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茅渟の海を走り尽くせ

様々なタイプのクルージングや自家製干物づくりなど、楽しいプランが盛りだくさん。

淡路島と紀淡海峡、明石海峡に囲まれた大阪湾。古くから豊穣の海として知られ、
天下の台所を支えた海は、
さまざまな海遊びが楽しめるエリア。

ブリ

チヌ
（黒鯛）の語源とも言われるこの海で、
クルージングに釣りにとシースタイルの1日を楽しんだ。

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。

16 連載 海好きなら知っておきたいサカナの豆知識
姫路市
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名神高速道路

加古川市

高砂市

最終話 激変する天然ブリの生産地。

笑顔のフォトコンテスト2018年 結果発表！
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フィッシングコンテスト2018年 春期 結果発表！

19

クラブからのお知らせ

山陽新幹線

神戸市

★

大阪市
神戸港

JR山陽本線
明石市
明石海峡大橋

神戸フィッシャリーナ

明石海峡

2 クリエイションマリーナ

大阪湾
瀬戸内海の東端に位置する大阪湾は、明石海峡により瀬戸内海の播磨灘と、友ヶ島水道(紀淡

大阪湾

海峡)により紀伊水道と連絡する、本州と淡路島に囲まれた海域です。大阪の別称「なにわ」
は
「魚
淡路島

済・産業・文化が高度に集積していて、明石海峡・神戸港・大阪港・関西国際空港・友ヶ島・淡路島な

南阪奈道路

和泉市

大阪府

岸和田市

関西国際空港

（な）
庭」
を語源とする説があるほど、魚介類が豊富な海域として知られています。沿岸地域は人口・経

西名阪
自動車道

26

泉大津市

3 阪南マリーナーオーシャン

淡路市

近畿
自動車道

堺市

阪神高速４号湾岸線

淡路交流の翼港
神戸淡路鳴門
自動車道

第二
京阪道路

神戸空港

横瀬

●2018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

1

尼崎市

芦屋市

1 いずみさの関空マリーナ
泉佐野市

泉南市

阪和自動車道

洲本市

ど、
クルージングスポットやフィッシングスポットが多く点在しています。

26

大阪湾を囲むようにシースタイルホームマリーナもありますので、
ぜひ季節ごとに興味のある海遊び

友ヶ島

をピックアップして、多様な大阪湾を楽しんでみませんか。

紀淡海峡
鳴門海峡

岬町

JR阪和線

上 / 神戸フィッシャリーナはいずみさの関空マリーナが運営

4 大阪岬マリーナ
和歌山市

JR紀勢本線

しているので、事前に連絡しておけばスムーズに利用できる

N

JR和歌山線

10km

下 / 魚の宝庫、
友ヶ島へボートを走らせる

❷

AWAJISHIMA

KOBE

チ

OSAKA BAY
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茅渟の海を走り尽くせ

フィッシングボートとして人 気の高い
YFR-24にはスパンカーが効果的。こ
の日は横瀬でもチャレンジしてみたが、
時合いを逃して反応は今ひとつだった

海抜ゼロメートルから明石海峡大橋を眺める
食事を取った後は、淡路島沿岸に沿ってボートを走らせて明石海

世界最長の吊り橋である明石海峡大橋。付近は、瀬戸内海と大阪湾を結ぶ航路にもなっているので大型船の往来が激しい。見張りに十分注意を

贅沢な時間をマルチに遊ぶなら大阪湾をチョイス！
大阪湾と聞いても漠然としていて遊びのイメージが湧かない。と言
う人は多いかもしれない。釣り人にとっては『友ヶ島』や『横瀬』な

示に従って着岸すればいい。神戸フィッシャリーナの桟橋は、いずみ

しみやすい。約 4キロある長さは、吊り橋という橋の中でもひときわ存

さの関空マリーナが管理しているので、出港時にビジターでの係留を

在感を放つスタイルによって、初めてボートから見る人を釘付けにして

伝えておけばスムーズに利用できる。
ここの魅力は、マリンピア神戸に隣接しているので、ショッピングから

ておけば、あとはその日の天候と潮の時間を見て遊び方を変えるとい

ので、航行には十分に注意が必要。青物などの釣りも楽しめるので、

ら1 時間。バーゲンの時期には周辺は必ず渋滞となるが、ボートであ

う、実に贅沢なスタイルでマリンプレイが楽しめるホームマリーナだ。

魚探にベイトの反応が見られるようなら、見張りを怠らずにロッドを出せ

れば海の潮風を浴びながら快適なクルージングを楽しみ、渋滞知らず

ば、運良く魚の顔を見られるかもしれない。

でショッピングが楽しめる、なんとも贅沢な一日を楽しむことも不可能で

空マリーナからは関西国際空港を超えれば 290°
の一直線で行ける。

べて回りきれない大きさが大阪湾の魅力だろうか。

桟橋が混雑する週末や休日は利用の確認が必要になるが、プレジャー

今回のホームマリーナに選んだ『いずみさの関空マリーナ』は、関

ボートのビジター利用が可能で、さらに港の上にあるウェスティンホテル

西国際空港の対岸に位置し、
『友ヶ島』や『淡路交流の翼港』など

淡路では送迎付きで食事が取れるとのこと。気軽にクルージングが楽
しめる距離にあるのも嬉しい。

国生み神話の淡路島へ

はない。

神戸市

淡路島〜神戸
クルージングマップ

時間があれば神戸港巡りも楽しい。神戸ポートタワーやモザイク周

神戸ポートタワー
umieモザイク

辺、神戸空港に、もちろん釣り好きにはその沖にある横瀬のポイントで

神戸港

季節の魚を狙うことになるだろう。夏から秋にかけては太刀魚や青物、
明石海峡
大橋

アジに鯛など、なんでもこい！の状態になる。青物であれば 20メート

神戸フィッシャリーナ
（マリンピア神戸）
神戸空港

ルラインを。根魚がターゲットなら30メートルラインが目安になると言わ
れているが、だいたいは、その日のポイントに10〜20 隻の船団がいる

明石海峡

淡路交流の翼港がある淡路島は、海山を問わずその豊富な食材

いずみさの関空マリーナから淡路交流の翼港へは、天気が良けれ

から、近年ではグルメの島として多くの観光客が訪れる一方で、国生

ば淡路島を眺めながらのクルージングになる。コンパスさえ合わせてお

み神話の誕生の地としてその歴史がある。伊弉諾尊と伊弉冉尊の名

けば、あとは安全確認しながらボートを進めるだけ。初めてで不安な

前はどこかで耳にしたことがあるだろう。この二柱の神が天下り、最

方でもゆとりを持ってクルージングできるコースで、凪の海ならば、操船

初に降りた地とされているのが淡路島であり、ここで夫婦の契りを交わ

する1 時間はあっという間に過ぎてゆくだろう。

いざなみのみこと

して、次々と他の島を誕生させて、今の日本列島ができあがったと語
チ ヌ

場する神武天皇の兄の五瀬命が矢を受けた時に、その傷口をこの海

電話すると港の前に送迎車が来てくれる。もちろん徒歩でも15 分ほ

で洗ったことから、
『血沼の海』
と呼んだことが由来になっているそう
（ち

どなので、散策をしながらというのもオススメだ（現在、台風被害に

なみにこれはあくまでも諸説あるなかでのひとつに過ぎないのでご注意

より一部施設が閉鎖されていますので、ご利用の際にはお電話にて

を）
。ただ黒鯛がよく捕れたことは事実のようで、古くから捕れる魚の

ご確認ください）。

代表であった黒鯛にチヌという名前がつけられたそうだ。

ので、状況を確認しながらポイントへアプローチすれば、釣果が出せ

N

るだろう。

横瀬
淡路交流の翼港

5km

❶

❷

簡単に接岸できる。ウェスティンホテル淡路で食事を取る場合は送迎
依頼ができるので、ボートの係留受付が終わり次第、ホテルに直接

チ ヌ

ウェスティン
ホテル淡路

大阪湾

淡路交流の翼港は、係員の方が舫いを取ってくれるので、比較的

そうチヌ（黒鯛）の語源となった茅渟と言う言葉も、日本神話に登
いつせのみこと

❸

誇り、愛称は「パールブリッジ」だが、
「明石大橋」と呼んだ方が親

食事まで楽しめること。天気が良ければ、いずみさの関空マリーナか

の運河巡り、
『神戸フィッシャリーナ』などのポイントがあり、1日ではす

り継がれている。

フィッシャリーナから出港するボートに気をつければ、あとは誘導の指

際航路にも指定されているため、1日に1,400 隻の船舶の往来がある

私たちが最初の目的地にしたのは淡路交流の翼港。いずみさの関

いざなぎのみこと

峡大橋へ。全長 3,911メートル、支間長は1,991メートルと世界最大を

しまうほどだ。ちなみにこの橋の付近は最大の潮流速度が 9ノット。国

どの一級のポイントを、クルージングでは『淡路交流の翼港』や大阪

いずれのポイントにも約 1 時間の距離にある。釣りの仕掛けさえ用意し

ボートを神戸側に走らせれば、神戸フィッシャリーナは目と鼻の先。

❶淡路交流の翼港ではウェスティンホテル淡路での
ランチが定番 ❷写真の明石海峡公園やボートを係
留する淡路交流の翼港は
【淡路夢舞台】の施設。
展望テラスや百段園
（花壇）
等さまざまな施設がある

❹

TOMOGASHIMA

チ

OSAKA BAY
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茅渟の海を走り尽くせ

今回お世話になったマリーナ
1 いずみさの関空マリーナ
イタリアンレストラン

Pizzeria S Di Piu

本場ナポリから取り寄せた薪釜で焼くピッツァを中心に、
パスタなど充実のイタリアンが楽しめます。
（ランチ：11：00〜15：00、
ディナー：18：00〜21：00）

