5月  9 : 00～17 : 00
定休日／3月中旬～12月中旬（無休）、
　　　  12月中旬～3月中旬（月・火定休日）、年末年始休暇

INFORMATION

クラブ艇 ： AS-21 WB（2隻）

★2

湾口のフィッシングポイントの最短距離に位置するマリーナ。
各種フィッシング情報にも精通している。またマリーナには隣接
するゴルフ練習場もあります。

福岡マリーナ ☎092-603-2268

住所／福岡県福岡市東区大岳4-2-61
営業時間／8 : 00～17 : 00
定休日／無休（5～9月）、 火曜日（10～4月）

INFORMATION

クラブ艇 ： SR-X ・ AS-21 WB（2隻） ・ YF-21

★3

福岡マリーナ内にあるマリンクラブネイビーでは、初心者からベ
テランに至るまで、さまざまな方がマリンジェットで楽しまれてい
ます。

マリンクラブネイビー ☎092-603-9070

INFORMATION

クラブ艇 ： MJ-VX Cruiser ・ MJ-FX HO

★4

住所／福岡県福岡市東区大岳4-2-61
営業時間／4月～10月 9 : 00～19 : 00、11月～3月 10 : 00～19 : 00
定休日／5月～9月 無休、4月・10月 毎週火曜、
           11月～3月 毎週月・火曜日

多くのフィッシングファンが集うホームマリーナです。クラブ艇で
のクルージング、バーベキューもお楽しみいただけます。

玄海マリーナ ☎092-328-2723

住所／福岡県糸島市志摩久家627
営業時間／4～10月 8 : 00～18 : 00、11～3月 9 : 00～17 : 00
定休日／火曜日（11月～3月迄）（正月休有）

INFORMATION

クラブ艇 ： YF-21 ・ AS-21 WB

★5　こうして見ると博多湾はさまざまな遊びが手軽
に楽しめるゲレンデである。3時間でも十分に楽
しめるし、1日であれば複数のマリンプレイに挑
戦しても充実した一日が過ごせるだろう。そして
福岡といえば、中州や天神に代表されるアフター
ボーティングのスポットにも困らないエリアだ。ぜ
ひ海とその幸を堪能して、シースタイルライフの
ログに付け加えてみてはいかがだろうか。



特別企画    待望の家族会員システムスタート

「家族会員」システムが
 2016年7月1日より
スタートしました ！

入会条件
18歳以上（未成年者は保護者の承認が必要です。）

保有免許
2級（5海里限定）以上の小型船舶操縦士免許または、
特殊小型船舶操縦士免許

家族会員資格
「家族会員」は、お申込者ご本人（親会員）と配偶者または
1親等の親族（子会員）であること。
親会員1名につき、子会員は2名まで。

会員資格は1年となります。

ご夫婦でそれぞれでご入会いただいている会員様、定年後にボート免許を取得された
親御様にシースタイルの入会を勧めたい会員様、遠く離れて暮らすご家族の方も、
ぜひ「家族会員」システムをご利用ください。

（注1）途中退会をされた場合でも、年会費の返却はござ
いません。

（注2）家族会員は、シースタイル会員・シースタイルジェッ
ト会員と異なり、「自動更新」ではありませんので、
継続の場合には1年毎に更新手続きが必要となりま
す。有効期限1ヶ月前までに更新手続きを完了され
た場合は、入会金が無料です。

入会金

新規ご入会

21,600円
0円

64,800円

86,400円

年会費

年間合計

親会員
子会員（2名まで）

親会員
＋

子会員（2名まで）

※税込料金

シースタイル・シースタイルジェット会員と同じ

シースタイル・シースタイルジェット会員と同じ

ヤマハマリンクラブ・シースタイル「家族会員」は、
ご夫婦、親子でよりリーズナブルにご入会
いただけるシステムです。

現在、シースタイル、シースタイルジェットの会員様が「家族会員」に切替えされる場合は、
入会金が免除となり、月会費が年会費に代わります。

ホットラインまでお気軽に
お問合せください。

多くの会員の皆様から

ご要望をいただきました

ご注意！
ここが変わります！

入会金・年会費のご案内

なみを

0120-730-344
みようよ

受付時間 9:30～17:30

義毋 義父 毋 父

配偶者

子子の配偶者

本人（親会員）

家族会員資格を親等図で見てみると…
子会員になれるのは、    の親族です。

         兄弟
2親等のため家族
会員になれません。

家族会員は、
計 3 名様まで
申込者ご本人（親会員）
 ＋ 子会員2名様

0円
0円

64,800円

64,800円

0円
0円

64,800円

64,800円

継続の場合シースタイル、シースタイルジェット
から切替えの場合

家族会員Q&A

「家族会員」に切替えをご希望の会員様

下記のいずれかの方法でお申込ください。

家族会員は、冬季利用割引券のサービス対象外となります。Q 冬季利用割引券のサービスは受けられますか。

会報誌は家族会員様全員にお送りします。Q 会報誌はこれまで通り送っていただけますか。

親会員に限り満期後、シースタイルに再入会していただけます。
その際、入会金は不要です。Q

A

A

A家族会員に切替後、子会員が利用しなくなった
場合、また元のシースタイル会員になれますか。

インターネット 「家族会員資料請求フォーム」から申込む

ホットラインに電話 70120-730-344（受付 ： 9:30～17:30）
家族会員切替えの資料請求希望 とお伝えください。

① シースタイルのホームページ
   「個人入会のご案内」

② 家族会員について
③「家族会員入会の流れ」の

 1 入会申込書・資料請求
にお申込みフォームをご用意しました。
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ホームマリーナホームマリーナホームマリーナ

宮城県塩竈市北浜4-71-10北浜マリンベース ☎022-365-3220

1

スタッフ同行で亘理沖（マリーナから
1時間半の距離）のワラサをジギング
で釣りあげてみましょう。6時間のご
利用時間、使用艇はYF-24、YF-21
の両艇ともに可能ですが、海況の急
変を考慮してYF-24をお勧めします。
1級のエリアですが、スタッフ同行な
ので2級の方もOK。タックルもマリー
ナでご用意しますので初心者の方、
道具がわらからない方でも安心で
す。 女性の方でも楽しめます。ワラサ
だけでなく、ヒラメ、ホウボウ、トラフグ、
サバ、時にはマダイも釣れます。

松島エリア

宮城

1週間以上前までにお申込みください。 YF-24、YF-21
スタッフ同行料：16,850円（クラブ艇利用料金・燃料費別途・食事代は実費）
※燃料代の目安：亘理沖往復の使用燃料は、75～85Lが目安です。
　海況・乗船人数などにより変化致します。

6時間利用

※タックルはマリーナでご用意いたします。タックル料はスタッフ同行料金に含まれます。ご
自分のタックル持ち込みもOKです。※昼食、飲み物は各自ご用意ください。※画像は昨年
（2015年）の亘理沖ジギングスタッフ同行の画像です。

時間 予約 使用艇

料金

ワラサジギング 亘理沖 スタッフ同行プラン

金華山の北東部、大函崎の断崖を下から見上げてみませんか ！
春～秋日程

宮城県の牡鹿半島の先端にある島「金華山」。釣りのポイントもたくさんありますが、北東
部には「大函崎」という高さ数十メートルの断崖絶壁、端には今にも落ちてきそうな大な四
角い巨大な岩があります。下から見上げるとスリル満点ですよ ！  往復約60マイルのロン
グクルージングのため、YF-24限定のプランとなります。6時間レンタルのスタッフ同行で
ご案内いたします。お弁当とカメラ、釣竿を持って出かけましょう。

Y-F24のみ

※途中、釣りをすることも可能です。タックルはこちらでご用意も出来ます。※マリーナイベント等により、実施不
可能な日もあります。※悪天候のための出港不可能な場合は、キャンセル料はかかりません。※お弁当・お飲み
物は持参してください。

