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三河湾

島に航こう！
い

蒲郡のランドマークである竹島（背景・右側）、その奥に緑の屋根が特徴的なクラッシックホテルを望む

●イベント報告
●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17

2017.10

C O N T E N T S

25

三河湾には東海の松島と呼ばれる美しい篠島、タコとフグの島で有名な日間賀島、そしてアートの島、
佐久島のそれぞれ特徴が異なる三河湾三島があります。また東の渥美湾には竹島や三河大島があ
り、シースタイルのホームマリーナからクラブ艇で島巡りが楽しめます。クルージング中にはスナメリに出
会うことも ！ 
自然と触れ合いながら島巡りで心も体もリフレッシュしませんか。

三河湾 愛知県

連載  シースタイルで楽しむボート釣り15

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。
カワハギボートフィッシング入門 第6回

島に航こう！
い巻頭特集

島を巡る船旅で、プレジャーボートの醍醐味を堪能します。

2

連載  海好きなら知っておきたいサカナの豆知識

第10話  肝パンのカワハギにおじさんの哀愁をみた

16

❶ ❷ ❸ ❹
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シーズン前に腕を磨くイベントプランや秋を楽しむ海遊びプラン

イベント・海遊びプラン
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アイランドクルージング。
島を巡る船旅は、海が好きな私たちにとって格別な響きを持つ。
それはなにも大きな船だけの楽しみではなく、
私たちが乗るプレジャーボートこそ、その醍醐味を堪能できる
乗り物ではないだろうか。島に航くまでの高揚感。
港に舫を取ったときの安心感。そして離島ならではの出会い。
マリーナに戻ったときには、なにものにも代え難い時間が、
達成感と共に心に刻まれる。
さあ、島に航こう。 きっとそこには船で行った者にしか
味わうことのできない物語が待っているはずだ。

❶三河湾はボートフィッシングも手軽に楽しめる ❷三河湾は風がなければ、フラットな水面を疾走することができる ❸新鮮な魚介類も島では気軽に楽しめる 
❹クルージング＆バーベキュー。ワンデイクルージングを満喫

14シースタイル笑顔のフォトコンテスト2017年  結果発表 ！

★

Himakajima

Sakushima

三河湾

知多湾

西浦温泉

竹島
三河大島

佐久島
日間賀島

篠島

吉良温泉

中部国際
空港

8

ホームマリーナのスタッフ山崎さんがプライベートでシースタイルハワイを利用しました。

特別企画 １
H
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R
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国内初 ！ 大型商業施設「イオンモール神戸南」から神戸港へ操船体験ができます。

特別企画 2

イオンモールでボートに乗ろう!



竹島
三河大島

渥美半島

知多半島

ラグナマリーナ

5km
N

三河みとマリーナ

INCマリン

マリンショップアルファ
西浦シーサイド

❸ ❹

　今回のフィールドは三河湾。名古屋港がある伊勢湾とは異なり、
渥美半島と知多半島によって外海と遮られ、風が強く吹かなければ、
湖のような穏やかな海である。そして、三河大島や佐久島、日間賀島
など、クルージングが堪能できる島々があり、デイクルージングを楽しむ
には困らない。そしてもっと嬉しいのがシースタイル艇でもオーナーライ
フのような遊び方が楽しめるエリアなのだ。今回はそんな三河湾の魅
力に迫ってみた。

　三河湾の湾奥に位置するラグナマリーナは、全国でも珍しいテーマ

パークやホテル、ショッピングモール等が一体となった複合施設のひと

つであり、同施設のシンボル的な存在として知られている。このラグナ

マリーナでシースタイル艇をレンタルして海に出る。目指すはタコの島と

して親しまれている日間賀島だ。

　マリーナを出港して西に進路を取る。マリーナと並んで蒲郡を代表

する観光スポットの竹島や三河大島、さらに走らせると西浦温泉や吉

良温泉を海から眺めることができる。それらの街並みは規模こそ小さ

いが、限られた場所に巧みに建てられている景観は、モナコに代表さ

れるような海沿いの観光地を彷彿とさせる。海岸線は点在する温泉街

がアクセントになり、ボートから眺めているだけでも飽きることはない。ゲ

ストが初めてならぜひ海岸線のクルージングがお勧めだ。わずか1時

間ばかりのクルージングだが、人と海のつながりの濃さが伝わってくる。

　やがて三河湾で最も大きい佐久島の輪郭がはっきり見えてくると、お

目当ての日間賀島もすぐ傍に見えてくるはずだ。タコの島として知られ

る日間賀島は、豊富な海の幸と交通の良さから、名古屋圏では気軽

に楽しめる離島として親しまれている。

　私たちが舫いを取ったのは観光船や渡船で賑わう西港ではなく、島

の繁華街の反対側に位置する東港。日本のどの離島でも見られるよう

な牧歌的な風景が広がり、タコのモニュメントが日間賀島であることを

強調している。ちなみこのモニュメントは東西両方の港にあるのだが、

ふと疑問に思ってしまうのが、日間賀島はなぜタコの島なのかというこ

と。それはもちろん良質なタコの漁場が目の前にあることなのだが、島

の方に聞いてみると『漁師が揚げた網の中に、大きなタコが入ってい

て、そのタコが如来様を守っていたことから、島でタコを奉るようになっ

たそうです。でも、あくまでも言い伝えであって本当のところは分から

ないのですが、私も含めて島の人々は信じていますよ。その方が心

が豊かになれますからね』と、愛着のあるタコの話をしてくれた。島

にある安楽寺にはその如来を奉り、毎年1月3日にはタコが奉納される

そうだ。マンホールにまで描かれているタコを見れば、最も人とタコの

距離が近い場所であることが伝わってくる。島内には、乙姫に代表さ

れるようにタコづくしが味わえる店が多い。もしシースタイルで行くチャ

ンスに恵まれたなら、こうしたお店に予約を取っておくこと。そうすれ

ば着岸場所も確保され、島への入港方法から食事までがスムーズに

行えるので、ゲストを招いて戸惑うことはない。西港なら有名な乙姫で

も桟橋の受付が可能であり、東港なら日間賀島観光ホテルなどの宿泊

施設でも食事の予約を取れば着岸の位置を教えてくれる。　

　どのお店でもタコづくしの料理は、お刺身から天ぷら、しゃぶしゃぶ、

タコ飯など、タコ好きでなくとも食べてみたいと思うメニューが揃ってい

る。初めてならそれらをコースで頼めば、タコの日間賀島をより深く知

ることが出来るだろう。ぜひお勧めしたいクルージングメニューだ。

❹日間賀島のランドマークとも言えるタコのモニュメント ❺あらかじめ予約をしておけば茹で上げのタコもあり、フルコースが楽しめる 
❻タコのお寺として知られている安楽寺。章魚（タコ）阿弥陀如来は一見の価値あり❼タコの島。マンホールもこの通り。ちなみに鯛バージョンもある

❶日間賀島の周囲はキス釣りの一級ポイント ❷西浦温泉の沖を走ると、旅館やホテルが巧みに建てられていることがわかる ❸SR-Xでのクルージングは爽快。小ぶりなボディだが安定性は抜群だ

島への入港は心が高ぶる瞬間。航路、着岸は事前に確認しましょう

日間賀島
タコの島

Himakajima

Viva ! Island Cruising
アイランドクルージングへようこそ
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知多湾