☎072-463-0112
関西国際空港の対岸に位置するいずみさの関空マ
リーナは、大阪湾のみならず、瀬戸内海、太平洋など異
なるロケーションが楽しめるマリーナ。
さまざまなボーティ
ングスタイルに精通しているので、海遊びなら気軽に相
談できる。

住所：大阪府泉佐野市りんくう往来北
6番地
営業時間：9：00〜17：00
定休日：3〜10月 火曜日
11〜2月 火・水曜日

シースタイルではクラブ艇YFR-24やFR-23LSなど7
隻の利用が可能。今回紹介したスポットはすべて海遊
びプランにあるので、
ぜひお問い合わせを。
友ヶ島は全体が釣りのスポットになっているので、
対象魚を絞って、
潮汐に併せて釣り場を選ぶのがセオリー

ボートフィッシングの聖地、友ヶ島へ

楽しみで溢れる大阪湾を満喫できるマリーナ
2 クリエイションマリーナ

アーバンなロケーションが楽しめる湾奥に対して、関空から南側に

❶

4 大阪岬マリーナ

❷

南下すると水色もぐんぐんと青みを増し、マリンブルーの世界が堪能で
きる。いずみさの関空マリーナでの南限にあたる友ヶ島は、沖ノ島、
虎島、神島、地ノ島の総称であり、淡路島と沖ノ島を隔てる由良瀬戸、
沖ノ島と地ノ島を隔てる中ノ瀬戸、地ノ島と本州を隔てる加太ノ瀬戸
の3 つの瀬戸に囲まれ、北側が大阪湾、南側が紀淡海峡と言うロケー

☎072-223-5884

ション。沖ノ島灯台の西側には、東経 135 度を示す日本標準時子午
線が通っている。目には見えないが、国生み神話と合わせても、この

❶潮と共にポイントを変えながら大物を狙う

堺駅にも近く、堂島川など、大阪のアーバンクルーズ

辺り一帯は日本にとって神聖な場所としての条件が揃っているようだ。

も、
この日は魚の顔が見られず❷予想外の

が楽しめるようにキャノピー無しのSR-Xを配備。遊びの

釣果に釣りガールのちゃこさんも苦笑い

島全体は鬱蒼とした木に囲まれ、かつては砲台が設置されている
など軍事基地としての役割を担っていたが、現在ではラピュタの森とし

広大な大阪湾を楽しむなら1日ではとても回りきれないので、季節ご

て観光客が訪れる人気のスポットとして知られている。残念ながらプレ

とに楽しみを見つけて、ボートをレンタルしてみてはいかがだろうか。

ジャーボートの係留は出来ないので、上陸する場合は加太からの連

今回は急ぎ足で紹介したが、いずれのクルージングポイントも1日の利

絡船に乗船することになる。

用で十分に楽しめる。ランチを楽しみに淡路島へ。ショッピングも兼ね

とは言っても友ヶ島なら、やはりボートフィッシングにチャレンジしてみ

て神戸フィッシャリーナへ。大漁を夢見て友ヶ島へ。気軽にからとこと

たい。友ヶ島周辺の海域では、対象魚と仕掛けが適正であれば、必

んまで、茅渟と呼ばれた豊穣の海は楽しみで溢れている。ボートで海

ず釣果を残せるというのだから、ボートフィッシングのビギナーにはうっ

に出れば、その楽しさが分かち合えることは間違いないだろう。

気に上級者へステップアップできる環境が整っている。餌を求めて魚
率よく楽しみたいなら、マリーナのスタッフにコンディションの確認をして
から準備を整えた方がいい。

日本標準時子午線
由良瀬戸

が活性化する時合いを狙えば、短時間でも釣果が上がるだろう。効

友ヶ島マップ

虎島
神島

加太ノ瀬戸

魚影を求めて釣りに専念できるので、ある程度の回数をこなせば、一

中ノ瀬戸

てつけ。ポイントへのアプローチ方法など、潮の流れを体感しながら

❺

相談にも気軽に対応してくれるので、
ご利用の際は事前

地ノ島

3 阪南マリーナーオーシャン

は15分程度で到着できます。またマリーナには最新の
フィッシング情報があり、釣果実績も多数。ボートフィッシ
ングのアドバイスも受けられるので初心者でも安心して利
住所：大阪府泉南郡岬町多奈川谷川港
営業時間：9：00〜17：00
定休日：月曜日・第2火曜日

☎072-432-5944
いずみさの関空マリーナに近い岸和田市地蔵浜にあ
くアクセスも良好。
また淡路・明石・友ヶ島などにもアクセ

加太湾

☎072-495-5306
釣りのフィールドである友ヶ島に最も近く、
マリーナから

用できます。

る阪南マリーナーオーシャンは、湾岸線のインターにも近

N

沖ノ島

にお問い合わせください。

住所：大阪府堺市堺区北波止町13
営業時間：6〜9月：9:00〜18:00
10〜5月：9:00〜17:00
定休日：火曜日

スの良いマリーナとして知られています。

住所：大阪府岸和田市地蔵浜町7番地
営業時間：4〜10月：9:00〜17:30
11〜3月：9:00〜17:00
定休日：火曜日

500m

❻

特別企画第 3 弾

Guam

MENU
MAP

ン予定

プ
ー
オ
来春

Sea-Style 海外ホームマリーナ

アグエコープ

❹アグエコーブコース

GUAM, USA

★

N

デデド

恋人岬

2km

❸恋人岬コース
❷ラッテストーンコース

ラッテストーン

南国のビーチリゾート・グアム島で
シースタイルジェットを楽しみませんか？

タモン

❶ハガニア湾
リーフ内レンタル

★

ハガニア

HAGATNA BAY

❷

AGUE COVE

タムニン

ホームマリーナ/グアムジェットスキー
グアム国際空港

コース名

金額

❶ハガニア湾リーフ内レンタル

その他

＄ 60
（1名）
／＄ 80
（2名）

※ガイド無し
（乗船時間は20分ほど）

❷ラッテストーンコース

＄100
（1名）
／＄170
（2名）

※ガイド付きツアー：所要時間：約2時間30分

❸恋人岬コース

＄120
（1名）
／＄200
（2名）

※ガイド付きツアー：所要時間：約2時間30分

❹アグエコーブコース

＄180
（1名）
／＄250
（2名）

※ガイド付きツアー：所要時間：約3時間30分

グアム一言メモ
大航海時代にマゼランの来島から約300年に渡るスペイン統治時代
を経て1898年にアメリカが占領し、太平洋戦争を経て現在に至ってい
ます。
日本統治時代にグアムは
「大宮島」
と呼ばれていました。アメリカの
統治領ですが、
スペインの面影は濃く、同じような歴史を持つフィリピンか
らの移住者も多いとのこと。
食事やショッピングに関しては、
アメリカナイズされていますので、海外
旅行を経験した方であれば、
戸惑うこと無く楽しめますよ。

❶

アプガン砦にある砲台のレプリカ。1,800年頃のチャモロ族の大反
乱に対してスペイン軍の拠点となった砦で、
いまではハガニア湾を
眺める展望台として観光スポットになっている

❸

毎週末には朝市も開かれます。
こちらの見学も可能ですので、事前にお問い合わせください

❹

❺

❻

❶オーナーのSAORIさんも大のマリンジェットファン。お気軽にお問い合わせください ❷スタッフはグアム公認のインストラクター。アグエコーブへのツーリングはシースタイルジェットで ！ ❸グ
アムは透明度が高いので、サンゴも魚もバッチリ。リーフ内はサンゴ礁があるので、気をつけて走りましょう ❹チャモロ料理はスペイン風。地元の食堂で味わってみてください
❺グアムジェットスキーでは写真のランチオーダーも可能です。事前にご連絡ください ❻グアムツーリングで最大の見所はアグエコーブ。透き通る海をぜひシュノーケリングで楽しんでください

グアムの魅力は海外のビーチリゾートでありながら沖縄＋1〜2時間で

ラッテストーンや恋人岬（ツーラバーズポイント）
といったグアムの観光

到着できること。金曜日の仕事終わりでグアムに向かい日曜日の午後便

名所から、アグエコーブ等マリンジェットツーリングならではのポイントま

で帰国する、週末海外リゾートという遊び方が可能です。

で、
オフィシャルガイドが一緒に同行するので、安心して楽しむことができ

このグアムのホームマリーナはタモン湾に隣接するハガニア湾に位置
し、各ホテルから車で15〜20分の距離にあります。
グアムジェットスキー
では、
レンタルご利用の際、ホテルへの無料送迎がついていますので安
心です。

❼

ます。シースタイルジェットが利用できる会員資格があれば、国内からの
予約でレンタル利用が可能です。
ご家族やご友人と一緒にマリンジェットを楽しみませんか。透明度で
は定評のあるグアムの海をぜひ覗いてみてください。

グアムショッピングの定番Ｋマート。
日用品からお土産まで、
もちろんマリ
ングッズも揃っています

グアムには写真のプレ
ミアムアウトレットの他、
マイクロネシアモール、
タモンサンズプラザ、
ザ・プラザ等のショッピ
ングモールが充実。時
間に余裕があるときに
はショッピングも選択肢
のひとつ

朝市などでは屋台も出ている
ので、
ぜひチャレンジを

シースタイルジェット・グアム Information
ハガニア湾に面したシースタイルジェット・グアムに行くためには、
【Jimmy Dee's パラダイ
スリゾートバー】
と言えば、
ホテルのスタッフからタクシーの運転手まで、多くの島民に知られて
いるので間違わずに連れて行ってくれるでしょう。
ショップオフィスはこのビーチバーに隣接し
ているので、
ジェットを利用した後で、
バーでゆっくり飲んでいれば、
リゾートとはまた違うグアム
の雰囲気を感じることができますよ。
マリーナ名：GUAM JET SKI（グアムジェットスキー） クラブ艇：MJ-FX HO
住所：201A Maria Kotla Loop Tamuning Guam 96931
TEL:+1-671-788-6676