1週間以上前までにお申込みください。
スタッフ同行料：16,850円（クラブ艇利用料金・燃料費別途・食事代は実費）
※往復で約60マイル、燃料の目安は85L前後。海況・乗船人数などにより変化致します。

6時間利用時間 予約 使用艇

料金

南三陸牡鹿半島・金華山ぐるっと一周
クルージング スタッフ同行プラン

茨城県潮来市潮来5043水郷ボートサービス ☎0299-63-1231

2
琵琶湖に次いで湖面積2位の霞ヶ浦には2ヶ所
の係留場所があり、距離は出港からおよそ
30kmと40km地点に位置しています。30km地
点【ふれあい桟橋】に係留、近くにある観光物産
館にはここでしか食べられない少し変わったハン

バーガーがあり、インパクト抜群 ！！  広大な霞ヶ浦をゲスト連れてクルージング
する前の下見として参加してみてはいかがでしょうか。

【霞ヶ浦】片道40kmの寄港地巡りクルージング

霞ヶ浦の最奥を目指す ！
2017年3月18日（土）日程

時間 締切り 2017年2月25日（土） まで
参加資格

4名様まで（乗り合い・インストラクター同乗）定員 3名最少催行人数 使用艇 FR-20LS

料金 10,800円/同伴者5,400円
（クラブ艇利用料金・燃料費含む・同伴者は別途料金が必要・食事代は実費）

シースタイル会員及び入会ご検討のお客様
10：00～15：00

霞ヶ浦エリア

茨城

関東エリア
クルージングポイントの下見やGPSの使い方をマスターして、
ゲストに最高の時間をプレゼントしよう ！

北浜マリンベース

スタッフ同行のジギングで、
亘理沖の大きなワラサを
釣上げてみましょう ！
初心者大歓迎 ！

9月～12月中旬頃日程 絶景です
 ！

広い湖を
移動しよ

う

牡鹿半島先端、
「金華山」を

目指し外海を航
海します牡鹿半島先端、

「金華山」を

目指し外海を航
海します

釣りの楽し
み方

お手伝いし
ます !釣りの楽し
み方

お手伝いし
ます !

ちょっと
変わった
ハンバーガー

スリル満点の大函崎 !!

HOME MARINA EVENT & UMIASOBI-PLAN

夏の厳しい暑さを乗り切られた皆様、爽やかなこの季節を思う存分シースタイルで楽しみましょう ！
スキルアップに役立つプランを中心に、楽しい海遊びプランをお届けします。
掲載しきれない海遊びプランやイベント情報はホームページで公開致しますのでぜひご覧ください。
★海況によって中止になる場合がございますのでご了承ください。 ★料金は税込です。
★詳しい内容は、各マリーナに直接お問合せください。 

東北エリア
スタッフ同行で釣果もスキルもアップ間違い無し ！
松島を知りつくした頼もしいスタッフが釣りの楽しさを伝授します。

土浦港

ふれあい桟橋

12

ホットな情報をイチ早く
お届けします。

会員ステージを新たに導入しました ！

会員情報の変更が
可能になりました。

ご利用履歴の
閲覧ができます。

お気に入りマリーナは
6ヶ所まで登録できます。

●ログインしなくてもクラブ艇の空き情報が確認できます。
●利用日前日・当日のクラブ艇の空き情報も確認できます。
（※マリーナにより確認できない場合もございますのでご了承ください。）

利用日、地域、その他の条件を指定
して、クラブ艇の空き情報・マリーナ
の検索が可能です。

その他「ペットOK」「早朝出航可能」
などご希望の条件の絞り込みもでき
ます。
●  新着情報
●  新着マリーナ便り
●  会員様へのお知らせ
●  新艇配備情報
  も掲載しています。

前年1月1日～12月31日までのクラブ艇の利
用回数に応じ、会員ステージを確定いたしま
す。ステージにより、特典をプレゼントします。

住所、勤務先、船舶免許情報などが会
員ページで変更できます。

クラブ艇の利用以外に安全レクチャー、マリ
ン塾など過去5年間の履歴をご覧いただけ
ます。

登録後は検索画面のトップにお気に入りマ
リーナが表示されます。

会員様専用メールマガジンです。クラブか
らのお知らせやシースタイルフェスタなど
のイベント情報、また全国のホームマリーナ
からのホットな情報をいち早くお届けいた
します。ぜひご登録ください。

① 利用日から
② 地域（エリア）から
③ クラブ艇のタイプから
④ マリーナから
⑤ 地図から

クラブ艇空き情報検索・マリーナ検索が簡単になりました。

シースタイル会員ページが使いやすくなりました。

スタンダード

ゴールド

プレミア

通常特典※

通常特典※+シースタイル
利用割引券3,000円分

通常特典※+シースタイル
利用割引券5,000円分

New

New

注目

注目

前年利用0～4回

前年利用5～9回

前年利用10回以上

※利用割引券（冬季限定発行）・月会費2ヶ月分

ステージ 特  典

条件に合ったクラブ艇、マリーナが表示され、
空き状況が一目でわかります。

使えるから便利だね !

スマートフォンが、

検索結果
画面

11

WEB予約の検索機能を大幅にリニューアルし、お探しのマリーナやクラブ艇の検索が
容易に、さらにレスポンシブデザインによりスマートフォン、タブレットでもご利用いただける
ようになりました。

※SSR（Sea-Style Search and Reservation）

予約システム・会員ページが
SSR※として新しくなりました ！

ヤマハシースタイル 検 索 → をクリック



乗合船をチャーターして行く、フィッシング講習
会。木更津周辺で年間を通して楽しめるシーバ
スフィッシングは、一番身近に楽しめる海のル
アーフィッシングです。シーバスがルアーを食べた
時の重みとドキドキ感、釣り上げた時の達成感を
体験してみましょう ！  お客様のレベルに合わせて

インストラクターがレクチャー致しますので、初めての方もお気軽にご参加ください。木更
津周辺のポイントを覚えたい方にもおすすめです。

ホームマリーナ HOME MARINA EVENT & UMIASOBI-PLAN

その他のイベント・海遊びプラン
スタッフ同行≪半額キャンペーン≫
オフシーズンに不安を解消 ！！
冬期のみのお得なキャンペーンです ！

※詳細はホームページをご覧ください。

11月～2017年2月

GPS魚探の使い方講習
GPS魚探の使い方を
マスターしよう！！
2017/1/未定 ※マリーナ便りをご覧ください。

マリーナ参観日+安全レクチャー

クラブ艇FR-23でミニクルージング ！

11月3日（木）・30日（水）
12月2日（金）

日程

千葉県木更津市富士見3-1-22セントラル（木更津マリーナ） ☎0438-23-2091

3 東京湾エリア

東京

千葉神奈川

シーバスフィッシング講習 ！

シースタイル会員様および同伴者様
13,000円/名
7：00～14：00時間 参加資格

料金 15名定員 8名最少催行人数
予約 要予約

使用艇 乗合船DY-51

乗合船で季節の釣りを楽しみましょう ！！
日程 11月27日（日）

マリーナ施設見学・ミニ体験クルージング・利用
方法、手順等のご案内。ご参加いただくと、当社
での初回安全レクチャーが免除となります。

HPをチェック!!