西浦温泉

佐久島日間賀島

篠島

吉良温泉

三河湾



三河大島

佐久島

篠島

渥美半島

知多半島

ラグナマリーナ

N

三河みとマリーナ
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マリンショップアルファ
西浦シーサイド
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　日間賀島がタコの島なら隣にある佐久島はここ十数年アート作品の

展示に力を入れ、現在はアートの島として、海岸線の沿道に作品を

点在させて鑑賞する、アートピクニックを提唱している。それは文字通

り、島を巡りながらアート作品を鑑賞するわけだが、佐久島は三河湾

でも最も大きいので、実際に巡り始めるとピクニック気分で鑑賞とはな

らない。ボートで行くなら、最も近いところで自転車をレンタルしてサイ

クリングで巡った方が効率よく鑑賞できる。が、それでも経験者によれ

ば、食事や風景を楽しみながら巡るとまず1日では終わらないそうだ。

すべての作品が掲載されたスタンプラリーを押し始めると2日、ゆっくり

なら3日は通うことになるそうなので、時間が無い方は作品をあらかじ

め調べて巡った方がいい。デイクルージングなら、サイクリングをしな

がら気になったお店に入って、佐久島名物の大アサリ丼など、海鮮も

のを頼めば島の時間がおなかいっぱいに響き渡る。暑い最中ならかき

氷でもいい。食後にはひんやりと島の空気を運んできてくれる。どのお

店でも離島を意識させる食材だったり、景観や雰囲気があるので自分

の直感を信じてお店を選べば、佐久島の時間を思い出す記憶になるこ

とは間違いない。

　日間賀島、佐久島に続く島といえば篠島になる。三つの島を合わ

せて三河三島や愛知三島と呼ばれるが、そのなかでも篠島は最も沖

合に位置し、本島の周りには大小9島の島々が点在していることから、

三河の松島とも呼ばれ、夕暮れ時には風光明媚な景色が現れる。

　そんな三河三島に加えて是非紹介して欲しいと、各ホームマリーナ

のスタッフが推薦するのが三河大島だ。蒲郡の港のすぐ沖に位置し

てボートやマリンジェットの係留も可能なことから、週末には大勢のマリ

ンファンが集う島として知られている。夏季には限定でバーベキューが

楽しめる海の家やテラスが設置され、食事を取りながら島周りでウェイ

クボードなどのマリンプレイが楽しめる。

　三河湾にはこうしたワンデイクルージングでは遊びきれない場所が沢

山あり、自分だけのクルージングスポットを探す楽しみにも溢れているエ

リアだ。スナメリを探すクルージングやキスなど底物を狙うボートフィッシ

ング、先に紹介した島の魅力を堪能するアイランドクルージングなど、

遊び方のバリエーションも豊富にあるので、天気や時間によって、遊び

方を変えることができる。また風がなければ、限りなく平水に近いコンディ

ションにもなり、ウェイクボードなどのトーイングやマリンジェットのツーリン

グは最高のゲレンデとなる。初心者もペーパードライバーも、楽しみた

いと思う人が楽しめる最高のロケーション。その中でも今回紹介したア

イランドクルージングは、航海計画から港へのアプローチ、離着岸など、

およそクルージングに必要な知識や技術が求められる。ホームポートか

ら出港して帰港するだけでは、物足りなくなった方にはぜひチャレンジし

ていただきたいと思う。今シーズンはまだまだこれから。三河湾で海と

夢のある一日を楽しんでみてはいかがだろうか。

今回お世話になったマリーナ
ラグナマリーナ ☎ 0533-58-2950

〈左〉篠島は三河湾の入り口に位置する。周囲は釣りが
禁止。漁港は島の食事処に事前連絡で着岸が可能
〈右〉フラットな三河湾は SRｰXがオススメ

東地区にある『イーストハウス』その名の由来は東屋から。
屋根（？）に上ると、新しい佐久島の風景に出会える

蒲郡の沖に位置する三河大島は夏季限定で海の家がオープンする人気の寄港地

中部地区最大級のマリーナ

フェスティバルマーケットラグナシア

マリーナエントランスシースタイルは担当の中川さんまで

カモメの駐車場。という作品は、風を見るオブジェ。
風向きによってカモメが見える角度が異なるそうだ

佐久島
Sakushima

アートの島

ホテル・温泉・ショッピングモールなどが揃っている、海のアミューズメント・テーマ
パーク、ラグーナ・テンボスに併設されたラグナマリーナは三河湾最大級のマ
リーナ。係留から陸上保管、サービスヤードなど、マリーナとしてのフルサービスが
備わっている。クラブ艇はFR-23を始め5艇、今回ご紹介した佐久島へのクルー
ジングも海遊びプランにあるので、ぜひマリーナまでお問い合わせください。

住所 ： 愛知県蒲郡市海陽町2-1
営業時間 ： 9:00～17:00（5～9月：土日祝日：8:00～18:00）
定休日 ： 木曜日（7月20日～8月31日：無休）

❶佐久島では三河湾名物の大アサリを使った
メニューが豊富❷海岸線にはくつろげるカフェ
が点在している❸ハイジのブランコ。インスタ
映えのスポットとして有名だ

三河大島
Mikawaohshima

篠島
Shinojima

Viva ! Island Cruising
アイランドクルージングへようこそ

❶

❷

❸

！三河湾島に航こう
い

三河湾

知多湾

西浦温泉

竹島

日間賀島

吉良温泉

5km
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九州のホームマリーナ「アルパマ（ヤマハマリン西九州）」の山崎さんがプライベートで
シースタイルハワイを初めて利用されました。思い立ってから利用までのレポートをお届けします。

山崎さんがシースタイルハワイを利用しようと思ったきっかけは？
  妻と友人達がハワイへの還暦旅行を計画していて、参加することになった私は「ボートに乗せ
てお祝いしてあげたいな」と思いました。 今回は、ツアーではなく友人同士の旅行プランを立てよ
うということになり、ボートの取り扱いには慣れていましたので、いい機会だとシースタイルハワイ
にチャレンジし、実行に至りました。インストラクターとして、ハワイでのクルージングを体験をして
みたかったこともありますが、シースタイル会員の皆様に実際の利用体験をお話することで自信
を持ってシースタイルのPRができると思ったからです。

予約って国内とどう違うの？
　海外の利用は初めてで段取りがわからない山崎さんは、シースタイルカウンターの下田さんに
あれやこれやと質問攻め。下田さん「私が最初に相談されたのは、2月末でした。困りました・・・旅
行に行くとは聞いていましたが、まさか本気（マジ）だったなんて ！ 」

国内の利用については誰より詳しい下田さんもハワイの予約は初めて ！　
　「まず、シースタイルのホームページで『海外ホームマリーナ ハワイ』を確認。念のためマリン
ホットラインに電話し、予約の流れなど詳しく教えて頂きました。利用日まで2ヶ月以上あるけれど、
予約はできるかな？とホームページを調べたところ、通常は会員ページから予約しますが、今回は
60日以上前なので、ホームページに記載されている直通のメールアドレスにメールを送信。ハワイ
の植村さんとやり取りをして、仮予約しました。予備日まで設定して頂き、ありがたかったです。