E-mail:info@guamjetski.com

ご予約・ご利用については2019年春を予定しています。
詳細につきましては、
ホームページと次号会報誌にてご紹介いたします。

❽

−Hawaii・Thailand−

海外ホーム マ リーナ

NEWS

予約期間
変 更

対象

ハワイ・タイ

●変更前：ご利用日の 30日前〜10日前の17:00（現地時間）まで
●変更後：ご利用日の 90日前〜10日前の17:00（現地時間）まで
ハワイの予約方法・
詳細はコチラ

タイの予約方法・
詳細はコチラ

予約回数制限
について

マリーナへの
送迎が追加

「国内のホームマリーナを予約しているから、海外の予約が入れられない…。」
という心配が
なくなりました！ 海外のホームマリーナに限り予約回数の制限がなくなり、会員様のご希望
の日程でご予約いただけます。

タイ

「空港や宿泊先からマリーナへ無事にたどり着けるか心配…。」
という方にオススメ！ 釣りの
オプションメニュー＜釣りツアー会社：Mokoley tour
（モコリー）
＞にお申込みいただくと、
シー
スタイル・レンタル利用日の移動に限り、送迎をさせていただきます
（バンコク市内からでも可
能）
。マリーナへの移動はお任せして、現地で安心してシースタイルをお楽しみいただけます。
【オプションメニュー
（送迎サービス付き）】
釣りの知識のある専門スタッフが、
ポイントの案内や釣り方をアドバイスしてくれます。
タック
ルのレンタルも有り
（料金別途）
。
■オプシションメニュー料金
料金
（1名あたり）

1名様
6,000THB

2名様
3,000THB

3名様
2,500THB

4名様
2,200THB

※オプションメニューは、
クラブ艇レンタル申込後に、別途「Mokoley tour（モコリー）」へのお申込みが必要です。
※オプションメニューご利用の場合は、
ボートの定員がマイナス1名となりますのでご注意ください。

日本語対応の
電話サポート
を開始

オプションプラン

「キャプテンへ連絡したいけれど英語での連絡が不安…。」
という方も安心です。釣りのオプ
ションメニューを提供している
「Mokoley tour
（モコリー）
」
と提携し、現地の日本語スタッフが
電話サポートをすることになりました。
※他の業務等に対応中の際は、
お電話がつながりにくい場合がございます。

世界中の人々を魅了する常夏の楽園「ハワイ」の海を遊び尽くそう！シースタイル・ハワイ

手ぶらでチャレンジ！根五目釣りはいかが。 「Ta ape」ヨスジフエダイ

クラブ艇「シーフォックス」にロープで繋がれたフロート
（ブギーボードなど）に乗り
（捕まり）
ながら、

大自然が広がるハワイの綺麗な海で、根五目釣りを楽しもう！

１〜２人１組でシュノーケリングを行います。

エサ・釣具など、
すべてレンタル利用だから手ぶらでOKです！

料金

レンタル利用料金にオプション追加：＄50〜（税別）／2名

料金

レンタル利用料金にオプション追加：＄100〜（税別）

時間

レンタルボートご利用時間内（3時間）
に実施

時間

レンタルボートご利用時間内（3時間）
に実施

定員

5名（スタッフ同乗のため）

定員

※スタッフ同乗費用含む

・スタッフ同乗が必須となります。
・小学生以上（21歳未満は保護者の同意が必要）
で十分な泳
力のある方。
・船のアンカリングができないため、船長は常時操船席で待機し ウミガメに会えるかも！
てください。
・事前の保険加入と、
シュノーケリングツアー利用同意書の事前
提出が必須となります。

フロート
（ブギーボード）
２枚・マスク＆シュノーケル
（通
含まれるもの ツアーには、

利用条件

※スタッフ同乗費用含む

5名（スタッフ同乗のため）
マリーナ周辺には禁漁区があります。
また、保護魚種など
が生息しているため、
スタッフ同乗でのご利用が必須とな
ります。

含まれるもの 釣具2セッ
ト・仕掛け・エサ・予備の氷が含まれています。
申込方法
備考

レンタル予約完了後、送付する書類からお申し込みいただけます。
※利用時間の延長料金は、
＄100
（税別）
／時となります。

常サイズ）
２組・簡易シャワーが含まれています。
その他、
マスクや
シュノーケルが使いにくい方や子供用に、覗き穴のついたブギー
ボード・大型
（タンデム用）
ブギーボードがございます
※用具追加：通常サイズのフロート＋マスク＆シュノーケル1組＄25
（税別）
、
タンデム用ブギーボード＋マスク＆シュノーケル２組＄50
（税別）
。

備考

❾

ヨーロピアンスタイルの
美しいフォルムに、
最新機能を装備した
クラブ艇最大の
スポーツクルーザー

レンタル予約完了後、送付する書類からお申し込みいただけます。
※天候
（特に冬場は北寄りの大きな波が入る可能性があるため）
により、
シュノーケリングの実施が困難な場合があります。
※利用時間の延長料金は、
＄100
（税別）
／時となります。

湘南サニーサイドマリーナ ☎ 046-857-2700

横浜ベイサイドマリーナ ☎ 045-775-4153

神奈川県横浜市金沢区白帆1番地

ばんやの新鮮海の幸

SR320FBで行く、保田「ばんや」グルメクルーズ（キャプテン同行）
みなとみらい

八景島シーパラダイス

3時間利用で楽しむ「みなとみらい＆八景島周遊コース」
横浜ベイブリッジをくぐり、八景島近くのビーチ沖でのんびりしませんか？

横浜の海を楽しむなら、
みなとみらい＆八景島をクルージングしましょう♪横浜ベイブリッ
ジ、山下公園、大桟橋、赤レンガ倉庫、
ランドマークタワー、大観覧車を海から眺めるこ
とができます。
また、八景島周辺には八景島シーパラダイスの遊園地の近くにビーチが
あり、
その沖の穏やかな海面でゆったりと過ごすことができます。初めての方でも短い
時間で色々な景色を楽しめる見どころ満載のコースとなっています。
日程 通年

時間 3時間利用

G3ポンツーンボートV322RFでワ

イワイ！

三浦半島を南下し、東京湾を横断。千葉県保田漁港「ばんや」にて房総沖で獲れた
新鮮海の幸を使った漁師料理を堪能！「ばんやの湯」の高濃度炭酸泉を楽しむことも
できます。帰りは三崎港「うらり」に立ち寄り、
お土産にマグロをGETしてみてはいかが
でしょう？ 面倒な入港手続きやちょっと難易度の高い三崎港の岸壁への離着岸もお
任せください！
期間 通年

時間 6時間利用

予約 ご利用日の一週間前までにご予約下さい。

キャプテン同行料金：32,400円(6時間)
料金 保田漁港係留料金：3,000円、三崎港係留料金：約3,500円
（クラブ艇利用料金・燃料費別途、食事代・係留代は実費)
※保田漁港の状況によっては係留出来ない場合もございます。
また、天候によっては予定を変更して頂く場
合がございますのでご了承下さい。

ヤマハマリーナ浜名湖 ☎ 053-578-1114

：2.50m
●全長：6.70m ●全幅
●定員：11名

静岡県湖西市入出字長者1380

つぶて島

ヤマハマリーナ琵琶湖 ☎ 077-578-2182

滋賀県大津市下阪本5-2-2

猪鼻湖神社

浜名湖の魅力を満喫するクルージング&BBQプラン
パワースポットと浜名湖伝説を巡るクルージング。

SUPクルージング 〜G3ポンツーンボート〜

浜名湖には隠れたパワースポットや地域に伝わる伝説があります。穏やかな浜名湖は、
ゆったりとクルージングをするのに最適です。
ご家族や友人たちと特別な空間で過ごす
ひと時をお楽しみいただけます。
日程 通年

琵琶湖を独占気分。

広々とした空間とゆったりとしたソファーで船上パーティーを楽しむのもあり、
日本最大
の湖・琵琶湖を独り占め気分で満喫するのもあり！そんなG3ポンツーンボートをお楽し
み頂き、
琵琶湖の真ん中でSUPを楽しむ贅沢なプランです。
日程 通年

予約 SUPレンタルの空き状況をお問い合わせください。

料金 SUPレンタル料金:5,400円（クラブ艇利用料金・燃料費別途、食事代は実費)

磐梯マリーン猪苗代マリーナ

予約 BBQについては、東急マリーナ浜名湖にお問い合わせください。

料金 BBQ代は、別途東急マリーナ浜名湖にて精算
（クラブ艇利用料金・燃料費別途)
＜クルージング例＞マリーナ出港→だいだらぼっち伝説のつぶて島へ
（内浦湾の紅葉、桜並木も見どころ）
→東急マリーナ浜名湖でBBQやお食事→パワースポット猪鼻湖神社
（海上安全・縁結びの神様。赤い太
鼓橋は浜名湖八景のひとつ）
→アンカリングをして釣りなど、
ゆっくり過ごす→マリーナ帰港
※釣竿のレンタル有
（1,620円）
※ウェイクボード、
バナナボート、水上スキー等を使用する遊走行為について、猪鼻湖南部は期間限定遊走
区域となっておりますので、
ご注意ください。

＜ G3ポンツーンボート＞のご利用者様に聞いてみました！

「磐梯マリーン猪苗代マリーナ」
でG3ポンツーンボートをご利用いただいた会員様のお声を
ご紹介します。広々としたオープンなスペースは、
使い方次第でさまざまなマリンレジャーに対
応してくれます。
みなさん、
思い思いに楽しみ方を見つけていらっしゃいました。

Q.どなたとご利用されましたか
A.友人／家族／友人
「Papio」
ロウニンアジ25cm
（大き
いものはUlua）。小型のものはシ
リュウキュウアカヒメジ50cm。現地で
ガテラもなく、刺身や塩焼きで食 「Wekeʼula」
はよく中華料理や煮込みで食べられる魚。
べます。

