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1 ヤマハマリーナ琵琶湖

悠久の湖で多彩なボーティングスタイルを楽しむ

❷

★

日本一の湖であり、意外と知られていないが世界でも珍しい古代湖。京都にも近いことから日本の歴史にも深く関わっている湖。
さらに私たちにとってはセーリングからトーイングまでマリンスポーツのパラダイスとも言えるゲレンデ。琵琶湖を形容する時には、

さまざまな呼び名がつく。それは古くから多くの人々が恩恵に与ってきたからに他ならない。
悠久の時を経た現在も、圧倒的な存在感を放つ琵琶湖でボーティングの一日を楽しんだ。

フラットな水面で爽快なクルージングが楽しめるのも琵琶湖の魅力

●2019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
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　琵琶湖は面積約670km2、周囲約235km、最大水深約104m、約275億トンの湖水をたたえる、日
本最大の湖です。生物相は非常に豊かで、約1,100種もの動・植物が生息しており、世界中で琵琶湖
にしか見られない固有種も多く存在しています。また、ヨットやカヌー、ウェイクボード、SUPなどの湖上ス
ポーツも盛んで、「日本の水浴場88選」にも選ばれた宮ヶ浜水泳場をはじめとする水浴場も多く点在し
ています。
　水と人の営みが調和し、様々な表情を持つ琵琶湖。ぜひシースタイルで、日本一の湖と大自然を感じ
られるマリンレジャーを満喫しませんか。