❼ ❽

写真 / 山﨑さん（後列右から2番目）と山﨑さんのご家族とご友人

ご予約方法は、会員ページ「❶メニュー」の「❷ご利用ガイ
ド」から「❸ハワイでのご利用」⇒「ご予約について」⇒「02
マリーナにメール」

※ご利用日の31日より前にご予約される方
は、マリーナへ直接Eメールにてお問い合
わせください。

アルパマ（ヤマハマリン西九州）

報告者 山崎良二さん
（シースタイルインストラクター）
夏はマリンジェット ！ 冬はフィッシング ！ （と言うか、フィッシングは年中かも（笑））海と切っても切れない関係になっています ！
サポート 下田美子さん
（シースタイルカウンター）
海大好き！・・・が、最近日焼けが怖くなってきているお年頃です（笑）

 

❸

❷
❶

三河湾には個性的なマリーナが勢揃い

シースタイル会員限定　　
沖縄 ！ サンゴの植え付け体験とスポーツボートクルージング

海上、陸上合わせて200隻の保管能力を持つ大型
マリーナ。クルージングからフィッシングまで海遊びメ
ニューも豊富。併設するレストラン「ブルーモーメン
ト」のランチも好評です。

沖縄の海をシースタイルで遊んじゃいましょう ！
今回は大人気のサンゴ植え付け体験とスポーツボート
体験クルージングがセットになった、シースタイルならではの
沖縄の楽しみ方をご紹介します。

参加者全員で、サンゴの生態についてレクチャーを受けた後、サンゴの苗作りを行い
ます。その後、植え付け海域に移動し、スキューバダイビングのライセンスをお持ちの
方はサンゴ苗の植え付け、その他の方は、シュノーケリングで観察を行います。（水深
5m前後の場所です）夜はビーチでBBQパーティを行います。

住所 ： 愛知県豊川市御津町御幸浜1-1-21
営業時間 ： 9:00～17:00
定休日 ： 火曜日（GW、お盆は除く）

三河みとマリーナ
☎0533-76-3100

三河湾唯一のマリンジェットの利用が可能なホーム
マリーナ。三河大島までが航行範囲になるので、島
巡りクルージングも楽しめる。

住所 ： 愛知県蒲郡市西浦町倉舞52
営業時間 ： 9:00～18:00
定休日 ： 4～9月：無休、
           10～3月：月曜日、火曜日、年末年始

マリンショップアルファ 西浦シーサイド
☎0533-57-5315

今回紹介した日間賀島、佐久島に最も近く、ボート
フィッシングに詳しいのがINCマリンの特徴。キスや
ギマなど、湾口部から知多湾側の釣り情報はINCマ
リンにお問い合わせください。

住所 ： 愛知県西尾市一色町坂田新田沖向104
営業時間 ： 8:00～17:30
定休日 ： 1月1日から1月5日まで休業

INCマリン
☎0563-72-3080

 

11月 17日（金曜日）

11/17 18金 土19日

11月 18日（土曜日）
サンゴ植え付け体験　

人気のスポーツボートのAR240とAR190、クラブ艇AS-21で、沖縄マリーナをベース
に津堅島までのショートクルージングを行います。その後、国際通りでフリータイム。16
時頃那覇空港にて解散します。

11月 19日（日曜日）
スポーツボートクルージング

募集中
！

■お申し込み期限 ： 2017年10月25日（水） ※先着順となります。

お申し込み
方法

ヤマハマリンホットライン70120-730-344
受付時間：9:30～17:30/年中無休（年末年始を除く）

Information

！三河湾島に航こう
い

那覇市内にて宿泊（参加者手配）

シースタイル会員と同伴者（16歳以上）合わせて3名まで
ダイビングコース（フルレンタル） ： 48,000円（税込）/1人
シュノーケリングコース（フルレンタル） ： 43,000円（税込）/1人
※機材持参の方は上記金額より3,000円引きとなります。

参加資格
料　金

必ずホームページにて詳細をご確認のうえ、ヤマハマリン
ホットラインにお電話でご予約ください。予約の後、送付され
る振込用紙にて入金完了後、お申し込みが確定します。

詳細はホームページまで

シースタイル担当
は岩瀬さん。「施
設でゆっくりできる
のもこのマリーナ
良さですよ」

「マリンジェットの
遊びなら西浦シー
サイドへ。経験豊
富なスタッフがサ
ポートします」とは
担当の腰山さん

こちらの担当は安
藤さん。「日間賀
や佐久から最も
近いマリーナ。釣
りもクルージング
も楽しめますよ」



予約完了までに山崎さんが心配だったことは？

「ボートの操船は任せといて ！ 」

出発前には地図でも確認し、準備完了 ！

いよいよ自分達夫婦、奥さんの友人5人とご家族合計9名で出発 ！
ハワイ2日目の早朝よ
り、ボートレンタルの拠
点「コオリナリゾート」
へ ！ 
前日からのレンタカー
の運転にも慣れ、いざ
出発 ！！

と事前にシーフォクス26Ｆセンターコンソール、エンジン2基掛け
と分かっていたので、操船もロープワークもバッチリと思ったが、
ここはハワイ ！ ・・・やはり緊張。
トイレ使用は3マイル以上沖まで出てからと、またちょっと緊張。

すぐ近くにディズニーリ
ゾートもあり、楽しみ半
分、心配半分。マリー
ナ駐車場にて現地担
当の植村さんと待ち合
わせ。

乗り替わりはマリーナ大型ポンツーンに
て行い、2回のクルーズを楽しみ、見え
ない日本を太平洋から望みしっかりハ
ワイの空気を吸い込んで来ました。

ハワイで飲むビールも
最高に美味しかった ！ 

最後に現地スタッフの植村さんと1枚。

すぐ隣にはラグーンもあり、
海の美しさに感動 ！

シースタイル専用の事務所
はなく、マリーナ内のベンチ
にて説明を受け、最初の1時
間は植村さん同乗でクルー
ジング ！

Beautiful !

何もかもがリゾート ！

さあ ！ ハワイへ America

駐車場にポツンとありました。

ハワイのクラブ艇 Sea Fox 256CC

Sea-Styleマークは
共通です ！

ボートはコマンドリンク付、540時間程のF115×2基で安心です！

ハ
ワ
イ
諸
島

特別企画 1
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　シースタイルのお客様側に立って同じ目線で『心配事』や『楽しさ』を体験でき
ました。今後の業務の参考に役立てます。また、私自身もゲストへいい思い出が
できた事を感謝するとともに、ハワイの植村さんの温かい対応に感謝します。
　最後にお伝えしたいことは、ハワイでは日本より自然を大事にしている為、イル
カや海亀などの保護に対する理解と軍関係の船舶には近寄らないなどの注意
が必要です。船舶レンタル契約書にも記載されていますが、現地で改めてその大
切さを感じました。ぜひ美しいハワイでシースタイルをご利用ください。

感想

★

★

★

★

❾ 10

下田さんから２ヵ月半前にマリーナにメールして仮予約したことを聞きましたが、予約確定が
３週間前とあり、旅行の日程でレンタルできるかが心配でした。マリーナの植村さんから予
備日の設定や予約の確認などの連絡をしてもらい、一安心しました。
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マリーナ

ホテル
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現地に戻り、精算。ここではGPSで燃料消費
量が分かり、すぐに精算できました。合計約
700ドル ガソリンは、1Lあたり100円ぐらい
でした。

ホームページで予約について確認しました。

ご利用日の30日前より10日前（ハワイ時間）までの間でご予約が可能です。国内含め、同一予約期間
（お申込み受付日～30日目）では2回までのご予約が可能です。
※ご利用日の31日より前にご予約される方は、ホームマリーナへ直接メールください。（日本語対応）
  oceansportsandrentals@yahoo.com