漁協直営「ばんや」で新鮮漁師料理に舌鼓！炭酸泉を満喫するもよし、
三崎でマグロを買うもよし！

アメリカで大人気！
航行中はもちろん、
停泊中の楽しみ方も
提供するニュー
カテゴリーボート

アンケート：ご回答 3組

左から通常ブギーボード
（緑・
黄）
・覗き穴のついたブギー
ボード（赤）
・大型（タンデム
用）
ブギーボード
（青）
とマス
ク、
シュノーケル各２セット

神奈川県横須賀市芦名1-17-8

保田漁港

根五目釣り（オプション）

運がよければウミガメに出会えるかも！ハワイの綺麗な海をシュノーケルで楽しもう！

申込方法

SR320FB で優雅なクルージング

のレンタル利用時に、
シュノーケルやフィッシングの「オプションプラン」を追加しました。

シュノーケリング・ツアー（オプション）

利用条件

紹介します。ぜひ仲間やご家族と
一緒にご利用ください。

3.20m
●全長：10.49m ●全幅：
12名
：
員
●定

海外ホームマリーナは、
ご予約回数制限がなくなりました。

海外ホームマリーナ・タイ
ご利用時のサポートを
拡充しました。

シースタイル・ハワイ

会員様からの「海外旅行の予定に合わせて予約したい！」
というご要望に合わせ、海外ホーム
マリーナについては、90日前までのweb予約が可能になりました。便利にご利用いただけます。

※「天気が心配なので予備日も抑えたい！」
という方は、下記までご相談ください。
◆タイの場合／ヤマハマリンホットライン
（0120-730-344）
まで
◆ハワイの場合／マリーナメールアドレス：oceansportsandrentals@yahoo.comまで
ハワイについては、予備日設定推奨です。予約前後のご相談もメール
（日本語）
で承ります。

Japanese

対象

ポンツーンボート」。会員様の遊びゴコロを刺激するようで、
大変好評をい
ただいています。
ここでは、
そんな魅力的なそれぞれのNEWクラブ艇にス
ポットを当てた海遊びプランをご

90日前までのご予約が可能に。旅行計画を立てやすく。

海外ホームマリーナの
予約システムを変更し、
利用しやすくなりました。

2018年、
シースタイルのクラブ艇に新たに加わった
「SR320FB」
と
「G3

Q.何人で利用されましたか
A.10人／3人／9人

湖

他にもこんな使い方がイイネ！

Q.G3を選んだ理由
A.すべてデッキになっているので大人数でのパーティー
に向いていると思ったから／割引券があったこと、新艇
だったこと／広さに惹かれました

Q.ご感想
A.楽しかったです！／艇内が広く快適に使えました／真夏
の湖での利用は波が無くてとても快適で楽しかったです

様々な用途に合わせて、
最大11名で楽しんで頂けるの
がG3です。今までにはない、
自分なりの遊び方をぜひ
探してみてください！
上パーティー

ゆったりクルージング

◎船上BBQ
◎ドローンで記念撮影
◎仲良し家族でフィッシング

Marina Information

☎ 0242-65-2750

マリーナスタッフ 高梨さん

福島県耶麻郡猪苗代町大字翁沢字不動堂579-10

11月〜3月は冬季休業となりますので、
休業前、
休業明けの
マリンプレイの休憩場所に ご利用をお待ちしています。

❿

ホームマリーナ

東京

4

HOME MARINA EVENT & UMIASOBI-PLAN

神奈川

千葉

東京湾エリア

☎0438-23-2091

セントラル

千葉県木更津市富士見3-1-22

横浜クルーズ 〜みなとみらい21〜
日程

厳しい暑さも和らぎ、海遊びには心地良い爽やかな季節になってきました。今号も全国のホームマ
リーナから届いたお勧めのイベント・海遊びプランをご紹介します。
気ままに、
のんびり、優雅に…様々なタイプのクルージングや、大物狙いのフィッシング、釣った魚で
自家製干物、
などなど、魅力的なプランが目白押しです。皆様のご利用をお待ちしています！
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スタッフが会員様とゲスト様をエスコート ! 横浜「赤レンガ」前に船を係留して夢のひと時
を演出します。お一人様からご参加いただけますので、
非日常的なクルージングに行きませ
んか ？
（定員になり次第締め切り）
時間 10:00〜15:00 予約 要予約

ヤマザキマリン

☎0193-77-3986

宮古エリア
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宮古湾 季節の五目釣りプラン !
日程 通年
お一人様はもちろん、
ご友人やご家族と一緒に
宮古湾での釣りを体験して
みませんか。

きには
ト！
釣り好 いスポッ
な
たまら

料金

庄内エリア

☎0234-34-3636

山形県酒田市豊里字上割10-6

定員 1組最大3名

＜スタッフ同行料金＞
3時間／8,000円
料金
6時間／12,000円
（クラブ艇利用料金・燃料費別途）
使用艇 SR-X

ックな
ジェニ
フォト が眼前に！
大海原

関東エリア
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☎052-679-5601

愛知県名古屋市熱田区神戸町1001

頭上を飛ぶ飛行機を間近でみよう !
〜中部国際空港へ〜

る
見上げ
海上で は大迫力！
飛行機

料金 食事代は実費
（クラブ艇利用料金・燃料費別途）

関西エリア

日程 5月〜10月
風車を見ながら気持ちよくクルージングできます。

シースタイルのクラブ艇に乗って、湊町・酒田の食や文化に
触れてみませんか ？ 日本海はインスタ映え間違いなし！

鳥海山を望む

料金 ＜スタッフ同行料金＞3時間／7,000円
（クラブ艇利用料金・燃料費別途）
※ホームマリーナの都合により、同行が不可の場合がございます。必ずお申込み時にご確認ください。
※プランには食事は含まれておりません。

！
特別な体験をアナタに
福井
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京都

滋賀

琵琶湖エリア

ヤマハマリーナ琵琶湖

☎077-578-2182

滋賀県大津市下阪本5-2-2

SR310で行く優雅な琵琶湖の旅

料金

使用艇 SR-X
（チャーターをご利用の場合は、
クラブ艇以外になる場合有）

通常のシースタイル料金、
またはチャーター料金の他に、
別途レクチャー代3,240円がかかります
（クラブ艇利用料金・燃料費別途）
。

※シースタイル予約時の備考欄にキャッチ!
（catch）
安堵
（and）
いいと
（eat）
思い
ますプラン希望とご記入ください。※初心者の場合は事前予約にてフィッシングガ
イドによるチャーター
（3名まで・4〜5時間）
30,000円をご利用いただくことも可能です。※レンタルロッド
（リール
付）
2,000円/本・サビキ仕掛け216円・コマセ500円は、
マリーナで購入可能です。
イソメなどの生エサや別の
仕掛けはお客様にてご準備ください。※魚をさばく場所やまな板はマリーナにございますが、包丁・使い古しの歯
ブラシは当日ご持参ください。※干物作りには、干物ネット、
ボール
（塩水に漬ける用）
、粗塩、
キッチンペーパー、
タオル、
ラップが必要になります。事前にご自宅にてご用意ください。

滋賀

若狭丹後エリア

☎0772-27-0700
マリントピア 宮津ハーバー ☎0772-22-8866
舞鶴セントラルマリーナ ☎0773-66-2880

マリントピア マリーナ

京都府宮津市日置3784
京都府宮津市波路400
京都府舞鶴市字長浜宮谷820-1

無人浜

ボートを使い、
アジ・カサゴ・キス・イシ
モチ等の魚釣りをお楽しみください !
マリーナ帰港後に魚のさばき方・干
物の作り方をレクチャーいたします
（30分程度）
。マリーナにて実際に
魚をさばき、
ご自宅で干物作りに挑
カサゴの干物
戦 ! 濃いめの塩水を作り15〜30
分ほど漬けて、水分をふき、干物ネットに並べて、風通しの良いところにぶら下げて干しま

予約 要予約
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た時を
りとし
ゆった がら…
感じな

日程 通年
お魚釣って、自家製干物を
作ろう！

神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-49-11

福井
京都

のんびり伊根湾クルージング

…
と時を
うなひ
よ
の
夢

す。天気が良ければ数時間で出来上がります。お家で焼いて、
夕食のおかずに…。一度、
自家製干物を味わうともうスーパーで買っていた干物が買えなくなる ？ ほどおいしくてやみ
つきになること請け合いです
（笑）
。

⓫

ダイイチ名古屋店 海蔵

千葉

キャッチ!（catch）安堵（and）
いいと
（eat）思いますプラン
魚で
釣った
自分で 物は格別！
作る干

伊勢湾エリア

※燃料代の目安：約60L 10,200円 ※漁港の停泊所:富洲原漁協共同販売所
（三重県四日市市富双2-1-1）

東京湾エリア

☎045-461-1062

愛知

三重

予約 ご利用日の1週間以上前までにお申込みください。。

東京

D-marina

なし ！
盛り上がること間違い

海上空港へ離発着する大型旅客機を間近で見る事が出来るのは、
ボートクルージングな
らではの楽しみです。旅客機が真上を通りすぎていく姿は迫力満点 ! 帰路は対岸の富洲
原漁港を目指し、
スタッフお勧めのまぐろレストランで、
まぐろを使用した定食などがリーズ
ナブルな料金でいただけます。併設するお土産コーナーでは、
まぐろやカニなどの海産物
が安く購入できますよ !