※釣果状況によって、帰港時間が多少前後する場合もあります。

シースタイル会員様および同伴者様 3,000円（利用割引券でのお支払い可能です。）
午前/10：00～11：30、午後/13：00～14：30時間

参加資格 料金
5名定員 2名最少催行人数

予約 要予約

使用艇 FR-23

神奈川県横浜市金沢区白帆1番地横浜ベイサイドマリーナ ☎045-775-4153

4
ISPA体験セーリング

風と遊び、海を感じ、
そして楽しもう ！

11月13日（土）
※1日2回開催（午前・午後）

日程

時間 予約

定員 各回7名 使用艇 Delher 32

午前/9：30～12：00、午後/13：30～16：00 要予約
料金 大人5,400円/名、12才以下3,240円/名小学生以上

※詳しくは電話でお問合せください。

参加資格

東京湾エリア

東京

千葉神奈川

2時間半のセーリングの中、セールを上げたり
下したり、舵（ステアリング）を握って実際に操

船して頂きます。プロ
のインストラクターも
同乗いたしますので
安心、安全 ！
是非体験してみませ
んか？

神奈川県横須賀市芦名1-17-8湘南サニーサイドマリーナ ☎046-857-2700

5

マリーナ周辺の定置網周りや、長者ヶ崎、カメギ灯台周辺がポイントです。仕掛けも難しくな
く、エサもアサリなので生餌が苦手な方もチャレンジできます ！  冬のカワハギは「海のフォア
グラ」と称される肝がたっぷりです ！  魚との駆け引きの後は、おいしいご褒美が待ってます。

エサ取り名人の異名を持つ「カワハギ」釣りに挑戦してみませんか？

エサ取り名人「カワハギ」に挑戦 ！  カワハギ釣りプラン

通年日程

料金 通常の利用料金
※マリーナにてエサ・仕掛けの販売も行っております。

相模湾エリア

東京

千葉神奈川

※詳細は、電話やＷＥＢでご確認ください。

初回安全レクチャーと同時に、スタッフ同乗
でのショートクルージングはいかがですか？  レクチャー終了後、そ
のまま１時間のショートクルーズへ。釣りポイントのご案内やアン
カーの打ち方、離着岸レクチャー等、お客様のご要望にお応えい
たします ！  安全レクチャー受講済みの方はショートクルーズ＋通

常利用もOKです ！  ショートクルーズ終了後、スタッフは下船しますので、お客様だけで海
を満喫できます ！

初めての海域はやっぱり不安…
スタッフ同乗で不安解消 ！

安全レクチャー＋ショートクルーズ
通年日程

時間 9：00～11：00 予約 お電話で初回ご予約時にご用命ください。

定員 ※スタッフが同乗いたしますので、定員にご注意ください。
料金 初回安全レクチャー：4,300円/ショートクルーズ：2,700円（クラブ艇利用料金・燃料費別途）

※当マリーナでは、初回安全レクチャーの受講は必須です。

(         )クルーズ＋
通常利用も可

油壺京急マリーナの近くには「ホテル京急油壺観潮荘」や「城ケ島京急ホテル」があり、
どちらのホテルもレストランにて三崎マグロを使用したマグロ料理がご堪能いただけます。
レストランや露天風呂は日帰りでもご利用が可能です。ぜひ、この機会に足を運んでみ
てはいかがでしょうか。

神奈川県三浦市三崎町諸磯1574油壷京急マリーナ ☎046-882-2720

6

7 8

三崎のマグロ料理を堪能しよう ！

三崎に来たら「マグロ」、シースタイル乗船後は近隣の京急系列の
ホテルのレストランにてマグロ料理をご堪能 ！

通年日程

相模湾エリア

東京

千葉神奈川

各ホテルへお問合せください。
ホテル京急油壺観潮荘：TEL 046-881-5211／城ケ島京急ホテル： TEL 046-881-5151

愛知県蒲郡市海陽町2-1ラグナマリーナ ☎0533-58-2950

カワハギ釣り体験会

カワハギ釣りに挑戦してみませんか？
11月までカワハギ釣りの季節となります。カワハギは、えさ取り名
人と言われるほど、釣るのに難しい魚ですが、挑戦してみたい方、

上級者の方ぜひチャレンジしてみませんか？ コツをつかんでしまえば、お子様でも釣ること
ができますよ。えさの選び方、釣りの仕掛け、釣りポイントなどレクチャーいたします。

11月6日（日）・8日（火）日程

予約 要予約 シースタイル会員様と同伴者様

4名（乗合・インストラクター同乗）

大人（中学生以上）8,640円/名・小学生以上3,240円/名
（クラブ艇利用料金・燃料費含む/同伴者は別途料金が必要/食事代は実費）

9：00～15：00時間 参加資格

定員 2名最少催行人数 YF-21使用艇

料金

※同伴者は1名まで。※お弁当は各自用意。※釣り道具をお持ちの方は各自用意ください。道具の無い方は、
マリーナでご用意いたしますので予約の際にご連絡ください。（エサはマリーナで用意いたします）※海況によっ
て中止になる場合がございますので、ご了承ください。

ラグナマリーナイルミネーション点灯式

冬の風物詩、ラグナマリーナの
イルミネーション
ラグナマリーナのヨットやボートオーナーがイルミネー
ションに参加し、各艇が趣向を凝らしたイルミネー
ションは海上でキラキラと輝きます。点灯式では、マ
リーナの明かりを消しカウントダウンとともにいっせいにイルミネーションが点灯します。暗
闇からパッときれいな光が灯り、自然と歓声とともに拍手が沸き起こります。家族と、友人
と、恋人と、大切な人とロマンチックで素敵な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

11月26日（土）日程

予約 不要 どなたでも参加可能点灯式/17：00（予定） 桟橋解放/18：00時間 参加資格
※桟橋解放は点灯式当日のみとなります。※天候により、日時の変更がされる場合がございます。

三河湾エリア

愛知
静岡

予約 要予約

愛知県豊川市御津町御幸浜1-1-21三河みとマリーナ ☎0533-76-3100

日帰りスパ＆ランチ
国定公園でもある西浦園地を散策し、園地の
展望台からは三河湾が一望できまさに絶景！！  
温泉で汗を流したあとはおいしいランチに舌鼓 ！

11月5日（土）・6日（日）日程

シースタイル会員様と同伴者様

5名（乗合・インストラクター同乗）

大人：7,560円/名、中学生以下：3,780円/名
（クラブ艇利用料金・燃料費含む/同伴者は別途料金が必要/食事代含む）

9：00～15：30時間 参加資格

定員 2名最少催行人数 YF-24使用艇

料金

※スパ・ランチ代込（3,000円分）、追加分は、別途必要

三河湾エリア

愛知
静岡

予約 要予約

西浦温泉お花見クルージングツアー

春の木漏れ日あふれる三河湾をクラブ艇に
乗って、お花見クルージングへ出かけて
みませんか？
御津山から西浦半島にかけては絶景のお花見スポッ
ト ！！  桜並木をいつもとは、違った目線からみてみません
か？ 海からみる桜も情緒がありとても風流 ！！  クルージングの後は、
西浦園地を散策し西浦温泉でスパ＆ランチなんていかがですか？

2017年3月25日（土）・26日（日）日程

シースタイル会員様と同伴者様

5名（乗合・インストラクター同乗）

大人：7,560円/名、中学生以下：3,780円名
（クラブ艇利用料金・燃料費含む/同伴者は別途料金が必要/食事代含む）

9：00～15：30時間 参加資格

定員 2名最少催行人数 YF-24使用艇

料金

※スパ・ランチ代込（3,000円分）、追加分は、別途必要

京都府宮津市波路400マリントピア 宮津ハーバー ☎0772-27-0700

船まで5秒のプール付き貸別荘宿泊プラン

マリーナ内のプール付き別荘でリゾート気分 !!
シースタイル会員様限定の5,000円引きマル秘プラン。
クルージング、釣果でBBQはいかがですか？ レンタルボートで

楽しんだ後は是非プール付き貸別荘宿泊プランをご利用ください。マリントピア宮津ハー
バー内にプール付き貸別荘2棟が2016年6月に新規オープン ！　棟料金ですので
大人数でも宿泊OK ！  オーシャンビューの広いデッキでBBQは最高です。シースタイル会
員様限定で5,000円引き ！　詳しくはこちら： http://marinetopia-resort.jp/