ハワイのマリーナを予約する際には、国内のホームマリーナでの利用実績が必要になります。

事前予約金として、PAY PALにて$50の入金が必要となります。
この手続きが完了しない場合は、予約は不成立になりますので、
注意ください。

下田さん「聞いたことも無い方法で事前予約金＄50（5,000円）を入金しなければならず、『PAY　PAL（ペイパル）』に免疫の
ない私と山崎さん・・・。心配しましたが、利用日1ヶ月前に山崎さんの奥様が手続きされ、出番はありませんでした。（苦笑）
※PAY PAL（ペイパル）はオンラインでクレジット決済するサービス

? ?PAY
PAL

❶ 予約時期…OK ！

❷ 予約時の注意点…OK ！

❸ 予約金について…問題発生 ！ …PAY PAL（ペイパル）？

「ご予約について」02番「ご予約」には、予約前に確認しなければならない項目が3つあります。

【ご注意】マリーナにメールをする前に、予約前の確認3つ ！



マリーナからわずか15分、湖畔のホテルでお食事を
楽しむクルージングプラン。久々子湖から水月湖まで
浦見川をリバークルージング。水月湖のほとりにある

ホテル水月花では、若狭の自然に育まれた旬の素材を使ったお食事が頂けます。お食事
後は水月湖、久々子湖から美浜湾へとクルージングして頂くプランです。

ホームマリーナホームマリーナホームマリーナ

マリンジェットを初めてレンタルする前に必ず受講いただくライディングスクール。シーズン
前にスクールを終了して夏のレンタルに備えましょう ！
約2時間のスクールです。お一人様1艇マリンジェットを使用します。
座学：20分／陸上のマリンジェットを使用し機能確認：10分／着替え：10分／
水上講習：1時間20分

レンタルウェットスーツ付き ！
2018年3月31日（土）日程

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。 ★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。 

茨城県潮来市潮来5043水郷ボートサービス ☎0299-63-1231

1
ライディングスクールDAY

霞ヶ浦エリア

茨城

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

2 東京湾エリア

東京

千葉神奈川

マリーナ参観日+安全レクチャー

要予約（午前または午後を選択してください。）

16,200円/名
※シースタイルJETのお客様は、ライディングスクール受講券をお持ちください。

午前の部：10時～12時 2名まで／午後の部：13時～15時 2名まで

【服装】目の保護具（サングラスやゴーグル）・水着・マリンシューズ・グローブ

時間
予約

午前2名／午後2名定員 MJ-FX HO使用艇1名最少催行人数

シースタイル会員様およびシースタイルJET会員様参加資格

料金

国内でも有数なリバークルーズと
雰囲気のあるホテルでのお食事プラン

通年日程

福井県三方郡美浜町早瀬14-51マリンポート美浜 ☎0770-32-0348

3
リバークルージングにてホテルでお食事

ホテルお食事代金は実費となりますので、直接ホテルへご確認ください。
（クラブ艇利用料金・燃料費別途・食事代は実費）

要予約予約 YF-24、YF-21、SR-X、AS-21WB使用艇

料金

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。

オフシーズンに不安を解消＆
名キャプテンになろう ！

11月22日（水）12月1日（金）
12月17日（日）

日程

要予約

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 予約

5名定員 FR-23使用艇2名最少催行人数

シースタイル会員様および同伴者様参加資格
料金

レンタルご利用時に、3時間もしくは6時間、ス
タッフが同行致します。冬季のみのお得なキャ
ンペーンです ！  同行時の内容につきましては、
お客様と相談して決定していきます。ショートク
ルージングや、操船練習にご利用ください。

オフシーズンに不安を解消＆
名キャプテンになろう ！

11月～2018年2月まで日程

お電話にてご予約をお願いいたします。

≪スタッフ同行料金≫
○3時間/5,400円（通常10,800円）　○6時間/10,800円（通常21,600円）
（クラブ艇利用料金・燃料費別途・食事代は実費）

3時間もしくは6時間時間 予約
ご希望の艇種使用艇シースタイル会員様参加資格

料金

関東エリア

スタッフ同行《半額キャンペーン》

関西エリア
福井エリア

福井

ホテル水月花

ようやく爽やかな秋風が感じられる季節になりました。天候不順に悩まされた夏の分まで、クルージング、
フィッシング、ウェイクなどシースタイルを楽しみましょう ！  今号のイベント・海遊びプランは一部の
ご紹介となりましたが、イベント情報はホームページで随時ご案内致します。

豪華料理
に舌鼓♪

半額でお
得♪

頼れるキ
ャプテン

に

早変わり
!来夏の主

役になろ
う！

オフシーズンに腕を磨こう!

ボートで優雅な旅！

12

く ぐ し こ すい げつ   こ
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特別企画 2

イオンモールでボートに乗ろう!

国内初 ！ 「イオンモール神戸南」から
神戸港ボート操船体験クルージング

アクセス：神戸市営地下鉄海岸線「中央市場前駅」直結
※混雑が予想されるため、ご来店の際は公共交通機関をご利用ください。

N

中央市場前駅

西
宮
内
町柳原 I.C.

地
下
鉄
海
岸
線

神戸市中央卸売市場本場

高
松
線

兵庫

山陽
本線

阪神
高速
3号
神戸
線

和田岬

和田岬

七宮

築島

中の島北

地下鉄海岸線
中央市場前直結
有料駐車場約1,400台

西側（長田区、須磨区、垂水区方向）からは
高松線でおこしください。
東側（中央区、なだ区方向）からは
国道2号線（西宮内町）左折でおこしください。

工事中 車線規制有

中の島

ご来店経路

免許を持たないご家族、
ご友人も操船体験できます。

ワクワクを

分かち合お
う ！

ポートアイランド
イオンモール神戸南

神戸港

神戸空港

神戸ポートタワー

兵庫運河
操船体験の他、「マリン塾」の開催や「SUP（スタンドアップパドルボート）」
「シーカヤック」の体験ができます。ショップ内には「海の本棚」コーナーで、
舵社発行の書籍が自由に閲覧できます。お気軽にご来店ください。

「マリンインフォメーション イオンモール神戸南」は、
新しい体験型マリンショップです。

会場
案内

10:00～16:00 （毎時00分出港 所要時間約40分） 
イオンモール神戸南 プロムナード1F
「マリンインフォメーション」（神戸市兵庫区中之島2丁目1-1）

［ご本人］ 3,500円（税込）/名　［同伴者］ 1,500円（税込）/名
※現地精算

AS-21・各回1組限定（1組4名様まで）
シースタイル会員・非会員・どなたでもご参加いただけます。
※乳幼児の乗船はできませんので、予めご了承ください。

イオンモール神戸南「マリンインフォメーション」
TEL ： 078-977-7166（受付時間 9:30～17:00）※不定休
2日前までにヤマハボート免許ホームページからお申込みください。
                                         ⇒「イベント・キャンペーン情報」

ヤマハ発動機株式会社
有限会社 セーリングスタッフ
① 天候・コンディションなどにより、中断もしくは中止する場合が有ります。
② ボート免許取得済みの方はボート免許をご持参ください。