♪
心踊る体験が待ってる
神奈川

横浜赤レンガ倉庫

日程 通年
クルージングも食事も買い物も欲張りに楽しめます！

予約 ご利用日の1週間前までにご予約ください。 使用艇 SR-X

※都合により、
スタッフが同行できない場合がございます。※オプションにて、話題のトローリングモーター
「i-Pilot」の貸出もございます
（有料）
。※一部釣具の貸出もございます
（有料:事前にご確認ください）
。※餌は
各自ご用意ください。
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湊町・酒田を気ままにクルージング

様々な釣りが、年間を通して楽しめるス
ポットとして盛んな宮古湾周辺。季節
の釣りを、美しい景観の中で満喫 ! 宮
古の海を知り尽くしたスタッフが同行
（3時間または6時間）
いたしますので、
安心してお楽しみいただけます。
予約 要予約

大人：8,000円／名・12歳未満：4,000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）

中部エリア
山形

ボートショップ酒田

岩手県宮古市神林8-1

定員 5名

参加資格 4歳以上のお子様は乗船していただけます。 最少催行人数 3名 使用艇 FR-23

う！
美しい海を遊び尽くそ

岩手

2018年10月28日
（日）

木更津から横浜「赤レンガ」へスタッフがエスコート！

★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

りと
喫！
ゆった ジングを満
ー
ル
ク

天橋立飛龍観

伊根舟屋

伊根舟屋かもめ

冠島

日程 通年
操船はスタッフに任せて、
クルージングを
満喫できます。

スタッフが同乗し琵琶湖を自由気ままにクルージング
するレンタルボートプランです。
スタッフに操船をまかせ
て仲間と景色をお楽しみになりながら会話に花を咲か
すもよし、
自ら操船しスタッフにサポートしてもらうもよ
し。行きたいスポットにも安心して行けるのでクルージングの幅が広がります。
時間 9:00〜15:30

使用艇 SR310

予約 ご利用日の1週間以上前までに、
お電話にてご予約をお願い致します。
料金 ＜スタッフ同行料金＞32,400円
（クラブ艇利用料金・燃料費別途、食事代は実費）
※昼食やお飲み物は各自ご用意ください。

舞鶴護衛艦

通年
日本海側に位置するマリーナからのおすすめレンタルボートプラン。
日程

伊根湾にはクルージングの見どころが沢山あります。
日本三景で知られる天橋立や、湾に
沿って舟小屋が立ち並ぶ、全国でも珍しいクルージングスポットが目白押しです。
また、
プ
ライベート感覚の無人のビーチも点在し、夏はバーベキューやシュノーケリングなど水遊び
で賑わいます。

⓬

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。

8

?

☎0869-74-0500
ナスボート牛窓マリーナ ☎0869-34-2498
岡山マリン 宮浦マリーナ ☎086-267-3939

日生マリーナ

岡山

岡山エリア

日生マリーナ

☎0869-74-0500

岡山県備前市日生町寒河40

その② 魚の神経抜き

岡山県備前市日生町寒河40
岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4180
岡山県岡山市南区宮浦字大浜681-1

小豆島でのんびり休日のひと時を…

日生諸島ショートクルージング＆
民宿よしのや一泊プラン

沢山！
が盛り
ト
ッ
スポ
遊べる

！
ちゃう
楽しめ
中
日
一

日生大橋

5月〜10月
日生大橋をはじめ、立ち寄りスポットがたくさん！

日程

「民宿 よしのや」のお料理

アイランドイン バーベキュー

瀬戸内海に浮かぶ小豆島の吉田港に佇む
「リゾートホテル アイランドイン小豆島」へ行ってみよう !!

「備前 日生大橋」
が遂に開通しました。昼は海から鹿久島、頭島の景色を楽しんでいただ
き、
そして夜は橋を渡って島からの景色を楽しんでリフレッシュ !!

瀬戸内海に浮かぶ「リゾートホテル アイランドイン小豆島」
でのんびり休日のひと時を。小
さなお子様連れも安心、
プライベートビーチでお散歩、又コテージでゆっくり休憩もできま
す。バーベキュー施設、
プール施設もあり、
釣った魚の料理もしてもらえます。

使用艇 AS-21
※「民宿よしのや」
をご利用の際は、
会員様ご自身で宿泊予約をお願いします
（民宿よしのや 岡山県備前市日生町頭島 TEL:0120-72-1671）
。

Check!!

4月〜9月

アイランドイン 桟橋

山嵜清張（やまさき きよはり）さん

明石に生まれ、明石で育ち、明石に育てら
れたからこそ昔ながらの明石の食「魚食」に
こだわっている山嵜さん。2014年に水産庁
から
「お魚かたりべ」に任命された、正真正
銘の魚のスペシャリスト。長年、魚の扱い方
から美味しくいただく方法まで追及。魚食普
及活動に精力を注ぎ、魚のさばき方教室、漁
業や環境、食の講話などを続けている。

に伝えることが出来ず、
また魚体の中心にあ

神経が破壊された証として、針金が入り

る部分の発熱を避けられることで、
温度変化

進むほどに魚の動きが止まり、魚体色が薄く

を抑え、
身質を安定させるのです。

変化し、各ヒレと尾がピンと張りますので、成

魚は生を無くした瞬間から、
タンパクの分

り船の船頭さんが施している場面を見たこと

解が始まり、
アミノ酸
（甘み）
、
イノシン酸
（旨

のある方も多いと思います。難しいと思うな

味）
が増えますが、死後硬直すればその変

かれ、
そのシステムを知ることで、誰でも確実

化は止まります。

功しているかの確認は容易です。

骨を見ながらの作業に慣れたなら、
プロの技である頭抜きに挑戦。

に駆使出来て、結果、手にした魚をより良い

神経を抜くことで死後硬直するまでの時

目と目の間あたりにキリ等を刺し、穴を開

状態で味わえ、
また人に差し上げることが出

間を延ばし、結果、魚を美味しく、品質を安

けてから針金を刺し入れ、神経の位置を探り

来るのです。

定させ、
可食日数まで延ばせるのです。

ます。骨、神経の位置は見えず、頭内の身を

先ず、魚の骨の仕組みを知るために頭付
きの魚を煮つけ、焼き魚で食べ、
じっくりと確

原理が理解出来れば、後は実践あるのみ。

認してください。頭から尾へと近づくほどに細

始めはしっかりと部位を目視しながら行い

くなりながらもつながっている背骨。その上

ます。頭側なら首折れ状態にしてから、尾側

乗り越えながらという行程ですので難しい様
に思えますが、神経に到達した瞬間の反応
は同じですので、
探りながら刺し入れます。
上達のコツは、見えない骨の位置を頭の

側（場所により骨の中であったり、上であっ

なら身と骨を切断し、骨の断面がしっかり見

中で思い描くこと。
その為には、
たくさん食べ

たり）に神経が走りつながっているのです

える状態にして、
白く見える神経穴を確認し

て毎回確認。手にした魚を可能な限り神経

ながら針金を刺し入れます。その時、魚は激

を抜く、
という場数、経験が技を上達させるの

しく暴れますので、軍手等をはめて魚をしっか

です。

単純にこの神経を破壊することにより、
シ
メられ、生命を亡くしたことを身体中の細胞

波がほとんどなく穏やかで、
ウェイクなどのマリンスポーツを
楽しむには絶好のロケーションです。

❶

り保持します。

❷

❸

（文・写真／お魚かたりべ 山嵜清張）

❹

❺

❻

❼

神経
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岡山

岡山エリア
岡山県岡山市南区宮浦字大浜681-1
岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4180

小豆島満喫プラン

くなる し！
加した
押
また参 ランが目白
プ
験
体
❶首折れ／魚体の上半
分を切断した
「首折れ」状
態にすると、作業が簡単
です。

通年
瀬戸内を代表する島、小豆島で一日満喫プラン！
日程

瀬戸内を代表する島、小豆島。小豆島の入り口、
ふるさと村でたくさんの体験、感動が味
わえます。桟橋も長く初めての方でも気軽に立ち寄れる場所です。お食事やレンタサイク
ル・各種体験
（手打ちうどん／いちご狩り／カヤック 他）
も楽しめます。小豆島を一日満喫
できるレンタルボートプランです。
各種体験プラン料金は現地にてお支払いください
料金
（クラブ艇利用料金・燃料費別途、食事代は実費）
。

九州エリア
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福岡エリア

福岡マリーナ

☎092-603-2268

小豆島ふるさと村

人気のハーバリウム

※係船・各種体験プラン予約は小豆島ふるさと村までお願いいたします
（小豆島ふるさと村 香川県小豆郡小豆島町室生2084-1 TEL：0879-75-2266
HP：http://www.shodoshima.jp/）

福岡県福岡市東区大岳4-2-61

玄海灘大物フィッシング
通年
玄界灘で釣り三昧
日程

「博多湾だけでは物足りない！」
という会員の皆様のために、福岡マリーナではクラブ艇の
航行区域を拡大し、玄界灘に出られるようにいたしました。当マリーナから約40分の範囲
内に様々な大物釣りポイントがあります。当マリーナでは冷凍エビ・その他釣りエサも販売
しております。詳しくはマリーナスタッフにお尋ねください。

域で
航行区 を !
た
っ
広が 釣り体験
新たな

EP

❷尾折れ／尾の前付近
の身を切断し、骨を見える
様にして神経の位置を目
視しながら刺し入れる。

ORT

イベント
レポート
OSAKANA
KATARIBE

目指せ大物！
福岡

骨の位置を
イメージする

血管

R

岡山マリン 宮浦マリーナ ☎086-267-3939
ナスボート牛窓マリーナ ☎0869-34-2498

⓭

魚の鮮度保持を長引かせ、
味まで良くするという、
まるで魔法の様な技が「神経抜き」です。

（骨の下側は血管）
。

日生マリーナは、
マリンジェット・スポーツボートの
レンタルも可能 !!