琵琶湖 滋賀県

巻頭特集

時の流れと歴史の奥深さを垣間見るボーティングを堪能してきました。

2

琵琶湖
悠久の湖で多彩なボーティングスタイルを楽しむ

プロガイドと釣りを楽しむプランや海からショッピングへ出かけるアーバンクルージングなど、
今号も魅力的なプランが届きました。

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
10

連載  シースタイルで楽しむボート釣り13

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。
マゴチボートフィッシング入門 第10回

14連載

その④ 下処理の方法
山嵜清張の魚を美味しく食べる方法お魚かたりべ
やま    さき     きよ   はり

シースタイル・チャータープランNEWS
シースタイル・チャータープランご利用者様の声と、PICK UPプランをご紹介します。

7

人気のアクティビティ「サンゴの植え付け体験」と、SR330チャーター体験のご案内です。

9 シースタイルで沖縄の海を満喫しよう ！
サンゴの植え付け体験＆SR330チャーター体験

15笑顔のフォトコンテスト2019年 結果発表 ！
16フィッシングコンテスト2019年 春期 結果発表 ！

琵琶湖

フィッシングもトーイングも楽しめる。湖はウォータースポーツを
楽しめる最高の環境だ

東海道本線

2 マリンショップオグリ



悠久の湖で多彩なボーティングスタイルを楽しむ

★琵琶湖

❸

　日本で最も大きな湖。南北に63キロあるこの湖は、ボートを走らせ

れば1日中楽しめるゲレンデ。湖岸ではマリンジェットやディンギーを楽し

む姿が多く、すこし沖に出ると、バスフィッシングを楽しむアングラーやトー

イングで賑やかなグループの姿を見かけることになる。同じ湖でもこれ

だけいろいろな楽しみ方を見かけることができるのは、やはり琵琶湖の

大きさによるところなのだろう。

　この琵琶湖にはシースタイルのホームマリーナが5カ所ある。この中

で最も北にあるのがイワキプランニング。マリンジェットやスポーツボート

のオーナーが多く、クラブ艇もその両方が揃っている。ビーチからのエ

ントリーになるので、バーベキューをしながら楽しむスタイルが多いとい

う。このバーベキュースタイルは琵琶湖では定番の楽しみ方で、ヤマ

ハマリーナ琵琶湖を除く、他のマリーナでも事前に連絡すれば利用が

可能とのこと。

　琵琶湖のホームマリーナで唯一東岸にあるのがマリンショップオグリ。

こちらもジェットユーザーの多いゲレンデとして知られ、週末にはグルー

プや家族で楽しむ姿がよく見られる。同じくグループ利用が多いのは和

邇浜にあるセーリングスポット ワニだ。こちらもバーベキュースペースや

マリンスポーツ後の疲れを癒すジャグジー、遊具として使えるトランポリ

ンなど、1日中楽しめる施設が整っている。また、セーリングスポット ワ

ニの南に位置するマリーナ雄琴は、セーリングユーザーが集う場所。

ボート＆バーベキュー＆プールが、このマリーナの遊び方だ。

　そして今回、ボートを利用したのはヤマハマリーナ琵琶湖。比叡山

の門前町、坂本の近くにあるヤマハマリーナ琵琶湖にはSR310やG3

ポンツーンボート等、利用目的に合わせたボートがあり、南湖から北湖

まで琵琶湖全域での航行が可能となっている。

　どのホームマリーナからも琵琶湖を楽しむことができるので、ロケー

ションに時間や遊びのスタイルを決めて、予約を取れば準備万端で楽

しむことができる。

タイムスリップを予感させる、アイランドクルージング
　今回はヤマハマリーナ琵琶湖から湖を一周する形での島巡りを案

内していただいた。まず最初に目的地にしたのが水上鳥居が有名な

白鬚神社。全国にある白鬚神社の総本社であり、創建は2000余年

前という近江でも最古の歴史を持つ神社。近江の厳島神社とも呼ば

れている。この鳥居は個人の寄進で建てられたそうなのだが、当時

は水中ではなく年月を重ね琵琶湖の水位が上昇したことにより現在の

水中鳥居となったそう。記念写真を押さえておくには絶好のスポットだ。

水上から白鬚神社とその裏山にあたる「白鬚神社古墳群」をしばらく

眺めて、次のクルージングスポットにある「沖の白石」へと向かう。

　SR310は軽快そのもの。湖のように水面が凪であれば、エクスプレ

スクルーザーの名にふさわしいスピードを同乗者と共に味わうことができ

る。みんなが笑顔になれるのもこのボートの魅力のおかげだと思う。

　北湖の真ん中に位置する「沖の白石」は大きな岩と小さな岩3つ

が並ぶ場所。琵琶湖に数多く存在するパワースポットの中でも、名前

では知られているものの、船でしか来られない場所にあるため、知る

人ぞ知るという場所になっている。この岩（大岩）の高さは一番高い場

所が14メートルほど。ちなみに水深が約80メートルなので、全体の大

きさとしては100メートル近い石柱になり、霊験を感じさせる神秘的な

場所としても紹介されているそうだ。また、見る角度によっては4つの

岩が二つになったり、時間帯によっては白くなって見えたりと、この岩

を称える、さまざまな言い伝えが残されている。この岩の成り立ちを想

像しながらボートでぐるっと回れば、

神秘的なその光景に目を細めずには

いられないだろう。

　SR310で沖の白石を一回りした後

に向かったのは、琵琶湖でも観光

船の桟橋が整備されている竹生島。

琵琶湖八景のひとつであり、滋賀県

民なら一度は訪れる場所。古くから

神様が住む島として信仰の対象と

なってきた島である。

しら ひげ

ちく  ぶ   しま

❹

ポンツーンボートの魅力は人数の多いグループでも、
会話を楽しみながらクルージングができるところ

今回利用したのがチャータープランで利用できるSR310。ロケーションの良い
場所でアンカリングをしてサンベットでの記念撮影はインスタ映えにもバッチリ

湖の中央に姿を現す沖の白石。水深80メートルから隆起している

10km

N

琵琶湖大橋

沖島

白鬚神社
沖の白石 多景島

竹生島

写真左/ランチクルーズ等のショートタイムでも十分に楽しめる。いつもと違うロケーション
で楽しむ時間は、メンバーの距離もぐっと縮めてくれるはず
写真上/ウェイクボードも仲間の距離がぐっと縮まる。滑れなくても水上の時間は楽しい

ビッグな琵琶湖の楽しみ方
M a r i n e  Ac t i v i t y  S t y l e

C r u i s i n g  S t y l e

C r u i s i n g
M a p
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　奈良時代に行基上人が四天王像を安置したのがその始まりと言わ