時　間

会　場

料　金

使用艇・定員

参加資格

お問い合わせ

お申込方法

主　催

備　考

運   営

ヤマハボート免許教室

C R U I S I N G
M A P

この操船体験は免許の無いご家族・ご友人の方も操船が出来る特別企画です。（※1）
ベテラン船長が同乗します（※2）ので会員以外の皆様にも安心して操船の感動を味わっていただけます。
※1 通常、ボート免許の無い方は、阪神港神戸区（通称：神戸港）での操縦は認められていません。
※2 兵庫運河と交通量の多いエリア外までは船長が操縦します。

※写真はイメージです。

【ご注意】イオンモール神戸南の桟橋は、ビジター利用はできません。



2017.9/1　11/30
ただ今開催中！秋

実施期間

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！

オレの海！タイトル
★愛知県  タコさん

やったぜー、
相棒！

タイトル
★東京都  アッキーさん

満面の笑みタイトル
★大阪府  よっしーさん

肝パンをゲット！タイトル
★千葉県  shipmanさん

シャークハンター！？
★東京都  よぴぴさん
タイトル

仲良し親子
★東京都  みっかりんさん
タイトル

　　　パパに
負けないぞ～！

★奈良県  たかぼうさん
タイトル

ジィジ 師匠タイトル
★兵庫県  やっさんさん

2017

結 果 発 表 ! 第 4回目となる「シースタイル笑顔のフォトコンテスト」は、全国の会員様から
102 点のエントリーをいただきました。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 tsky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！
これからも笑顔の輪が広がっていくことを楽しみにしています！
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。

風が気持ちいい♪タイトル

家族を乗せて初めてのクルーズ。
子供にもお魚が沢山釣れて大満足の
1日でした。

★千葉県  ゆのりほパパさん

アジ！ アジきたぁ！タイトル

今日はアジのお刺身決定！

★東京都  しのくんさん

伊根の舟屋
タイトル
★兵庫県 サカちゃんさん

高級魚GET！タイトル
★大阪府  tskyさん

大賞 1名 入選 3名

特別賞 9名

まさかの大型イトヨリに笑顔が抑えられません。

家内の念願だった
『海から舟屋の見
学』が出来ました！
とても美しい景色に
感激です。

メヌケをゲット～タイトル
★神奈川県  おおひらさん

関西エリア

中国エリア

初心者向け、タチウオを釣るための座学講
習会です。釣りの基本、釣具のロッド・リー
ル・仕掛けのセッティング、タチウオの生態・
ポイントの探し方・船の流し方・基本的な釣
り方などをレクチャーいたします。

タチウオを釣ろう ！！
11月4日（土）日程

ビギナー船長やフィッシングファンの誰もが望む、「好きなポイントにオートでピタリととど
まっていたい」「ちょっとだけ船を左右に移動させたい」「スパンカー搭載のように流し釣り
が容易にしたい」が、簡単操作で実現できる、GPS機能付電動モーター「i-Pilot」がつい
にYFR-24に装着されます。簡単なボタン操作だけで今まで難しかった操船技術があな
たのものに。i-Pilotの使い方も事前レクチャーも致します。次からのレンタルにもきっとお
役に立つオプションプランです。
★詳しい i-Pilotの情報はコチラ→ http://www.ysgear.co.jp/marine/play/ipilot/

船をゆっくり移動させるのって結構苦労しますよね？
通年日程

i-Pilotレンタル料金 3,240円（クラブ艇利用料金・燃料費別途・食事代は実費）
要予約

i-pilot使用に際する事前レクチャーは、ご利用日（出港前）30分前に原則させて頂きます。

予約 YFR-24使用艇
料金

秋の宮島に上陸し、紅葉を楽しみます。
弥山や紅葉谷などたくさんの観光スポット
が有ります。また、商店街には食べ歩きの出
来るお店が沢山有るので、1日楽しめます。

秋の宮島で紅葉を楽しもう ！
9～10月日程

宮島ビジターバースは、事前にご予約が必要です。
下記にて直接ご予約をお願い致します。
●宮島ビジターバース 国民宿舎 みやじま杜の宿 
広島県廿日市市宮島町1168番地3地先
TEL：0829-44-0430  FAX：0829-44-2248

要予約
宮島ビジターバース係留料金 1,330円
（クラブ艇利用料金・燃料費別途・
 食事代は実費）

予約

料金

広島県広島市中区南吉島1丁目1番ボートパーク広島 ☎082-249-2855

6
タチウオ 初心者釣り講習会（座学）無料 ！

帆船
「みらいへ」のご案内

帆船「みらいへ」は、日本で唯一、一般の皆さまが自由に乗ることができる帆船です。「地球人になろう。」をテーマ
に、未来を担うグローバル人材の育成を目的とし、セイルトレーニング等を用いた実践・体験型野外教育を展開
し、決断力や責任感、コミュニケーション力を養い、チームワークやリーダーシップ等、総合的な人間力向上を目
指す様々なプログラムを提供します。また、海事・海洋教育やクルーズ、国際交流等、多彩なアクティビティを通
じ、多様な視点で海や自然と親しみ、未知なる世界を体感し、学ぶ場を提供します。

帆船「みらいへ」はこれまで、北は東北、青森県八戸～南は九州、宮崎港まで全国主要港で
一般公開（船内見学会）、や体験航海、自治体や団体主催のプログラムを実施しています。

シースタイル会員様は、会員証をご提示いただきますと
ご利用料金の10％が割引されます（特別コースを除く）。シースタイル会員様特典

帆船みらいへ 検 索航海スケジュールはホームページでご確認ください。

普段、自分の船だけで行くのは不安と言う方も安心。スタッフ先導艇の後について行く安
心クルージング、着岸時もスタッフがサポートします。

スタッフが先導します ！
11月19日（日）日程

滋賀県大津市下阪本5-2-2ヤマハマリーナ琵琶湖 ☎077-578-2182

4
オータムクルージング

クルージング先については、毎年変わるためマリーナまでお問い合わせください。

10：00～16：00時間 要予約予約

18名（1艇5～6人同船します）定員 AG-21、AS-21、FR-23使用艇

シースタイル会員様参加資格
先導費は無料（クラブ艇利用料金・燃料費別途・食事代は実費）料金

各回8組（1組4名様まで）定員 3名最少催行人数無料料金
要予約予約1回目 10：00～12：00  2回目 13：00～15：00時間

シースタイル会員様とご同伴の方
※初心者向けの講習会です。ベテランの方は参加をご遠慮ください。参加資格

琵琶湖エリア

滋賀京都

広島湾エリア
広島

広島県広島市中区江波栄町10-30デルタマリン江波マリーナ ☎082-291-8125

5
「i-pilot」でワンランク上のBoat Fishing

広島湾エリア
広島

広島県広島市西区観音新町4丁目14番6号広島観音マリーナ ☎082-234-7710

7
宮島紅葉プラン

広島湾エリア
広島

Information

スタッフ先
導プラン！

初心者向
け

だから安心
！

自在に操れちゃう !!

パワースポット

沖の白石 !!

新しい体験がここにある!