通年日程

予約 要予約

料金 1棟51,840円～シースタイル会員様限定5,000円引き
（クラブ艇利用料金・燃料費・BBQレンタル別途）

※マリントピアマリーナからでは車で20分 ！

9 若狭丹後エリア

福井

京都

大阪府岸和田市地蔵浜町7番地阪南マリーナーオーシャン ☎072-432-5944

大阪湾を横断して淡路島へ

あわじ島つな港うみの駅
（津名港ターミナル）から上陸して
淡路市を堪能しよう ！
マリーナを出港し、大阪湾のクルージングを楽し
みながらあわじ島つな港うみの駅へ ！  淡路島に
はオススメ観光スポットや、食事スポットが沢山あ
りますので、上陸して淡路島を散策してみては？

通年日程

10

マリーナから近場で釣り遊び

釣りを楽しみ、昼食は船上ランチ又はバーベキュー
通年日程

大阪湾エリア

大阪兵庫

その他のイベント・海遊びプラン
大阪随一の釣り場でタチウオを釣ろう
陸からではなかなか釣れないビッグサイズのタチウオが釣れるかも !!

※詳細はホームページをご覧ください。

通年

HPをチェック!!

関西空港連絡橋まで約３０分、橋付近ではキス・アジ・タコなど釣れま
す。青物が釣れることも ！！  また、昼食時にはマリーナに戻ってバーベ
キューも良し、釣りをしながら船上ランチも気持ちがいいものです。

初めての方も
楽しめます !

憧れのヨットで
大海原へ !

三崎といえ
ばマグロ

眺め・温泉・食
の

三拍子 !

エサ取り名人「
カワハギ」

秋から冬にか
けては肝もた

っぷり。

秋の三河湾を満喫しよう !!

釣った魚でバーベキュー !!

中部エリア
秋は釣りの季節、フィッシング講習で難しいカワハギ釣りに挑戦 ！
そして食欲の秋、美味しいランチと温泉を目指してボートで小旅行 ！

関西エリア
ゆったり楽しむボート遊び ！　マリーナ内の貸別荘でリゾート気分を、
さらに釣りとバーベキューで秋を満喫 ！

関東エリア

★海況によって中止になる場合がございますのでご了承ください。

西浦温泉グルメツアー

いろいろな釣り方を
試してパターンを探

ると、

釣果が上がりますよ
。

ヴィラ ペスカドール・ヴィラ コスタデマーレ 広いデッキでBBQ ！！  釣りたてをすぐに味わえます

会員特典プ
ランです 

!
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基本的な操船練習（免許のない方も可）、
ロープワーク、アンカーリングの練習。瀬戸
内海ならではの海域の説明等。干満の
差、危険回避等々。クルージングスポット、
釣りのスポットの案内。又、お客様のご要
望にもお応えしたプランも考えます。

◎主催／ヤマハマリンクラブ・シースタイル ◎協力／一般社団法人水都大阪パートナーズ ◎運営事業者／有限会社セーリングスタッフ  ※この事業は、水と光のまちづくり推進会議の支援を受けて実施しています。

発 着 場 所 ： 大阪城ハーバー（大阪市中央区大阪城２番地先）
ク ラ ブ 艇 ： AS-21（定員5名／船長同乗）
参 加 資 格 ： シースタイル会員及び一般の方。
  未成年の方は保護者同伴（3歳未満の乳幼児はご遠慮ください）
予約受付期間 ： 2016年10月11日（火）～12月21日（水）
料　　　　金 ： 平日 18,000円/1.5時間 ・ 22,000円/3時間
  土・日・祝日 22,000円/1.5時間 ・ 26,000円/3時間
お支払方法 ： 当日、スタッフに現金もしくはクレジットカードでお支払ください。

＜ご予約方法＞ヤマハマリンクラブ・シースタイルのホームページからご希望日の1ヶ月前
から4日前までにWEBでご予約ください。
ヤマハシースタイル検索⇒「イベント情報」
予約確認後、マリーナ担当者からお電話いたします。コース・立寄り先などスケジュールを
打合せください。
お問合せ先 ： 有限会社セーリングスタッフ
 　　   0120-702-930（受付時間9：00～17：00）

開催内容とご予約方法

（シースタイル会員様）

大阪市内の水の回廊クルーズを
楽しみませんか？
大阪市内の水の回廊クルーズを
楽しみませんか？

岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4180ナスボート牛窓マリーナ ☎0869-34-2498

鬼ヶ島伝説が残る女木島クルージング

鬼の洞窟を探検 ！
桃太郎伝説が残る瀬戸内の女木島。島に
は鬼が住んでいたとされる洞窟があります。
ビジター桟橋も整備されていますのでレンタ
ルボートで行くには持ってこいの島です。
夏には離島ならではの綺麗なビーチもあり
海水浴が楽しめますので、来年の夏はぜひ
お楽しみください。

通年日程

※女木島ビジター桟橋料金：1,720円/1日（事前予約
不可）※島内の移動は、電動自転車、バスがあります。

11 岡山エリア
岡山

広島県福山市鞆町後地651-3中国マリン ☎084-970-5405

初心者限定 ！！ 
操船体験キャンペーンたっぷり2時間 ！！

～シースタイルに入会して新たな
　ライフスタイルを～

12月上旬～2月下旬日程

12

使用艇 SR-X

時間 2時間コース。お客様が希望する時間を御予約ください。（10:00～16:00の間）

予約 お申し込みの際、備考欄に「操船体験キャンペーン」とお書きください。
電話でのお申込みの際には、「操船体験キャンペーン」とお伝えください。

参加資格 シースタイル会員様と同伴者様、ボート免許取得予定の方、免許をお持ちでも
ボートに乗る機会がない方など

定員 1日1組限定（4名様まで）
料金 講習料金3,000円（クラブ艇利用料金・燃料費含む/食事代は実費）

福山尾道エリア
広島

大阪中之島の綺麗に整備された都会の景観のほか、歴史的建造物や橋梁、水門などの土木構造物を
船上から楽しんだり、係留桟橋を活用して中之島公園への上陸など、思い思いのアーバンクルーズが楽しめます。
期間中、10月後半から11月上旬には中之島公園の薔薇が見ごろを迎え、12月のＯＳＡＫＡ光の
ルネサンスの開催期間中は、特別にライトアップされた街並みを楽しむナイトクルージングが楽しめます。

操船に自信を
つけるなら

鬼の洞窟散策 ！ 鬼の館で軽食 女木島の綺麗なビーチ

早速、鬼
がお出迎

え

小型船係留社会実験

特別企画

出港時間:19:00～

※期間中、ＯＳＡＫＡ光のルネサンス2016が開催されています。水面から光の芸術が楽しめます。 ※11/20～12/13のライトアップは一部コンテンツのみ ※夜間の上陸は出来ません。

【夜間のみ】
ルネサンス　　のクルーズ光
期　　間:11/20（日）～12/25（日）夜間のみ

※中之島公園の薔薇見学に
は公設桟橋（ローズポート）での

途中下船がお勧めです。

出港時間:10:00～・14:00
～

(c)　(公財)大阪観光局

期　　間:10/15（土）～11/19（土）

16

全国のホームマリーナから会員の皆様に、これだけはお伝えしたい
「私のお店No.1」。スタッフの笑顔、ロケーションの素晴らしさ、釣りなら
おまかせ、ウェイクを始めるなら、とそれぞれのマリーナが自信を持って
おすすめするNo.1情報です。詳しい内容はホームページでご案内して
いますので、ぜひご覧ください。