れ、周囲わずか2キロという島内に都久夫須麻神社と宝厳寺があり、

明治時代に神仏分離令が敷かれるまでは、神の住む島として信仰を

集めていた。湖岸から2キロの沖合にあると言う立地条件は櫓や櫂で

移動する当時の水運事情にとって、信仰を集める格好の条件を備え

ていたと想像できる。ちなみにこの竹生島の西側が琵琶湖で最も深く、

104メートルほどの水深になっており、島と葛籠尾崎の間の海底からは、

縄文時代や弥生時代に作られたと思われる土器が数多く引き上げられ

ているそうだ。　

　この竹生島から南側に下ること7、8マイルの位置にあるのが多景島

である。こちらは島がまるごと神社の境内になっているという、非常に

珍しい島。竹生島と同じくこちらも信仰の島であり、琵琶湖で亡くなら

れた人や魚介類を供養するために日靖上人が開山したと言われてい

る。ボートで近づくとまず目に入ってくるのが、高さが23メートルある「誓

いの御柱」。五箇条の御誓文が書かれた青銅製の五角柱は、大正

19年に寄付金によって建てられたとあるが、何故島に建立されたのか

など、その経緯の詳細は定かでないそうだ。いまではこの五角柱が

あることによって、遠くからでもそれが多景島とわかるほどのシンボル

マークとなっている。見る位置によって島の姿が変わってしまうことから、

その名がつけられた多景島だが、ボートでぐるりと一周すると、なるほ

どそう言われるのも腑に落ちるほど、変化に富んでいる。どこでどう変

わるのかを見るだけでも島を一回りする価値はある。

　多景島を後に次に向かったのは、国内でも湖に浮かぶ唯一の有人

島と言われている沖島である。この沖島に上陸するまではまったく意

識もしていなかったが、国内では湖に浮かぶ島で人が住んでいるの

はこの沖島だけということ。先の竹生島は、夜は無人になり、他の湖

にも有人島はあるが架橋があるため、離島として

はこの沖島だけになるそうだ。

　もちろん人が住み、船があるので、漁港も整備

されている。プレジャーボートの着岸も可能だが、

接岸場所などは変わりやすいのでマリーナで確認

を。また食事もカフェもあるが、祝日営業や期間

限定営業が多いので、こちらを利用する場合に

は、なるべく上陸前に、利用施設に問い合わせ

を入れておけばストレス無く移動できる。島では猫

の多さが気になるところも含めて、日本の離島で

見かける光景そのものだ。湖を隔てた近江八幡と

はボートでも10分足らずの距離にあるのだが、こ

ちらは別世界のような時が流れている。週末のラ

ンチクルージングにはうってつけの場所だと思う。

　沖島に上陸してゆっくりと過ごした後はマリーナへと戻った。午前中

に出港してから食事を取りながら4島を巡ると帰港はちょうど夕方。そ

の大きさに圧倒される琵琶湖で、ボートでこの4島だけを巡ってみても、

時の流れと歴史の奥深さを垣間見ることができる。とかくトーイングス

ポーツやバスフィッシングに注目が集まりがちだが、クルージングでも十

分に楽しめる湖である。風が吹かなければフラットな水面でのボーティ

ングは爽快な気分にさせてくれる。もちろんランチボックスを抱えて、こ

うした島巡りクルージングだけでも十分にリフレッシュできる。ぜひ次の

候補に加えてみてはいかがだろうか。

　