紅葉狩りに
食べ歩き！

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。

13 14
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　ぺちゃんこな体にデカい顔。ビックリしたよう

な目におちょぼ口。なんとも愛嬌のある姿をし

ているカワハギはフグの仲間です。

　このカワハギ、関西ではハゲとかマルハゲ

と呼ばれています。「違うだろ～、このハゲ

～っ！」という暴言で全国の薄毛に悩む男性

を敵に回した女性代議士がいましたが、女性

が思う以上にこのハゲという言葉、中年男性

の動揺を誘うものです。

　しかも、海のフォアグラとも称されるカワハギ

の肝ですが、大きな肝はいわば脂肪肝。つま

りメタボ。というわけで、「ハゲ＆メタボ」と中年

男性の悲哀を感じさせるのがカワハギ。他人

事とは思えません。

　それにしてもカワハギの肝はどうしてこんな

に大きくなるのでしょう。魚類の体重に対する

肝臓の重量比は、タイが１％以下、サバが１％

台なのに、カワハギは15～20％と桁違いの大

きさです（サメやエイといった軟骨魚も肝臓が

大きく、ヘラツノザメのような深海に棲むサメ

は25％もありますが、軟骨魚は浮力を浮袋で

はなく肝臓で得ていますから、そもそも体の

構造が違います）。

　肝がパンパンになる理由の一つは運動量

の少なさです。カツオなど運動量の多い回遊

魚は、長い距離を泳ぐエネルギーを効率よく

使う体のしくみが必要です。酸素の貯蔵に重

要な働きをするのがミオグロビン。これが多く

含まれているのが血合いです。白身魚は青

魚に比べると血合いは少ないのですが、カワ

ハギは同じ白身魚のタイやヒラメと比べても

血合いが少なく、その代わりに肝にエネル

他人事とは思えない
カワハギに漂う中年の哀愁

今や高級魚となった
仲間のウマヅラハギ

第10話 肝パンのカワハギにおじさんの哀愁をみた

ギーを蓄えているのです。定置網で漁獲した

カワハギを港内のイカダで養殖し、肝をたっぷ

り肥えさせ、価値を高めてから活魚で出荷し

ている漁協もあります。

　カワハギは褐色、青灰色をした体色に黒い

斑紋がありますが、斑紋の色や形はばらばら

で、しかも状況によって色や模様が変化しま

す。これは群れの中の順位を表しているとい

われています。優位にいる個体は黒斑が濃

く、棘のようなヒレを鋭く立て威張っていて、下

位の者は斑紋が薄く、尾ビレをすぼめ、へい

こらした感じを漂わせます。集団の中でのポ

ジションに右往左往する。ああ、ここにも中年

サラリーマンの悲哀が漂いますね。

　カワハギは主に定置網で獲れる魚です

が、漁獲量が少ないため、首都圏のスーパー

ではあまり見かけません。あの美味しさが存

分に味わえるのは釣り人の特権です。

　漁獲量がそれほど多くないにもかかわら

ず、「カワハギロール」という珍味をよく見かけ

るのが不思議だったのですが、この原料の

多くはカワハギの仲間のウマヅラハギなのだ

そうです。ウマヅラハギは大きな群れを作り、

漁獲量も多い魚です。

　ウマヅラハギが好んで食べるのが、ときどき

大量発生してニュースになるエチゼンクラゲ。

定置網漁の敵＝エチゼンクラゲというイメージ

ですが、実は1970年代くらいまで、定置網の

敵はむしろ大量発生するウマヅラハギでし

た。頭部にある棘のように突き出た背ビレ、硬

い鱗が他の魚を傷つける困り者だったので

す。この厄介者の活用法としてカワハギロー

ルは開発されました。

　今では肝の美味しさ、刺身としての価値が

見直され、すっかり人気者となったウマヅラハ

ギ。一本釣り、定置網、まき網で漁獲されたも

のは主に生食用。加工品は沖合底引き網漁

のものを使用しているそうです。

全国の浅瀬にいて、美味しくて、
しかも可愛くて親しみがわくせいか、

漁獲量が少ないわりにお馴染みの魚です。
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

　本州全域の沿岸に生息し、体長35セン
チくらいにまで成長する魚で、魚体は丈夫な
皮に覆われています。小さなおちょぼ口でエ
サをついばむように食べることからアタリの
キャッチやフッキングがやや難しく、釣り人を
熱くさせる人気のターゲットとなっています。

　岩礁帯とその周りの砂泥地に生息してい
ます。夏場は水深20メートル前後に多く、冬
場にはやや深くなります。１～２尾で行動して
いるものが多く、魚探で反応を見つけるのは
難しいのでポイント探しはカワハギそのものを

探すのではなく、生息していそうな場所を探る
ことになります。

　ボートが速く移動してしまうとカワハギはエ
サに追いつくことができないので、ボートはア
ンカーリングして停止させるか、流しながら釣
るにしても船速をせいぜい0.5ノット以下にコ
ントロールする必要があります。アンカーリン
グの場合、アタリが遠のいてきたらアンカー
ロープの長さを少しずつ伸ばすことでボート
の位置をずらすなどしてアタリが出る場所を
探っていく必要があります。

　釣法は大きく分けると以下の３通りとなります。
１.聞き釣り ： 仕掛けの長さの半分くらいを誘
い上げたり下げたりして、その途中でのア
タリを察知し、聞き上げて合わせます。

第6回
カワハギ

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

カワハギはこんな魚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!　

デッキで食べたい
簡単サカナ料理

肝和えチャンジャ
カワハギといえば「肝和え」ですが、ワンアレンジして「肝和えチャンジャ」。混ぜたら少し時間をおき味を馴染ませま
す。ニラを足し
て、フライパン
で軽く焼いても
美味いですよ。

〈材料〉カワハギ、チャンジャ（またはキムチの素）〈作り方〉カワハギの皮を剥いで、肝（肝臓）を傷つけない様に腹を裂き、緑色の苦玉（胆嚢）を潰さないように肝を取り出し塩水にさらす。 身は三枚におろし、中骨を取り、細長くナナメ切りに。肝の水分を拭き取り包丁で叩き、チャンジャを混ぜ、身と和える。

カワハギ
【学名】Stephanolepis cirrhifer
【英名】Threadsail filefish , 
         Leatherfish
【地方名】ハゲ、スブタ、
ゲバ、バクチウオ、
コオモリ、マサカリ

©N.T.S

第6回目は、沿岸部で狙え、釣り人が垂らした
ハリからエサを取るのが得意なことから

"エサ取り名人"の異名を持つカワハギです。
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。

２.タタキ釣り ： サオ先を小刻みに激しく揺さ
ぶることで、好奇心旺盛なカワハギをエサ
に寄せ、一旦静止させることで食わすチャ
ンスを与え、アタリを察知し、合わせます。

３.たるませ釣り ： 集魚板や中オモリで仕掛
けを弛ませることでエサを自然に漂わせ、エ
サを一気に吸い込めるような状況を作っ
て、ゆっくり聞き上げつつアタリを察知し、
合せます。
　これらはあくまで代表的な3パターンであり、
当日のヒットパターンを掴むことが大切です。
ただし、上記のうち１通りのみを一日中続け
るのではなく、状況に応じて変化していく必
要があります。上手な人ほどその状況に合っ
た釣法をいち早く見つけ、どんどん釣果に差
をつけていきます。中には３通りをミックスし
たような釣法で実績を上げている人もいて、
そのあたりが場数を踏んだベテランとのウデ
の差となります。