クルージング編

ビギナーズサポートNo.1
★浜名湖 ハーバージョナサン

疑問解決！スッキリ出港♪No.1
★横浜 横浜ベイサイドマリーナ

ウェイクボード＆マリンスポーツNo.1
★山中湖 白鷹マリン

情報発信力No.1
★三河湾 ラグナマリーナ

思い出作りNo.1
★若狭丹後 マリントピア マリーナ

思い出作りNo.1
★広島湾 ボートパーク広島

お客様に合わせたサポートNo.1
★広島湾  広島観音マリーナ

操船体験 ！
★長崎 アルパマ（ヤマハマリン西九州）

ビギナーズサポートNo.1
★沖縄 マリンランド 「北谷（チャタン）フィッシャリーナ店」

釣り情報量No.1
★横浜 D-marina

マグロがすぐそこNo.1　魚釣り情報満載 ！！
★湘南 片倉ボートマリーナ

早朝利用＆アットホーム感No.1
★福井 小浜マリーナ

早朝出航で田辺湾を釣りまくり ！
★和歌山 まるちょうボートステーション

早朝出港No.1
★和歌山 ナカヤマリーナ

釣り情報提供No.1
★大阪湾  いずみさの関空マリーナ

早朝利用サービス＆笑顔No.1
★広島湾 広島ベイマリーナ

早朝レンタルでFishing！！
★長崎 アルパマ（ヤマハマリン西九州）

★福岡 玄海マリーナ

瀬戸内海で海を満喫できるマリーナNo.1
★播磨灘 ヤマハ藤田 オークマリーナ店

笑顔No.1
★三河湾 三河みとマリーナ

遊びの組み合せNo.1！
★伊勢湾 マリーナ河芸

気軽さNo.1
★福井 マリンポート美浜

マリンジェット＆スポーツボートで夏。満喫度No.1!!
★琵琶湖 イワキプランニング

お客様対応No.1
★琵琶湖  ヤマハマリーナ琵琶湖

ロケーションの抜群な地にあるマリーナ
★大阪湾 阪南マリーナーオーシャン

アクセスの良さNo.1
★大阪湾 クリエイションマリーナ

淡路島の自然の中のサントピアマリーナ！
★大阪湾 サントピアマリーナ

笑顔で接客ナンバーワン！！
★福山尾道 中国マリン

内水面の広さ・遊び場No.1
★霞ヶ浦 水郷ボートサービス

ロケーションが最高なお店No.1
★房総 房総マリーナ

江の島夜景を眺めつつ心地よい一杯を！
★江ノ島 江の島モーターボート商会

一人ひとりのお客様に合わせたサービス
マリーナNo.1

★駿河湾 ヤマハマリーナ沼津

もしもの時 安全安心No.1
★浜名湖 富士マリーナ

手ぶらでバーベキュー
★浜名湖 東急マリーナ浜名湖

え・が・お でNo.1
★浜名湖 ベルマリン

浜名湖の四季折々を楽しむなら。
★浜名湖 ヤマハマリーナ浜名湖

初心者の方には不安
な操船を中心に初回
レッスンを丁寧にやら
せていただきます。
何回かご利用いただ
いた方は早朝利用も
OK。

早朝出港、釣りポイントNo.1 四季折々の遊びができるマリーナNo.1
★千葉 セントラル（木更津マリーナ）

心をこめたおもてなしNo.1
★駿河湾 富士ボーティング（ライオンビーチマリーナ）

燃料消費少なさNo.1
★和歌山 ナカヤマリーナ

★長崎 アルパマ（ヤマハマリン西九州）
釣り仕掛け教室 ！

サポート・スクール編

フィッシング編 その他

年中無休で営業し
ており、また、早朝か
ら出港でき、釣りポ
イントまで短時間で
行けるのですぐに釣
りが楽しめます。釣り
に詳しいスタッフが
常駐し、時期ごとの穴場ポイントを教えます。なお、毎月1
回釣り講習を行っています。季節ごとにいろいろな種類の
魚の釣り方をマスターしませんか ！

ナカヤマリーナは和
歌山の穏やかな気
候と美しい海岸線、
瀬戸内海と紀伊水
道の境目にあり、最
高の釣場が近くに
あります。気になる
燃料代は恵まれた立地で、半数の方が10L以下で楽しま
れています。クラブ艇も手ごろなFW-20Ltd、YF-21です。

釣りを始めたいけ
ど・・・、いつもルアー
だけど、エサ釣りって
どうするんだろう・・・
など、初心者様向け
で「エサ釣り仕掛け
教室をご案内してま
す。2時間程度の座学教室で海には出ませんが、準備は
大切 ！ ロングの人気企画です ！

東京湾の真ん中に
あり、航行範囲の広
いセントラルでは春
のお花見クルージン
グ・夏・秋には朝6時
出港の早朝レンタ
ルが人気です。寒い
冬でも、シーバス釣りやショートクルージングでお楽しみい
ただけます。フィッシングポイントが近くにあり、年間を通し
て開催している旬な魚種のフィッシング講習も好評です。
操船に自信がない方は、スタッフがしっかりレクチャー・サ
ポート致します。都心から約1時間とアクセスの良さも魅力
です。

富士ボーティングで
は、ご利用のみなさ
まに快適なプライベ
ートタイムを過ごして
いただけるよう、スタ
ッフ一同、親切・丁
寧・元気そして笑顔
のおもてなしを心がけています。初めて利用される方も安
心 ！ 専任の女性スタッフが、受付から安全レクチャーまで
サポートいたします。世界遺産富士山の眺望を楽しみなが
ら、日本一深い駿河湾で、釣りやクルージングを存分に味
わってください ！！

★逗葉 葉山港

釣情報
満載！

BBQなら
ココ！

つり＆
早朝出港

ロケーション
最高!

笑顔が
最高!

楽しいのが
いいね!

JETなら
ココ！

安心＆
早朝利用

初心者
歓迎！

想い出
作り

シースタイルJET利用実績No.1
★琵琶湖 セーリングスポット ワニ

Fishing Support & BBQ style No.1

PICK UP

PICK UPPICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP

ヤマハシースタイル 検 索
http://sea-style.yamaha-motor.co.jp/

中国エリア
初心者も瀬戸内通になれるシーズン限定の操船体験プラン ！ 
自信をつけて瀬戸内の島を探検しよう ！

島に上陸して楽しもう !!

ホームマリーナ HOME MARINA EVENT & UMIASOBI-PLAN

★海況によって中止になる場合がございますのでご了承ください。

ナイトクルーズ開催中!!