お魚かたりべ

今号では、魔法の技「魚の神経抜き」を伝授。
原理を理解して場数を踏めば、誰でも習得できます。

近年、専用ツールが販売されていたり、釣

アイランドイン 外観

日程

山嵜清張 の

魚を美味しく
法
食べる方

その後は
どうする？

べちゃう♪
色々なロケーションで遊

中国エリア

お魚
かたりべ

イルで
シースタ ！
た
魚を釣っ

※更なる大物を目指して一級ポイント
で釣り三昧。今まで行けなかった釣場
までの詳しい案内を最新の釣り情報
と合わせてスタッフがお伝えします。
釣り用品料金
アミ
沖アミ
付け餌
中エビ
大エビ
氷

630円
890円
420円
730円
780円
280円

❸ 神 経 の 位 置 ／ 魚 体・
骨の断面（サワラ尾側）。
骨の上側に位置する白
い穴が神経、下の穴が血
管
（血合い）
。

お魚かたりべ

❹頭抜き／目と目の間から神経抜 ❺鼻抜き／魚種により、 ❻尾抜き／プロの技。鯛など頭の
き。神経に触れた瞬間、跳ねる様に 鼻孔より刺し入れること 骨が硬く穴を開けにくい場合、
尾の
暴れます
（ピンと張った背ビレに注 で傷を最小限に出来ます 前側より刺し入れる。鱗を1枚めく
目）
。背骨の位置
（神経の位置）
を思 （写真：カワハギ）
。
りあげるように針金をあて、皮〜身
い描くため、魚体の体側線の延長
〜骨を越え、神経を探り当てて神
線上に針金を位置することがコツ。
経を抜きます。

山嵜先生直伝！

シースタイル

魚のさばき方教室

本ページ「魚を美味しく食べる方法」のコラム担当「お魚かたりべ山嵜
清張」さんが講師を務める「魚のさばき方教室」。気になるイベントの
様子を会員様にお伝えすべく、見学してきました。
魚のさばき方教室 3週連続開催

取材協力：神戸ハーバーマリーナ

＜アジ編＞8月27日
（月）＜サバ編＞9月3日
（月）＜マダイ編＞9月10日
（月）
会場：中央市場の料理教室 〒652-0844 兵庫県神戸市兵庫区中之島1丁目1-4
神戸市中央卸売市場本場関連中央棟2階

講習の序盤、
「 鱗取り」にはじまり、
「 血抜
き」
「3枚おろし」
「皮引き」
と、時に冗談と山
嵜先生の経験を織り交ぜて楽しくお手本を
見せていただいた後、参加者4名毎にグルー
プに分かれて、各々の調理台で一尾ずつ調
理をするスタイル。参加者全員が初心者。最
初は何ともおぼつかない手つきでしたが、先
生の分かりやすく
丁寧な教え通りに
調理を進めると、
見 事に刺 身を完
成できていました。
調理の後は、各自がさばいた刺身でグルー
プ毎にランチ。講習中の緊張した空気が和
らぎ、共に魚と戦った“戦友”と話が弾んでい
ました。何より、
自分の刺身が温かいご飯・お
味噌汁ととてもマッチして素晴らしく美味し
い、
と感激していました。
イベントが終わると全
員が満足感に包まれている様子で、早速、
身

❼針金とキリ／魚種・魚
体の大きさの違いにより、
骨の大きさ、硬さ、形状が
変わりますので、針金の太
さ、
長さ、
素材を変えます。

に着けた技術を実践したいからか
「もっと魚を
釣りたい」
という
欲求に駆られて
いました。

＜参加者の感想＞
と先生から学んだ。なるほど。
◎『アジが基本』
◎出刃包丁の歯“しのぎ”の使い方がよく理解
できた。
◎想像以上にうまくできた。
◎先生の教え方が上手。自信がついた。
◎釣った魚は料理屋に持って行っていたが、
これからは自分でチャレンジしてみます。

みなさんも
「魚をさばける人」になりません
か。今後も魚種を変えて続々と
「魚のさばき
方教室」
を開催予定です。
シースタイル・イ
ベント情報にご注目ください。乞うご期待 !

⓮
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デッキで食べたい
簡単サカナ料理

リーダー：DAIWA ソルティガ
リーダーフロロ40ポンド 3m
ジグ：DAIWA TGベイト
PHブルピン 60g

第8回

ブリ

ブリの「りゅうき
ゅう」

電車結び

大 分 周 辺の郷 土 料
理「りゅうきゅう」
。本来はサバの
ヅケ的なものです
が、ブリ類にもよ
く合います。お好
みでニンニク、タマ
ネギを合わせても
◎。刺身の保存
法としても優れて
おり、一晩寝かせて
食べてもよし、
しっかり漬けたも
のを焼いてもよし
です。

PRノット
フロロカーボン
60ポンド
60cm

最終話

激変する天然ブリの生産地

DAIWA SLJ
アシストフック SS
フロントダブル L
ロッド

第8回目は、大きさによって呼び名が変わる
出世魚でもあるブリです。引きが強いこと
からも人気のターゲットとなっています。

DAIWA
ソルティガ
J61LS・J

タックル＆
仕掛け図

リール

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。

り、決まった水深付近に分布するのではなく、
捕食するエサを求めて遊泳層が変わります。
Check!

DAIWA SLJ
アシストフック SS
リヤーシングル L

ボートコントロール

DAIWA
ソルティガ
4000

Check!

釣り方

クインしているのです。北海道のブリの漁獲

ブリは基本的に南方系の魚で、東シナ海

現在では１万トン超え。
しかも、例年、渡島半

量の90年代の平均は540トンほどでしたが、

れ藻の周囲に集まり、流れ藻とともに海流に

たが、
ここ数年は道東のオホーツク海でも漁

げ)へ移行することになります。
そのリトリーブで

のって北上し、
日本の沿岸域に来遊します。

獲が増えています。

グという釣り方でのボートコントロールについ

す。基本はリールのハンドルをジャカジャカ巻

ブリは北海道から沖縄まで分布するスズキ

て紹介します。魚群探知機でブリそのものの

いてジグを海面へ向けて泳がせるアクションと

目アジ科の魚で、体型は前後に細長い紡錘

魚群反応を探すのはよほど好条件が揃わな

なりますが、
その他にもジャカジャカ巻きの途

形。体長1メートルを超えるものも存在し、
わ

いと難しいので、
ひとつの目安としてブリが好

中でロッドを煽って様々なアクションをジグに

ずか5年で80センチを超える成長の早さから

んで捕食するイワシ類を探すことでブリも近く

与えることが有効なケースもあります。いずれ

出世魚の代表として知られています。

にいると推測して狙ってみる、
という作戦がオ

にしても使用するジグの形状や重さ、
リトリーブ

ススメです。特にイワシの移動が速い時や海

の速さやロッドアクションによってジグの動きが

面付近で暴れている時がチャンスとなりま

変わるので、
どのパターンにブリが反応するの

群れで行動する魚で、沿岸でイワシ類等

す。ボートはアンカーリングせず、
そのイワシの

の小魚や小型のイカ類を捕食しながら生活
し、
それらを求めて広範囲を回遊します。つま

生息場所とポイントの選定

温暖化の影響か？
ブリの産地に異変あり

島や積丹半島付近の海域が主な産地でし

魚が居るかのように見せかけることが大切で

＊＊
＊

＊

撮影／森山利也 フードコーディネイト／クリス森山

が主な産卵場です。春に生まれた稚魚は流

はジグに様々な動きを与え、
あたかも活きた小

Check!

＊

ジグ
（ルアー）
を軽く投げ、
そのまま海底付近

様々な釣り方によって狙うことができます

ブリはこんな魚

文／遠藤 成(ノーチラス工房) イラスト／細密画工房

＊

＊

にまでフォール(降下)させ、
リトリーブ(巻き上

が、
ここではルアー(疑似エサ)を用いるジギン

Check!

サンマやカツオなど、多くの魚の
不漁が報じられるなか、右肩上がりで
漁獲量が増えているブリのお話です。

〈材 料〉ブリ、九州

の甘 い醤 油（または
醤油と同 量の みり
ん）、すりゴマ、ネギ
、シソ、ショウガ、唐辛
子
〈作り方〉刺身が浸
かるくらいの醤油
に、すりゴマ、ネギ
、
シソ、ショウガ、唐辛
子を入れ3時間ほど漬
けておく。

養殖魚の代表ブリ。
海外へも進出中！

成長は早く、
その年の冬には40cmくらいにな

これは毎年の資源量が増加し、
高齢・大型

るそうです。
２歳くらいまでは季節的な回遊は

で遊泳力の高いブリが増えたのに加え、
海水

ご存じのようにブリは養殖も盛んです。
そも

しても沿岸域にとどまっていますが、
３歳を過

温の上昇も重なり、
より北方まで回遊するよう

そも海水魚養殖は、1927年、野網和三郎が

ぎると、
水温の低くなる11月ごろから南下を始

になったものが漁獲されていると考えられて

香川県引田町（現・ひがしかがわ市）の湾を

め、生まれ故郷の東シナ海に戻って産卵し、

います。

仕切り、
ブリ
（ハマチ）
を育てたことに始まりま

再び北上するという大回遊を繰り返します。
寿命は約７年。
「東の塩鮭、西の塩鰤」
といわれるように、

自然の恵みとはいうものの、北海道の基幹水
産物サケの漁期に定置網に大量に入ってしま
うこともあり、
これはこれで困った問題です。

す。現在、
ブリ養殖が最も盛んな県は鹿児島
で養殖ブリのほぼ３分の１を生産しています。
次いで愛媛、大分、宮崎、長崎といったところ
が主な産地です。

西日本で正月に食べる魚はブリが主流です。

北海道には伝統的なブリの食文化はあり

かを探し出すことが釣果を伸ばすことに繋がり

消費量を見ても、明らかに西高東低で、
１位：

ませんし、首都圏の消費者にも
「北海道のブ

天然ブリと養殖ブリはどちらが多く獲れて

移動に対応できるようにボートコントロールし

ます。なお、
ヒットした魚を船内に取り込む際に

富山、
２位：大分、
３位：長崎。北陸、
山陰、
九州

リ」はまだ認知されていません。
なんとか有効

いるかというと、天然が約10万トン、養殖が約

ながら釣るといいでしょう。

はタモ網を使用するように心掛けましょう。

の人はブリが大好きです。

活用しようと漁業者団体が率先してブリの加

14万トンと養殖が天然を上回っています。近

工流通対策を行っていますが、
いかんせん、

年、ブリは輸出も順調で右肩上がりです。

リですが、好みには地域差があり、水産総合

これまで北海道では扱ったことのないサイズ

2016年には8000トンが輸出されました。
その

研究センターの調査では、関西は脂質の多

と量。鮮度管理の機器類が不足し、道内で

８割が北米向けで、
アメリカ人が好む６キロほ

いものを好み、
関東は中程度、
九州は脂質が

滞留してしまっているのだとか。

どの大きなサイズに育てて輸出しています。

「脂がのった」
という形容と切り離せないブ

ブリ（ワラサ、イナダ、ワカシ）
ボートコントロールと釣り方

〈ボートコントロール〉
船速1ノット以下と
なるように操船する。

少ないものを好むという結果が出ました。た

イワシ等、小魚の群れ

だ、
九州でも、
なぜか鹿児島の人は脂質の多
ブリ（ワラサ、イナダ、ワカシ）

いブリを好む傾向があるそうです。
カツオ、
サンマ、
イカをはじめ多くの魚が獲

【標準和名】
ブリ
【地方名】大きさとともに名前が変わる出世魚の代表。全国で100以上の別名がある。
関東：ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ
【学名】Seriola quinqueradiata
関西：ワカナ → ツバス → ハマチ → メジロ→ブリ
【英名】Amberjack, Yellowtail
北陸：ツバエリ → フクラギ → アオブリ → ハナジロ → ブリ