タックル＆仕掛け図

針

接続具

  小型
両軸受けリール
DAIWA製
リザルト150

サオ
長さ1.8m 8:2調子
オモリ負荷 20～30号
DAIWA製
アナリスターカワハギ
82-175

ミチイト
DAIWA製 
UVFハイパーメガセンサー0.8号

集魚板 状況に応じて
使用する

市販の
カワハギ仕掛け
DAIWA製
快適カワハギ
仕掛け
ワンデイパックSS

ハリ
DAIWA製
スピード7.5

オモリ
DAIWA製

快適船シンカーS 25号

エサ
アサリ、アオヤギ、
オキアミ

30cm

フロロ
カーボン
ライン

D-MAX
カワハギ
SaqSas

7cm

快適
フックビーズ

15cm

10cm

7cm

ハリス・幹糸

15

カワハギ釣り 

岩礁やその周辺
の砂地

水深5～70m
〈ポイントの特徴〉

〈底 質〉

アンカリングするか船速0.5ノット
以下となるように操船する。

〈ボートコントロール〉

オモリは底に着けたまま集魚板、あるい
は中オモリの重さを利用して仕掛けをた
るませてエサを自然に這わせ、カワハギ
がエサを一気に吸い込めるような状況を
作る。その後、ゆっくり聞き上げつつ、微
妙なアタリを察知し、合わせる。

サオ先の変化を注視しつつ、誘い下げ
て、その途中でアタリを察知し、聞き上
げて合わせる。

❶ 聞き釣り ❸ たるませ釣り❷ タタキ釣り

オモリ着底と同時にサオ先を激しく揺す
るように動かし、3～4回繰り返したら、
一呼吸おいて大きく聞き上げる。タタキ
テンポや間隔を変えるなどし工夫する。
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クラブからのお知らせ

2017年のシースタイルクラブイベントは、2月28日の操船実習体験イベントを皮切りに、クラブミーティング、
シースタイルフェスタ、釣り講習会を各地で開催しました。今年も多くの会員様にご参加いただき、

楽しいイベントを開催することができました。参加された皆様の感想をお届け致します。
※9月以降のイベント報告はホームページでご覧ください。

2月28日（火） 日生マリーナ
牡蠣BBQ＆操船実習体験イベント

7組11名様

3月12日（日） マリーナ河芸
シースタイルクラブミーティング

10組12名様

6月25日（日） ボートショップ酒田
シースタイルフェスタ in 酒田

6組10名様

対象魚の生態、釣り仕掛け、GPS魚探を活用したポイント発見方法、釣りポイントに留まる操船知識の講習

6月18日（日） 北浜マリンベース
シースタイルフェスタ in 松島

6組9名様

5月28日（日） ニューポート江戸川
シースタイルフェスタ in 東京

68組153名様

5月20日（土）・21（日）湘南サニーサイドマリーナ

シースタイルフェスタ in 湘南
78組168名様

ゲートブリッジ見学集合写真

サンセット／ナイトクルージング

4月1日（土） ボートパーク広島
シースタイル釣り講習会

22組36名様
4月2日（日） 広島観音マリーナ

集合写真

安全航行祈願祭

ドローンパーク

集合写真

操船実習

牡蠣BBQ

集合写真 釣果

2017

◎また日生マリーナを利用したい。　◎牡蠣のBBQが美味しかった。

◎楽しい休日を過ごせました。広い海と適度な田舎さ加減はリフレッシュにぴったりです。 
◎天候にも恵まれ、多くの方とも知り合えて、ドローンも楽しめました。スタッフの皆様、
ありがとうございました。
◎シースタイルに入会させて頂いて、マリンライフが充実しています。大変感謝してい
ます。ありがとうございます ！
◎マリーナ河芸を利用してみたいと思いました。

◎クルージング、ダイビング講座と盛りだくさんで充実していました。
◎天気も良く、スタッフさんから操船を学べました。　◎カヤックで子どもが楽しめた。  
◎初心者なので参加するまで不安でしたがとても親切で楽しめました。釣りを始める
良いきっかけになりました。

◎大変参考になった。早速、海に出かけたいと思う。
◎GPS魚探の講習が興味深かった。

5月20日（土）・21（日）
シースタイルフェスタ in 福岡

23組71名様マリノア
（西福岡マリーナ）

集合写真

博多湾周遊クルージング

ゆったり！ ヨットセーリング体験

集合写真

クルーザーヨット乗船体験 カヤック体験会 実践釣り講座

集合写真 講習の様子

6月4日（日） いずみさの関空マリーナ
シースタイル釣り講習会

22名様

◎操作方法、魚探の見方、仕掛けについて詳しく説明してもらった。
◎実践に役立つ内容であった。大阪湾のポイントなど。
◎釣りのポイントとボートの流し方について分かりやすかったです。

◎サンセットクルージングは空、海や景色が時間とともに変化し、楽しめました。
◎高速道から見下ろした川を操船体験でき満足です。 ◎家族も喜んでいた。
◎しっかり操船することができた。
◎最高でした。カレーも美味しかった。BBQもとても美味しく沢山いただきました。

◎クルージングや離着岸練習、GPS講習など色々な内容を1日で体験出来てとても
楽しかった。
◎特にヨットの体験が良かった。キャプテンとの会話が味わい深く、良い思い出となった。  
◎色々体験できて大変有意義なイベントだった。  ◎今後マリノアを利用したい。

◎好漁場が多い。もう少し時間が長いと良かったです。
◎無事に釣れてよかった。また来たいです。
◎今後も北浜マリンベースさんを利用したい。

仕掛けの説明 受講中

6月17日（土） うみんぴあ大飯マリーナ
シースタイル釣り講習会

9名様

◎釣りの基本、魚探の操作方法からアジの生態までわかりやすく説明して頂きました。 
◎レクチャー後は海に出てアジ釣りが実践でき、大満足。

さあ、酒田沖へ フィッシングコンテスト 釣り講習会

集合写真

◎いろいろなポイントを知ることができた。
◎ドラグの閉め方は勉強になった。魚は釣れなかったが楽しかった。
◎レンタルで釣行を実施したい。  ◎分かりやすかった。

7月15日（土）・16日（日）
シースタイルフェスタ in 猪苗代

31組73名様磐梯マリーン
猪苗代マリーナ

マリンジェットショートツーリング

秘境クルージング記念撮影

◎BBQも美味しく大変満足しました。 ◎穴場紹介や楽しい話を聞けた。
◎ウェイクボード講習会ではなんとか立てて良かったです。楽しく丁寧に教えていただ
きました。
◎猪苗代マリーナは、湖が広く気持ちが良かったので今後も利用したい。

7月8日（土）・9日（日） 小樽港マリーナ
シースタイルフェスタ in 小樽

31組68名様

集合写真

◎開催時期、メニューなど、天候にも恵まれとてもいい時間でした。更に色 な々メニュー
が増えることを期待しています。
◎ポイントや流し方が理解できた。先生が良い。 ◎安レク丁寧に教えていただきました。

窓岩クルージング＆大型艇操船 魚のさばき方講座 安レク免除付操船練習



安全にシースタイルをお楽しみいただくために
近年、ますます多くの会員様にシースタイルを楽しんで頂いておりますが、
会員様の少しの心がけで防ぐことのできる事故が多くなっております。今一度以下の項目をご確認頂き、
ご自身とゲストの方と一緒にルールを守って、安全で快適なマリンライフを楽しみましょう。

利用料金の改定に関するご案内

・危険箇所やGPS魚探の使い方など、不安なことは
 事前にマリーナスタッフに確認しましょう。
・最も多い事故である「座礁」を防ぐ為に、
 岸には寄り過ぎず、危険区域を
 避けて航行し、水深はこまめに
 チェックしましょう。

海上は陸上より温度が低く、風や水しぶきや水温等の影響で体感温度も
低く感じることがありますので、着替えの服などは少し多めにご用意
されることをお薦めします。また、船体の揺れに備えてハイヒール等の
不安定な履物は履き替え等をお願いします。