N

大
川

大阪城ハーバー
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　結婚式などのおめでたい席に欠かせない

魚といえばマダイ。脂肪分が少なくクセのな

い上品な味と歯ごたえのある身肉。加えてル

ビー色に輝く鮮やかな体色と美しい体形。見

栄のよいマダイは古くから朝廷への貢ぎ物と

して扱われてきました。鮮度落ちが比較的遅

い魚なので、使い勝手がよかったというのも

大きな原因でしょう。

　日本では魚の王様として君臨するマダイで

すが、世界的には必ずしも高級魚ではないよ

うですから、文化の違いは面白いですね。

　ご存じのように日本でも西と東では、食文

化は大きく違います。正月の祝い魚といえば、

サケ、ブリ、マダイが代表的ですが、サケは東

北を中心に東日本。北陸・山陰地方はブリ。マ

ダイを好んで食べているのは、中国・四国・九

州地方です。

　では、ここで問題。タイを最も多く食べてい

るのは何県民でしょう ？

　総務省の2015年の統計調査では、県民１

人当たりの消費量がもっとも多いのはダントツ

で佐賀県。全国平均が113gなのに佐賀県は

1033g。２位の高知県が313gですからその差

は歴然です。しかも３年連続全国トップという

タイ超大好き県民なのであります。そういえ

ば、佐賀県を代表する祭り「唐津くんち」の曳

山（ひきやま＝山車のこと）のひとつはタイがモ

チーフでしたっけ。

　ほぼ全国でマダイは獲れますが、県別の漁

獲量を見ても①長崎県②山口県③福岡県④

愛媛県⑤島根県とやはり西が多いです。

西日本で好まれる
魚の王様

天然ものVS養殖もの
どちらが美味しい？

第８話  さすが王様。味も姿も品格あり

　鮮魚売り場に並ぶタイにはよく「養殖」と表

示されていますよね。1980年代に卵のふ化か

ら育てる人工種苗の生産技術が確立された

ことで、安定供給が可能になり、現在では、養

殖魚の総生産量の62%を占めるブリに次ぐ

のがマダイで、重要なポジション(23％)を占め

ているのです。

　マダイ養殖が最も盛んなのは愛媛県。温

暖な気候と波の静かなリアス式海岸が養殖

に向いているのでしょう、宇和島を中心に養

殖マダイの６割以上が生産されています。

　天然と養殖の割合はというと、現在では天

然魚の漁獲量の２倍以上が養殖生産されて

います。市場に大量に出回れば、当然単価も

下がりますから、マダイには昔ほど高級魚の

イメージはないかもしれません。かつて養殖

マダイの倍の値段がついた天然マダイも、最

近ではあまり差が無くなっています。安価で

供給量が多い養殖マダイが価格の基準と

なったためでしょう。

　「天然のほうが養殖よりも安全で美味し

い」という声はよく耳にすると思います。確か

に養殖魚といえば、昔は脂っこすぎる、病気

予防のためにクスリ漬け……と言われていま

したが、技術は進歩し、品質も向上しました。

　そもそも天然、養殖と一括りにしてしまうの

は乱暴な話で、「天然もの」といっても産卵前

の旬の時期と産卵後の痩せたものではまる

で違いますし、「養殖もの」もエサの工夫を

し、ストレスを与えないように生簀に入れる匹

数を減らし、水深の深いところで愛情を込め

て育てたマダイと、そうでないものとには、差

があって当然です。

　マダイの養殖期間は２～３年。ブリの１年

半、ヒラメの１年に比べると、はるかに長いの

です。機会があれば、養殖魚の食べ比べ＝

愛の深さの差を感じてみるのも面白いかもし

れません。

実はマダイが「魚の王様」になったのは、
江戸時代になってから。室町時代までは
魚料理の主役といえばコイだったそうです。

文／遠藤成（ノーチラス工房） イラスト／細密画工房  撮影／森山利也  フードコーディネイト／クリス森山
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　マダイは北海道南部以南の日本各地に
生息し、100センチにも達するスズキ目タイ
科の魚で、見た目よし、釣ってよし、食べてよ
しの三拍子が揃っていることから釣り人の間
でも絶大な人気を誇っている魚です。

　１年中釣れますが、春と秋冬が比較的釣
りやすい時期となります。春が水深20～50
メートルで、秋冬が水深50～100メートルと
なり、いずれの時期も砂地に根が点在してい
るような場所が好ポイントとなります。

　ここではラバージグを用いてマダイを狙う
いわゆる”タイラバ（釣法）”を行なう上での
ボートコントロールを紹介します。タイラバでは
コマセ（撒きエサ）を使用しないため、マダイを
寄せることができません。つまり、マダイが居
る場所までボートを移動させ、釣り人の方から
近づく必要があります。とはいえ、ボート上か
らはマダイの居場所が明確なわけではない
のでボートをゆっくり移動させながら探って行
くことになります。風や潮に任せるドテラ流
し、スパンカー流し、トモ流しなど様々な流し方
で対応できますが、いずれの方法でも船速は
0.5ノット以下に抑える必要があります。

第4回目は、その風格や美しい彩りが日本人に
好まれ、古くから祝い事には欠かせない「めでタイ」

魚として珍重されてきたマダイ。

第4回
マダイ

構成 / 文 小野信昭さん
神奈川県在住、DAIWAフィールドテスター、
ホームページでお馴染みの「出動！マリンクラブ
釣査隊」二代目隊長。

B O A T  F I S H I N G  G U I D E

マダイはこんな魚Check!

ボートコントロールCheck! 釣り方Check!

生息場所とポイントの選定Check!

　

　下図に示したようにタイラバは降下させたラ
バージグを着底直前もしくは着底するやいな
や巻き上げに移行することが大切です。巻き
上げスピードはマダイの活性（食い気）によっ
ても異なりますが1秒間に1メートルの速さを
基本のペースとし、海底から10メートル上まで
巻き上げます。アタリはコツコツという前アタリ
から始まることが多く、その段階では合せるこ
となく一定のペースで巻き続けます。その後の
本アタリが来て食い込んだ時点で初めて合わ
せます。マダイが強く引いた場合にはリールか
ら糸が出ていくようにリールのドラグを調整して
おくことも大切です。慎重なヤリトリの末、マダ
イをボート内に取り込む際には決して無理をせ
ず、タモ網を使うことをオススメします。

タックル＆仕掛け図

DAIWA
メガセンサー12ブレイド
1.2号

FGノット

ミチイト

コードレスタイプ
DAIWA
BM2600

バッテリー

DAIWA
リーディング
スリルゲーム
64M-195

サオ

DAIWA
シーボーグ
200J-DH

リール

DAIWA
ディーフロン船ハリス
3号 5メートル

リーダー

DAIWA 
紅牙ベイラバーフリー
紅牙レッド
45g～100g

デッキで食べたい
簡単サカナ料理

鯛めし
シンプルかつゴージャスな鯛めしをキャビンでどうぞ。鯛は焦げ目が付くぐらいに焼いたほうが香ばしくて◎。ポイン
トは昆布を敷く
こと。こうして
おくと炊きあ
がった後に鯛
を取り出しや
すいですよ。

〈材料〉鯛、米、三つ葉、昆布
〈作り方〉鯛はウロコ、エラ、内臓をとる。水気を拭き取り、表面に切れ目をいれ全体に塩をふり10分ほどおいてから塩焼きにする。米は研いでから40分ほどザルに揚げておく。釜に米と日本酒、塩、濃い口醤油、昆布で味を調えた出汁（薄味のお吸い物のイメージ）を入れ、出汁をとるのに使った昆布を敷き、その上に焼いた鯛を乗せる。炊き上がったら昆布ごと鯛を取り出し、骨をとり、ほぐして混ぜれば完成。

マダイ
【学名】Pagrus major
【英名】Red seabream
【地方名】小型は
関東などでカスゴ、
関西でチャリコ。

10メートル

ボートコントロールと釣り方
移動しながら釣るなら
0.5ノット以下のスピードが理想。

底ダチさえ取れれば、糸が多少
斜めになっても構わない。

3～5回投入してアタリがなけ
ればポイント移動する方が賢明。
ラン＆ガン釣法を心掛けた方が
釣果に恵まれやすい。

♥

1

2

3
4

5

海底から10メートルの
位置以深はサイング
しながらゆっくり下ろす。

着底直前もしくは
着底するやいなや
巻き上げに移行する。

1秒間に1メートルの
速さを基本のベースと
して海底から10メートル
上まで巻き上げる。

海底から10メートル以上
まで巻き上げたら、再びサミ
ングしながら降下させる。

アタリがあっても、食い込む
まで一定のペースで糸を巻き
続ける。食い込んだ時点で
初めて合わせる。



会員の皆様のご要望にお応えし、2017年の配備に向けて準備を進めています。乞うご期待 ！

クラブからのお知らせ

　本州はまだ梅雨が明けずにぐずついた天気が続いていましたが、小樽も今
年はちょっと残念な天候の中、22組56名の参加で、フィッシングにクルージン
グ、操船体験と特別メニューに魚のさばき方教室を楽しんでいただきました。
　ロックフィッシュ体験では、油子（アイナメ）ガヤなどが入れ食いのポイント
で釣りを楽しみ、窓岩クルージングでは、大型艇の操船体験と小樽観光で
欠かせない窓岩クルージングを、ヨット体験クルージングでは、ヨットがなぜ
風に向かって走るのかなどについて教わりました。
　特別メニューの魚のさばき方教室は、市内で人気のフレンチシェフにヒ
ラメのさばき方とイカのおしゃれなお手軽レシピの実演をしていただきまし
た。最後のお楽しみ抽選会では人気家電からマリングッズ、小樽港マリー
ナ賞も用意され、楽しい一日を過ごしました。