れなくなっているなか、漁獲量が飛躍的に増
えているのがブリです。1980年代は平均３.7
〈ジグのアクション〉

ストップ

トンと増え、10年代になると10万トンの大台を

ストップ

記録し、
現在も続いています。

ジャカジャカ巻き

ジャカジャカ巻き

フォール

⓯

万トン、
90年代は５.1万トン、
2000年代は6.7万

フォール

様々なアクションを試し、
当日のヒットパターンを探す。

産地にも異変が起きています。
これまでブ
リの水揚げ県といえば島根、長崎、千葉、石
川でした。
ところが、最近（2016年）のデータ
では島根、
石川に次いで北海道が３位にラン

⓰

結 果 発 表

日本全国の会員がライバルだ！

!

春

期

第 5 回目となる「シースタイル笑顔のフォトコンテスト 2018」は、全国の会員様から
なんと 294 点（昨年の約 3 倍！）ものご応募をいただきました ！

たくさんのエントリー、そしてステキな笑顔を有難うございました。
見事 Sea-Style 大賞を受賞された「せんちょー」さん、入賞、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。
来年もまた「笑顔のフォトコンテスト」を開催いたしますので、ぜひご応募ください。

2018

大賞（1名）

結果発表！

入賞（3名）

春期/概要

★大阪府 takeさん

タイトル 気持ちいい〜！
初めての家族クルージング。
最高の景色の中、風を受け
ながら満喫しています。

釣った場所：瀬の海
●吉田さん
片倉ボートマリーナ

メタルジグで粘って
釣り上げたタチウオ！
同僚の職場では
見られないグッドスマイル！

✍

ヤッター！

70.0
cm

＜2位：34.0cm＞
●川満さん
（湘南サニーサイドマリーナ）
●ゆきおさん
マリンランド「北谷フィッシャリーナ店」
＜3位：31.0cm＞
＜2位：36.0cm＞
●ユースケさん
（湘南マリーナ）
●丸井さん
（サニーサイドマリーナウラガ）
●千ちゃんさん
（ナカヤマリーナ）
＜3位：31.0cm＞
●なかちゃんさん
（広島ベイマリーナ）

キス部門 優勝

アラ〜、釣れちゃった
水深250mでスロージギング。
宝物、
釣れました。
タイトル

★神奈川県 せんちょーさん

50.6
cm

釣った場所：平塚沖
●小原さん 片倉ボートマリーナ

＜2位：66.0cm＞
●ヒメさん
（湘南サニーサイドマリーナ）
＜3位：56.5cm＞
●ゆきおさん
（湘南サニーサイドマリーナ）

青物（ハマチ系）部門 優勝

釣った場所：大型魚礁
●鈴木さん 北浜マリンベース

＜2位：46.9cm＞
●としいしさん
（小樽港マリーナ）
＜3位：44.8cm＞
●みかさん
（北浜マリンベース）

マダイ部門 優勝
自己
最高記録 !!

船長の
おかげです！

26.0
cm

✍ 審査員コメント

僕が船長！

青空に突き上げる深海魚アラ、宝物にバンザイ！

2歳でボート初デビュー ！ 船長気分でハンドルに大興奮です。
船長気分のお子さんとご家族の笑顔に、
こちらまで嬉しく
✍ 審査員コメント なって
しまう1枚です。

カレイ部門 優勝

審査員コメント

会社とは違う休日の
楽しいワンシーンに、
好感度大！
★神奈川県 てんちょさん

タイトル

シーバス部門 優勝

37.0
cm

41.0
cm

職場では
見せない笑顔

■期
間 2018年4月1日
（日）
〜2018年6月30日
（土）
■対 象 魚 カサゴ・キス・マアジ・マダイ・シーバス・青物
（ハマチ系）
・カレイ
■表彰基準 各対象魚ごとに、
魚の長さの上位3位
（お一人の記録は各魚種で最も良い記録のみ）
までを表彰。
対象魚が釣れなくても、
Facebook特別賞をご用意しています。

カサゴ部門 優勝

✍ 審査員コメント

タイトル

に輝いた皆様、
そしてFacebook特別賞を獲得の皆様もおめでとうございます。
シースタイル・ホ
ームページでは、
エントリーいただいた方全員もご紹介していますので、
ぜひご覧ください。

マアジ部門 優勝

爽快感・気持ちよさが伝わる、
素敵な笑顔です。

★神奈川県 ニックパパさん

毎回、
ご好評をいただいている
「フィッシングコンテスト2018＜春期＞」
の結果を発表いたしま
す。今回も全国より多数のエントリーをいただきました。有難うございました！魚種別の1〜3位

特別賞（１０名）

釣った場所：小浜沖
●浅野さん
小浜マリーナ

＜2位：25.0cm＞
●夏目さん
（片倉ボートマリーナ）
＜3位：24.2cm＞
●渡辺さん
（湘南サニーサイドマリーナ）

82.3
cm

80.0
cm

釣った場所：城ヶ島沖
●出村さん
湘南サニーサイドマリーナ

Facebook特別賞

＜2位：81.0cm＞
●KSさん
●大島さん
（大阪岬マリーナ）
小浜マリーナ
＜3位：80.3cm＞
●ともみGOさん
（湘南サニーサイドマリーナ）

＜2位：73.0cm＞
●イシハラさん
（マリンポート美浜）
＜3位：72.3cm＞
●ニイノさん
（小浜マリーナ）

※受賞者のうち5名をご掲載しています。
すべての受賞者はシースタイルFacebookで発表しています。

★千葉県 しーちゃんさん

肝パン
GET2018
タイトル

●TAGAWAさん

★大阪府 yuki
★東京都
カイショー
★神奈川県 ちゃえさん
タイトル

タイトル

初イナダー！

タイトル

湘南マリーナ

笑顔でおめで鯛

バースデープレゼント
★千葉県 ユウシさん

初めて
釣れたよ！
タイトル

●リナさん
小浜マリーナ

●百合子さん
北浜マリンベース

日本全国の会員がライバルだ！

★愛知県 ぞべきちさん

富士山と
駿河湾のブリ
タイトル

タイトル

初マダイ
★神奈川県 ちゃもり

マダイ
やったー！
タイトル

★大阪府 よっちゃんさん

⓱

タイトル

子供の初ボート

★奈良県 たかぼうさん
タイトル

まゆちゃんもー

全国1位も夢じゃない！ぜひチャレンジしてみてください。皆様か

らのたくさんのご応募、お待ちしています。
ランキングは随時ホーム
ページで更新しています。

サニーサイドマリーナ ウラガ

●じゅんさん
デルタマリン 江波マリーナ

ただいま好評開催中！

秋 2018. 9/1 11/30
期

★大阪府 Tomoさん

●外道マスターさん

■対象魚／マダイ、
タチウオ、
シイラ、
シーバス、
マアジ、
カレイ、
キス、青物（ハマチ系）

※シーバス
（スズキ）
のみとし、
ブラックバスは番外編となります。

開催マリーナはシースタイル・ホームページでご確認ください。

⓲

クラブからのお知らせ

シースタイル・フェスタ in 酒田
7 月1日（日）ボートショップ酒田

シースタイル・フェスタ in 塩釜仙台湾
10組18名様
6 月17日（日）北浜マリンベース

2018

3組9名様

コメントの説明

2018年のシースタイル・クラブイベントは、2月24日の牡蠣BBQ & 操船体験 in 日生マリーナを皮切

報 レポート

りに、
シースタイルフェスタ、釣り講習会など、会員様に特別な時間をお過ごしいただけるイベントを各地

声 ご参加者の声

で開催しました。今年も多くの会員様にご参加いただき、
ありがとうございました。イベントの様子や参加

和気あいあいとクルージングを体験

初めて家族全員でクルージング

集合写真

★鳥海山を見ながら家族と一緒にゆったりクルージングを体験！

された皆様のご感想を一部、
ご紹介いたします。

声 風景に加えてお食事も良かったです。

声 鳥海山がきれいでした！

小豆島クルージング＆バーベキューフェスタ
5月27日（日）ナスボート牛窓マリーナ・岡山マリン 宮浦マリーナ・日生マリーナ 6組18名様

牡蠣BBQ & 操船体験 in 日生マリーナ
19名様
2 月24日（土）日生マリーナ

集合写真

小豆島クルージング

牡蠣 BBQ

沢山釣れて大満足

シースタイル・フェスタ in 宮古
7 月7日（土）ヤマザキマリン

2組5名様

魚のさばき方講座

★カレイが日本一釣れる仙台湾でカレイの数釣りにチャレンジ！

報 カレイをたくさん釣ることができました。釣果はなんと150枚！最高長寸は40.4cm！
報 魚のさばき方講座では、
たくさん釣れた時の保存方法や美味しい食べ方を学びました。
アイランドインで BBQ