乗船に適した服装7 ＜船長の心得＞
カッパは雨だけじゃなく、
寒い時にも重宝するね。

・着替え
（多めに）
・タオル
・飲み物
・カッパ

不安定な場所など、落水の恐れがあるような場所への乗船、船外に身を乗
り出す等の危険な行為はしないこと。また、他の乗船者や他の船舶、近
隣者等に迷惑となる行為はしないこと。

危険・迷惑行為はしない6
危ないわね ！

船は、前方であるほど上下の揺れが大きくなります。
転倒・落水等の恐れがありますので、航行時は操船者より前方のバウ
（船の先端方向）への乗船はしないでください。

航行時は、バウ（船の先端方向）
に乗船しない5

航行中は、操船者より前方には乗船しないで ！

船上では、船舶免許を持ち、安全講習などを受講した船長が最高責任者
です。船長の指示に従いましょう。

シースタイルでは、乗船される方全員、ライフジャケットを常時着用して
頂きます。

ライフジャケットを
常時着用する2

船上では、私の指示に
従ってください ！

乗船中は
ライフジャケットは
脱がないでね ！

船上では船長の指示に
従いましょう1

スロットルの操作は優しく、発進 ・ 停止 ・ 後進 ・ 旋回 ・ 加速 ・ 減速時
は、ゲストへの声掛けで転倒などの事故を未然に防ぎましょう。

波やうねり、他船の引き波で船が大きく揺れることがあります。
航行時はもちろん、停泊時であっても、急な揺れに備えて、いつでも手す
りなどに捕まれるよう、身体の安定確保に備えてください。

楽しい一日は、船長の
思いやり操船で ！

船体の揺れに備える43

ボートが揺れたらハンドレールをしっかり持ってね ！

スピードを
上げるよ ！

この海域に注意
してくださいね。

　当クラブの利用料金は、2006年の発足当初より当時の料金を維持してまいりましたが、クラブ運営
費等の上昇により、この度、料金を改定させて頂くことと致しました。
改定時期につきましては、2018年4月１日のご利用日から適用させて頂きます。
　今後もより一層のサービスレベル向上に取り組み、魅力的なクラブの運営に努めて参りますので、
何とぞご理解とご協力を頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。

　2018年5月より、シースタイル及びシースタイルジェットにおいて、クラブ艇の保険補償内容が変更と
なりますのでご案内いたします。今一度、補償内容をご確認頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

※新しい利用料金につきましては、2018年2月以降、ホームページにてご確認ください。

¥

＜保険内容の変更について＞

2017年度

船  体 船体価格・免責10万円

賠償事故1億円・免責1千円

1名あたり 死亡 2,000万円
後遺障害 2,000万円
入・通院日額 1万円

1名あたり 死亡 1,000万円
後遺障害 1,000万円
入・通院日額 5千円

賠償事故1億円・免責1千円

船体価格・免責10万円

100万円 100万円

賠  責

搭乗者
障　害

搭乗者
障　害

捜索費用

2018年度 2017年度

船  体 船体価格・免責5万円 船体価格・免責5万円

賠償事故1億円・免責5万円

1名あたり 死亡 1,000万円
後遺障害 1,000万円
入・通院日額 1万円

1名あたり 死亡 1,000万円
後遺障害 1,000万円
入・通院日額 5千円

賠償事故1億円・免責5万円

50万円 50万円

賠  責

捜索費用

2018年度

シースタイル・ボートの補償条件・免責 シースタイル・マリンジェットの補償条件・免責

 ・SR-X : 平日3時間 レギュラーシーズン  7,200円 ⇒  7,800円
 ・AS-21 : 平日3時間 レギュラーシーズン  8,200円 ⇒  8,900円
 ・MJ-VX Cruiser / MJ-VX Deluxe : 
     平日3時間 レギュラーシーズン11,300円 ⇒12,700円

一例

2018年4月1日以降の
ご利用日から適 用

2018年5月1日以降の
ご利用日から適 用
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ホームマリーナ情報

編集後記

　相模川に位置するコグレマリンサービスは、スポーツボートのレンタルをお楽しみ頂け
るマリーナです。なお、コグレマリンサービスは相模湾初のスポーツボート配備マリーナに
なります。スポーツボートの爽快感を
味わいながら、湘南や江ノ島の海の
魅力をぜひ体験ください。2級免許を
お持ちのJET会員さまもスポーツ
ボートのご利用が可能です。

相模湾初 ！  湘南でスポーツボートのレンタルをスタートしました ！

2017年5月
OPEN 神奈川コグレマリンサービス

 今回の会報誌Vol.25では〝島〟〝ハワイ〟〝大型商業
施設〟と身近な日常から海外までさまざまなご提案を満
載しております。秋の絶好のシーズンを迎え、クルージ
ングプランの参考になれば幸いです。（ I ）

　同封のアンケートにご回答いただき、2017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「クオカード 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： 2018年10月31日まで

また、会員ステージごとの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。

マリンジェット 新配備

NEW

☎ 0463-24-1533
I n f o r m a t i o n
クラブ艇：AR190

〒254-0023
神奈川県平塚市馬入2176 
ハーバー湘南内
営業時間：9:00～17:00
定休日：火曜日

冬季限定発行

相模川でマリンジェットツーリング ！
　平塚の湘南マリーナでは、5月よりマリンジェットがレンタル可能になりました。
YFR-24、SR-Xを使ったフィッシングやクルージングに加え、相模川でのマリンジェッ
トツーリングもお楽しみください。マリーナにはシャワールームやBBQ施設もあります
ので、ご家族やご友人と一緒に気軽にマリーナへお越しくだ
さい。

I n f o r m a t i o n
クラブ艇：MJ-FX HO

☎0463-23-8882
〒254-0025 神奈川県平塚市榎木町 11 グランドビクトリア1F
営業時間：9:00～17:00　定休日：火曜日（その他年間予定表に定める臨時休業あり）

湘南マリーナ [2017年5月新配備] 磐梯マリーン猪苗代マリーナ [2017年10月新配備予定] 

美しい猪苗代湖でマリンジェットを満喫 ！
　磐梯マリーン猪苗代マリーナは、磐梯朝日国立公園に属する猪苗代湖の湖畔に
位置しています。猪苗代湖は日本の湖の中でも水質のきれいさが上位であり、透明度
は３番、広さは４番で、海水と違いべたつかず、湖面がフラットな場所が点在しており
ウェイクボードを満喫いただけます。また、お昼は湖畔のテラス
で地元野菜や熟成肉のバーベキューがおすすめです。

I n f o r m a t i o n
クラブ艇：MJ-FX HO

☎0242-65-2750
〒969-3285 福島県耶麻郡猪苗代町大字翁沢字不動堂 579-10
営業時間：8:30～18:00　定休日：8月4週目から火曜日

写真は製品写真です。写真は製品写真です。

写真は製品写真です。

134

129

1

310

相模湾

航行区域

茅ヶ崎市

大磯町

東海道本線

藤沢

江ノ島

江ノ島電鉄線

茅ヶ崎

相
模
川

平塚

大磯

二宮

コグレマリンサービス

●本券の使用で、有効期限内の全日（平日・土日・祝日）、通常の正規のクラブ艇
ご利用料金より3,000円分を割り引き致します。
●燃料費、消耗品費、安全レクチャー等のクラブ艇ご利用料金以外の諸費用は、
対象外となります。
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