7月9日（土）・10日（日）
小樽港マリーナ

8月27日（土）・28日（日）
磐梯マリーン 猪苗代マリーナ

 夏の猪苗代湖で爽快なクルージング体験を ！ という思いで計画された猪
苗代湖のシースタイル・フェスタは、初日が雨、2日目は強風と昨年に引き続
き荒天に見舞われ、特に2日目は中止も検討されましたが、楽しみにされて
いる会員の皆様に、少しでも猪苗代湖の魅力に触れていただくために、予
定していたクルージングメニューを変更して開催しました。
  会場となった磐梯マリーンには28組約70名の方が集まり、ポンツーンボ
ートによるクルージングをはじめ、スポーツボートのスピード感を体験したり、
マリンジェットでのショートツーリングを楽しんでいただきました。バーベキュー
は、ワンパウンドステーキとリブステーキ、地元野菜たっぷりで大満足 ！！ 
　来年こそは磐梯山と青空を見ながら、猪苗代湖の素晴らしいクルージン
グを楽しみたいと思いますので、またぜひご参加ください。

　梅雨入り直前だったこともあり、天気はあいにくの曇天となったものの、両
日併せて250名もの参加をいただき、イベントは昨年に引き続き大盛況とな
りました。今回の目玉は泉州名物とも言えるタコの漁に同行する「タコ壺漁
体験コース」。活きのいいタコに吸い付かれ、ビックリして泣き出してしまう女
の子もいましたが、陸に上がると満面の笑顔で吸い付かれたタコの料理を
頬張っていました。また、係留桟橋に囲まれた水面を利用したサビキ釣り体
験も盛況で、コアジやコサバを釣り上げる度に歓声が上がっていました。
　今回のフェスタでは、定番のクルージングコース以外にもこうしたいずみ
さの関空マリーナならではのプログラムを充実させ、海上保安庁からは、膨
張式ライフジャケットの実演や救命浮環などを使った落水者救助法などを
解説していただき、シースタイルでボートを楽しむ会員様に海で遊ぶための
安全に関する知識と意識の大切さを実感していただきました。

6月4日（土）・5日（日）
いずみさの関空マリーナ

6月19日（日）
北浜マリンベース

　松島で開催しましたフェスタはこれまでの内容とはがらっと変わり、フィッ
シングがメイン。釣果を競うフィッシングコンテストも行い、ワラサやヒラメなど
の魚を狙いました。
　東北や関東から総勢9組15名の会員様とそのご家族・ご友人にお集ま
りいただき、東北での釣りを楽しんでいただきました。
マリーナの紹介、釣りに関する注意事項の案内から始まり、松島湾のショ
ートクルージングを楽しみながらポイントを目指しました。
　ポイントに着くやいなやヒット ！ 女性の方でも簡単に釣ることができ、釣
果も続々。ワラサなどの青物回遊魚部門の第１位はワラサ65cm ！ その他
の魚種として特別部門の第１位はヒラメ65cm ！ 賞品はトロフィーと、宮城
名産品のプレゼントもあり、楽しいフェスタになりました。いよいよ釣りシーズ
ン ！ 当マリーナのスタッフ同行プランもぜひご利用ください。

　イベント両日は初夏のさわやかな光に包まれた絶好のマリンレジャー日和。
青空には鳥たちが舞い、その下には美しい海が太陽の光に輝いています。
会場は、関東一円から集まった200名を超える参加者の笑顔であふれまし
た。山と緑に囲まれた自然豊かな美しいロケーションの中、大型ボートやセー
リングクルーザーの操船体験、ショートクルージング、ダイビングやGPS魚探
の講座など、多彩なプログラムを大いに楽しみました。
　また、佐島漁協さんの特産品特売会では新鮮な魚介類の直売に加えて、
ヒジキやサザエの炊き込みご飯やあら汁の販売も行われ、漁協の素材ならで
はの潮の香りと天然の旨味を味わいました。NEWクラブ艇「SR310」の試
乗体験を目的に参加された方、操船徹底練習を機にシースタイルライフを始
められる方、これからのシースタイルが一層楽しみですね。

5月21日（土）・22日（日）
湘南サニーサイドマリーナ

2017年もシースタイルフェスタ、クルージングフェスタを各地で開催致します。
シースタイルフェスタの開催情報は本誌次号とホームページやメールマガジンで、
イベントレポートはホームページに掲載いたしますので、ぜひご覧ください。

シースタイル ・ フェスタ

in 湘南

シースタイル ・ フェスタ

in 小樽
シースタイル ・ フェスタ

in 猪苗代

シースタイル ・ フェスタ

in 関空
フィッシングフェスタ

in 松島

2017年クラブ艇NEWラインナップ予告

2019

　アクティブなマリンライフを演出する24フィートのスポーツボート
AR240High Output。直進時の保針性やハンドリング性能に優れ、快
適なクルージングを提供するクルーズアシストや、最徐行走行に便利な
ノーウエイクモードなど、ドライビングをサポートするテクノロジーも装備。
機能・性能・扱いやすさを追求したスポーツボートです。

全長 ： 7.3m　全幅 ： 2.6m　定員 ： 11名
搭載エンジン ： 1,812cc High Output Engine×2
ハルカラー ： 白
※実際のクラブ艇は、写真と仕様・カラーが異なります。予めご了承ください。

AR240
High Output

※配備時期、マリーナなど詳細は、ホームページでお知らせ致します。

　進化したオーソドックス・フィッシングボートF.A.S.T.23は、広くフラット
な釣りスペースとクラストップレベルの収納容量、機能的なデッキレイア
ウトと座ったまま釣りが楽しめる低めのブルワーク、そしてポイントまでの距
離を感じさせない俊敏な走りと優れた風流れ抑止性能など、ビギナーから
ベテランまで、楽しい釣行が期待できます。

F.A.S.T.23（ハイレール）

全長 ： 7.0m　全幅 ： 2.35m　定員 ： 8名
搭載エンジン ： F90BETX
※実際のクラブ艇は、写真と仕様・カラーが異なります。予めご了承ください。

F.A.S.T.23
F90
（ハイレールタイプ）

AR240

 

2016



結果発表 ! 第3回目となる「シースタイル笑顔のフォトコンテスト 2016」は、
全国の会員様から106点のエントリーをいただきました。2014年は72点、
2015年は92点、笑顔の輪がどんどん広がりとてもうれしいです。今回も多くのエントリーと
素敵な笑顔、ありがとうございました。Sea-Style大賞を受賞されたyayo-sanさん、
入選、特別賞を受賞された皆様、おめでとうございます！
結果発表の詳しい内容は、シースタイルのホームページでご覧いただけます。