操船実習

★瀬戸内の美しい景色と大量の牡蠣に皆さんご満悦！

集合写真

★晴天の中、3年ぶり ＆ 3マリーナ合同イベントを開催！

集合写真

報 操船体験では、
日生諸島最大の島、鹿久島を一周しました。

報 参加者のほとんどは、
瀬戸内クルージングを初体験されていました。
声 BBQ以外にも島巡りをしたい。 声 瀬戸内・小豆島の景色は最高だった。

シースタイル・フェスタ in さわら
5 月13日（日）水の郷さわら（川の駅） 24組41名様

シースタイル・フェスタ in 中部
6 月2日（土）・3日（日）ヤマハマリーナ浜名湖

牡蠣のバーベキューをとても楽しみにされていました。
報 皆様、

声 今後も岡山県のマリーナを利用したい。

声 楽しかったです。今回のような初心者向けのイベントはとてもありがたいです。
つり

教室なども嬉しいです。

声 釣りと料理のセッ
トは最高です！
声 今後もフェスタを続けて魚の良さを広めてください。

声 期待以上に釣れました。

シースタイル・フェスタ in 小樽
6 月23日（土）・24日（日）小樽港マリーナ

カモメの餌付け

宮古湾で操船練習

★2018年4月にホームマリーナとしてオープン後、初めてフェスタを開催！
声 カッパエビ煎でのカモメの餌付け、
圧巻でした。少し遠いのですが、釣りとクルージン

グを是非楽しみたいと思っています。

釣り座学講習会 in イオンモール神戸南
7 月14日（土）イオンモール神戸南（神戸ハーバーマリーナ） 25名様

25組51名様

60組155名様

今回はシロギス＆アジ編

フィッシング基礎操船練習
利根川ジェットツーリング

親子で釣りにチャレンジしました
スポーツボート操船体験

★道内はもちろん、関東・関西の会員様もご参加！

集合写真

★ウェイク、ジェット、スポーツボート、さっぱ舟など豊富なプログラムを体験！

報 ロックフィッシング体験で大物を釣り上げる会員様もいらっしゃいました。

声 釣れても釣れなくてもボート釣りは楽しい！ 声 貴重な体験ができました。
声 スタッフの対応が良かったです。子供も自分も楽しめました。 声 毎回楽しみにしています！

報 ハイパワーが魅力のAR240でクルージング。加速やスピード感を堪能しました。
報 佐原の古い町並みを川面から眺めながら、
「さっぱ舟」
で遊覧しました。

シースタイル・フェスタ in いずみさの関空マリーナ
5 月19日（土）・20日（日）いずみさの関空マリーナ 61組159名

初めての釣り体験会

10月28日（日）13:00〜16:30（受付：12:30〜）
初夏の風を感じるヨットセーリング

★穏やかな気候の中、浜名湖の魅力を満喫！関東圏の会員様も多数ご来場。
★2年ぶりの開催！海上イベント4つ、陸上イベント3つの充実のプログラム！
報 強風による大幅なメニュー変更にもかかわらず、
皆様笑顔で楽しまれていました。

⓳

声 普段はなかなか乗れない大型艇に乗れてよかった！
声 ノッ
トボードを作ってお土産ができました。

声 早速レンタルでボートフィッシングに挑戦してみたい！
声 今度の実釣が楽しみです。今回の講習を活かしたいです。

フィッシングクラブ開催のお知らせ

フィッシングクラブ 第3回：秋季 開催概要

大型艇 / 浜名湖クルージング

桟橋釣り

会員様限定！

報 みなさん熱心にボートフィッシングについて学ばれていました。
声 小野さんと蒼井さんの掛け合いが盛り上がった。

大好評のビギナー向け釣り講座＜フィッシングクラブ第3回：秋季＞を開催いたします。講師にはDAIWA
フィールドテスターの小野信昭さん・児島玲子さんをお招きします。仲間や友人と一緒にレベルアップして、
秋冬シーズンの海釣りを楽しみませんか。
ご参加をお待ちしています。

関空クルージング

集合写真

2018

集合写真

★DAIWA小野さん、釣りガール蒼井さんによる釣り講習会！

報 ヨッ
ト体験クルーズでは、強い風の中でも楽しく安全なセーリングを学びました。

報 プロウェイクボーダー空門恵洋さんから、
自分のレベルにあったスキルを習得しました。

クイズによる参加型講座

集合写真

報 新クラブ艇メニューをはじめ、
様々なプログラムを楽しんでいただきました。

「イシグロ」のスタッフさん同乗の釣り体験会は、
とても良い釣果でした。
報 釣具店
声 新クラブ艇の
「SR320FB」
や「G3ポンツーンボート」
を体験できて楽しかった。
声「G3ポンツーンボート」
で友人とわいわい楽しみたい。

声 釣り体験で沢山魚を釣れて嬉しかった。

内容

会 場 : ナビオス横浜

★エサ釣り仕掛けとルアーの種類のワークショップ（第 1 部）

★秋〜冬の海釣りガイド「秋〜冬のおいしい魚のねらい方編」（第 2 部）

お申込方法・詳細情報は
「シースタイルホームページ」
⇒「イベント情報」を
ご覧ください。
詳細はコチラ▶

前回 フィッシングクラブ 第2回の様子

7月22日

講師の小野さん・児島さんによる
「アジ・サバ釣り」
を中心とした講座を開催し、
ボートフィッシングの魅力
に触れていただきました。大勢の方にご参加いただ
き、大盛況でした！

⓴

クラブからのお知らせ

ホームマリーナ情報
NEW

マリーナ東海

2018年10月中旬〜
11月OPEN予定

愛知

熟練の
キャプテン付きで
操船を気にせず
ゆっくり楽しめる

三河湾の中心に位置し、
フィッシングや
クルージングに最適！

マリーナ東海は、佐久島・日間賀島などの豊かな漁場を誇る三河湾の中

で、最も沖に近い好立地のマリーナです。アオリイカ、
サバ、
カジキなどの漁
場にも近く、楽しい釣りが体験できます。年間を通して、海を楽しむ多彩なイ
ベントも企画していますのでお見逃しなく。利用者様の充実したマリンライ
フをプロデュース＆サポートしていますので、
ぜひご利用ください。
クラブ艇：AS-21
Information

WB

☎ 0563-62-4511

〒444-0701 愛知県西尾市東幡豆町緑ヶ崎1番地
営業時間：5〜9月／9：00〜18：00 10〜4月／9：00〜17：00
定休日：火曜日

247

西尾市

名鉄線

247

23

こどもの国

247
東幡豆
佐久島

蒲郡市 247
321

豊川市
愛知御津

蒲郡

西浦 ラグナシア
三河湾

豊川

23

マリーナ東海

23
豊橋

日間賀島

23

篠島
田原市
N

伊良湖岬

写真は製品写真です。

食事や飲み物の
手配も可能 手軽に
楽しめるサービスです

コグレマリンサービス［2018年6月新配備］

マリンジェット 新配備

相模川・湘南・江ノ島がゲレンデ。
マリンジェットレンタル開始！

写真は製品写真です。

相模川に位置するコグレマリンサービスで
は、相模湾初のスポーツボート配備に続き、6月
よりマリンジェットのレンタルが可能になりまし
た。
クルージングエリアが広く、
ご家族や・友人と
一緒に湘南や江ノ島の海を満喫することがで
きます。

TEL：0463-24-1533
〒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

NEWマリンジェット：MJ-VX Cruiser
ボート：AR190

「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

冬季限定発行

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
●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。

有効期間：2019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。

2019年より「会員ステージ制度」が変更となります。
詳細は、今号に同封されている
「シースタイル 会員ステージ制度変更のお知らせ」
をご覧ください。

アンケートプレゼントの
お知らせ
同封のアンケートにご回答いただき、2018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！

今回から、ウェブからもアンケートに
ご回答いただけるようになりました！
webアンケートはコチラ▶

編集後記
今年、西日本は豪雨、地震、台風と荒天続
きで中々出航が厳しい日が続きました。ただ、
マ

ひとクラス上のマリンスタイルへ

Charter
シースタイル会員どなた様も利用可

リンシーズンはまだまだこれからです。巻頭特集

シータイル・チャーターは、
キャプテン
（船長）付き＆チャーター
プランだからこそ叶う、新しい海遊びのスタイルです。
「シースタイル・チャーター」は、
キャプテン
（船長）付きの優雅なプランです。
いつもは操船をしている会員様
も、
このプランではゲストと一緒にゆっくりと楽しめます。操船は「熟練の船長にお任せ」だから、行ったこと
がない場所や大型の船でも安心。
「トワイライトクルーズ」や「新鮮な海の幸を求めたグルメクルーズ」
「女
子だけのパーティークルーズ」
「船上BBQ」など、大切なご家族や仲間達とリラックスしてマリンレジャーを
満喫できます。今後も続々と実施マリーナやプランを増やし、
ホームページで告知していきますのでお見逃
しなく。
たまにはキャプテンをお休みして、
いつもとは違う楽しみ方で特別な時間を過ごしてみませんか。
●BBQやケータリング、マリンアクティビティ、寄港地などをご選択いただけます。

の「大阪湾・淡路島」
をはじめとして、関西・中

●実施マリーナやクラブ艇につきましては、ホームページでお確かめください。

国地方には魅力的なスポットが沢山あります。

●マリーナにより、提供可能なサービスが異なります。

ぜひ、美味しいものを食べに関西＆瀬戸内へ！
（I）
お問い合わせ・お申込みは

ヤマハマリンホットライン

0120-730-344

受付時間9:30〜17:30
（年中無休/年末年始を除く）

シースタイル・チャーター
についての詳細はコチラ▶

（11月以降、順次公開予定）