特別賞 名6

「カワハギにチュー」

★東京都  アッキーさん
タイトル

息子と楽しい釣りで、いい思い出作りしています。  
狙いすぎにならず、装備もしっ
かりしていて好感が持てます。

選考委員
コメント

「ゆりかもめと夫」

★東京都  みきてぃさん
タイトル

いつも一緒に乗ってくれる夫が
ゆりかもめと戯れていました。

かもめとご主人、ほのぼの
としていていいですね。

選考委員
コメント

「二人で釣り上げたぞ」

★奈良県  まなてんさん
タイトル

家族初めてのレンタルボートフィッシングで大アジが釣れて大満足。
露出がイマイチですが、
瞬間がいい。

選考委員
コメント

入選 名3

日本全国の会員がライバルだ！日本全国の会員がライバルだ！ ただ今開催中 ！秋
実施期間 2016.9/1～11/30

2016

「悪友釣師達のご帰還」
★東京都  yayo-sanさん

タイトル

同級生５人組で横浜ベイサイドマリーナから

出港。釣果にご満悦で良かった、良かった。

大賞 名1

小さな釣師たちのご満悦

な笑顔がとてもカワイイ ！
選考委員
コメント

「最高に気持ちよかった」
★神奈川県  EMIさん
タイトル

初めてのクルージング！ 子供も大喜びでした。

「とどくかな～？」
★奈良県  たかぼうさん
タイトル

関空に離発着する飛行機を見て大はしゃぎ！  
すぐ近くまで来るのに届かない～笑

「いってきますー」
★大阪府  ジンさん
タイトル

バナナボート！！ _̂̂

「雨上がりの昼下がり」
★神奈川県  虹太郎さん

タイトル

虹だ！空も気分も虹色に！

「洗艇だいすき娘」
★千葉県  shipmanさん

タイトル

楽しかった１日の感謝を込めて、
    船をピカピカにしましょう！

「初ヒット ！！ 」タイトル

週末船長の案内で酒田沖ボートフィッシング
デビュー いきなりヒット！持ってるね～

★福島県  週末のジャックスパローさん

ホームマリーナ情報
2016年7月
OPEN はこだてマリーナ北海道/JET 2016年10月後半

OPEN 予定 北海道/BOAT

若狭丹後/BOAT若狭丹後/JET

編集後記

　水の透明度が高く波の穏やかな洞爺湖では、毎年７月から９月の３ヶ月間マリンジェットで
大自然を満喫するツーリングを楽しむことができます。水位の条件が合えば湖面に立ってい
るように見える「ゼロポイント」と呼ばれる場所もありますので、ぜひご体験ください。函館空
港、新千歳空港からもアクセスも良く、北海道旅行の計画に是非組み込んでください。

北海道初 ！  シースタイルジェットマリーナが洞爺湖にオープン ！
 はこだてマリーナは函館湾に位置し、風光明媚な景観を堪能できるマリーナです。函館湾
周辺は非常に波が穏やかで釣りのスポットとしても盛んなエリアとなっており、1年を通して
様々な釣りが楽しめます。また、函館山や金森赤レンガ倉庫等、函館市の観光エリアにも
程近くアクセスも便利です。是非観光を兼ねてお越しください。

北海道５番目のホームマリーナは函館にオープン予定 ！

舞鶴セントラルマリーナ 2016年7月
OPEN

2016年7月
OPENギャラントリー

　自然と魚があふれた場所 ！ 舞鶴セントラルマリーナは、日本海側に位置し、1年中魚釣り
が楽しめます。また、伊根の舟屋・海上自衛隊艦船基地などクルージングスポットも多数 ！ 
京阪神から車で約1時間半、大阪や神戸からもアクセスしやすいマリーナです。

様々な魚種の魚釣りを楽しんでみませんか？
　京都の久美浜湾に位置するギャラントリーは、穏やかな水域と素敵な自然の中でマリン
ジェットを楽しんで頂けるゲレンデです。マリーナにはバーベキュー施設もありますので、是非
ご家族やご友人と楽しんでください。マリンジェットの経験がない方も、大歓迎です ！

久美浜湾で思いっきりマリンジェットを楽しもう ！

洞爺マリン

21 22

　今回の特集は九州・福岡を訪ねました。
福岡は半島に囲まれた静かな博多湾と自然
あふれる玄界灘の魅力を味わえます。
　釣って良し、遊んで良し。この地は美味し
いものがイッパイ。
　アフタークルージングでも海の幸をたっぷ
り味わい下さい。（ I ）

同封のアンケートにご
回答いただき、2016
年10月31日までにご
返送いただいた会員様の中から抽選で50名様
に「図書カードNEXT 500円分」をプレゼント ！

アンケートプレゼントの
お知らせ

「ご利用料金割引券」及び
「会員ステージ特典」同封のお知らせ
利用割引券（冬季限定発行）・月会費
2ヶ月分を同封しています。
・ シースタイル会員様 ： 2枚
・ シースタイルジェット会員様 ： 1枚
有効期間 ： 2017年10月31日まで

また、新たに会員ステージ特典も同封しております。
（前年1月1日～12月31日までのクラブ艇の利用回
数に応じた特典です。）
【注】会員ステージの特典付与は、ゴールド、プレミア
会員様となります。
※特別会員様への割引券はございませんので、ご了承ください。

冬季限定発行

クラブからのお知らせ

☎ 0142-75-3467
I n f o r m a t i o n
クラブ艇：MJ-VX Cruiser

北海道有珠郡壮瞥町
字壮瞥温泉62番地
営業時間  9:00～16:00
定休日  7月～9月 ： 定休日なし、
         10月～5月末 ： 休業

☎ 0138-73-5220
I n f o r m a t i o n
クラブ艇：YF-24、SR-X

北海道函館市弁天町20-185

営業時間 9:00～17：00
定休日 不定休

クラブからのお知らせ

和歌山県田辺市天神崎37-24
TEL 0739-25-1202

NEWマリンジェット ： MJ-VX Cruiser
ボート ： YF-21

イナダマリン ［和歌山］
広島県尾道市向島町16058-191
TEL 0848-44-0007

マリーナフェアウインド ［福山尾道］

NEWマリンジェット ： MJ-VX Cruiser（2隻）
ボート ： AS-21 WB、FR-20LS（2隻）

マリンジェット 新配備

　国土交通省は、船舶事故隻数の約７割が小型船舶
であり、そのうち小型船舶操縦者の遵守事項である
「発航前の検査」及び「見張りの実施」で防げる事故
が約３分の１を占める
　という事情に鑑み、遵守事項に対する意識の高揚を
図るため、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
の一部改正を行いました。

（施行日は、平成２８年７月１日）

（１） 従前から小型船舶操縦者が遵守すべきものとして法定義務化
されていた「発航前の検査義務」及び「見張りの実施義務」に
ついて、今般、当該遵守事項の違反者に対し、新たに違反点
数を付します。

（２） イ．従来、違反点数が５点に達した場合に発出していた再教育
講習受講通知について、平成28年7月1日以降は、違反点
数を付された全ての遵守事項違反者に対し、再教育講習受
講通知を発出します。

 ロ．再教育講習を受講した者については、累積点数から２点を減
じます。（累積点数が5点に達した場合を除く。）

ルールを守って、安全なご利用をお願いします。 
船舶職員法及び小型船舶操縦者法施行規則一部改正のお知らせ

NEW NEW

NEWNEW

☎ 0773-66-2880
I n f o r m a t i o n
クラブ艇：YF-21

京都府舞鶴市字長浜宮谷820-1
営業時間  9:00～18:00
定休日 3～10月火曜、
         12・1・2月火・水曜
         ※HPカレンダー参照

☎ 0772-82-1670
I n f o r m a t i o n
クラブ艇：MJ-FX HO

京都府京丹後市
久美浜町2794-7
営業時間  9：00～19：00
定休日 無休

（マリンプラザ伊藤）内浦湾
室蘭

洞爺湖

道央
自動車道

津軽海峡

北海道
新幹線

N

洞爺マリン

はこだてマリーナ

N

若狭湾

ギャラントリー

舞鶴セントラル
マリーナ

舞鶴線

綾部
宮津道路
舞鶴若狭
自動車道路
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久美浜湾
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