みんなが笑顔になる琵琶湖の水上時間

　今回はヤマハマリーナ琵琶湖から湖を一周する形での島巡りを案

内していただいた。まず最初に目的地にしたのが水上鳥居が有名な

白鬚神社。全国にある白鬚神社の総本社であり、創建は2000余年

前という近江でも最古の歴史を持つ神社。近江の厳島神社とも呼ば

れている。この鳥居は個人の寄進で建てられたそうなのだが、当時

は水中ではなく年月を重ね琵琶湖の水位が上昇したことにより現在の

水中鳥居となったそう。記念写真を押さえておくには絶好のスポットだ。

水上から白鬚神社とその裏山にあたる「白鬚神社古墳群」をしばらく

眺めて、次のクルージングスポットにある「沖の白石」へと向かう。

　SR310は軽快そのもの。湖のように水面が凪であれば、エクスプレ

スクルーザーの名にふさわしいスピードを同乗者と共に味わうことができ

る。みんなが笑顔になれるのもこのボートの魅力のおかげだと思う。

　北湖の真ん中に位置する「沖の白石」は大きな岩と小さな岩3つ

が並ぶ場所。琵琶湖に数多く存在するパワースポットの中でも、名前

では知られているものの、船でしか来られない場所にあるため、知る

人ぞ知るという場所になっている。この岩(大岩)の高さは一番高い場

所が14メートルほど。ちなみに水深が約80メートルなので、全体の大

きさとしては100メートル近い石柱になり、霊験を感じさせる神秘的な

場所としても紹介されているそうだ。また、見る角度によっては4つの

岩が二つになったり、時間帯によっては白くなって見えたりと、この岩

を称える、さまざまな言い伝えが残されている。この岩の成り立ちを想

像しながらボートでぐるっと回れば、

神秘的なその光景に目を細めずには

いられないだろう。

　SR310で沖の白石を一回りした後

に向かったのは、琵琶湖でも観光

船の桟橋が整備されている竹生島。

琵琶湖八景のひとつであり、滋賀県

民なら一度は訪れる場所。古くから

神様が住む島として信仰の対象と

なってきた島である。
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今回お世話になったマリーナ

琵琶湖エリア・マリーナ紹介

グループ利用に人気のホームマリーナ。ボートでのクルージングやトーイングを楽
しみながら、ビーチサイドのバーベキューを楽しむのがワニスタイル ！

セーリングスポット ワニ ☎077-594-3545
琵琶湖の北部エリアにあります。マリンジェットやスポーツボートでのクルージング
が楽しめます。ビーチエントリースタイルなのでバーベキューも可能です。

イワキプランニング ☎0740-22-6617

 
住所 ： 滋賀県大津市和邇南浜364
営業時間 ：  5～9月 
 9:00～18:00
 4・10・11月
 10:00～17:00　
定  休  日  ： 5～9月 無休
             4・10・11月 木・金曜日
            12～3月 クローズ

住所 ： 滋賀県高島市今津町浜分30-1
営業時間 ： 4～9月 
 9:00～18:00
 1～3月・10～12月 
 9:00～17:30
定  休  日  ： 7～9月 無休
　　　　 1～6月・10～12月 火曜日

琵琶湖 ア・ラ・カルト

54

琵琶湖エリアでは唯一、彦根エリアに位置するホームマリーナ。スポーツボート、
マリンジェットの利用が可能です。

ヤマハマリーナ琵琶湖 ☎077-578-2182

ボートと温泉を楽しむならマリーナ雄琴が便利です。マリーナにはバーベキューに
プールもあり、ファミリーボーティングにはぴったり。

マリーナ雄琴 ☎077-578-4037

 
住所 ： 滋賀県彦根市松原2-2-19
営業時間 ：  9:00～18:00
定  休  日  ： 11～2月 日曜日

クラブ艇利用の他、レストラン、ボート免許講習、各種マリンプレイのスクール
等、トータルマリンライフをサポートするマリーナ。今シーズンよりSR310による
チャータープランも好評受付中とのこと。

 
住所 ： 滋賀県大津市下阪本5-2-2
営業時間 ：  4～9月 
 9:00～18:00
 1～3月・10～12月 
 9:00～17:00
定  休  日  ： 4～10月 火曜日
             11～3月 火・水曜日

住所 ： 滋賀県大津市雄琴5-10-56
営業時間 ： 6～9月 
 9:00～18:00
 1～5月・10～12月
 9:00～17:00　
定  休  日  ： 火曜日

3

1

湖畔を眺めながらゆっくりできる

シースタイルについては
担当の原さんまで

ラ・セリアのランチも好評です

SUPなどのマリンプレイ
講座もあります

マリンショップオグリ ☎0749-22-08622

た    け  しま

　琵琶湖の周囲には歴史を伝える建物や史
蹟、神社仏閣など数多くの見所があります。時
間があれば比叡山延暦寺や全国の日吉・日枝・
山王神社の総本山である日吉大社、さらに琵琶
湖を一望するびわ湖バレイなどがオススメです。

見る

日吉大社

　日本一の琵琶湖の湯処として知られるのが
おごと温泉。天台宗の開祖、最澄によって開か
れたと言われ、1200年の歴史を持つ。おごと
温泉観光公園や、おごと温泉駅前には無料の
足湯もある。

癒やす

マリーナ帰りに足湯はいかがでしょうか？

B I WA KO  S t y l e

TAKE SHIMA

悠久の湖で多彩なボーティングスタイルを楽しむ

★琵琶湖

　琵琶湖と言えば鮒寿司か近江牛、冬になれ
ば鴨鍋等もあり、地産のさまざまな食材が楽しめ
る場所。また神社仏閣なども多いことから精進
料理や料亭等もあり、各エリアでグルメスポット
が多いのが特徴です。

食べる

琵琶湖はグルメ揃い。
お好みでどうぞ

❶

❶見る角度によって島の姿が変わるということからその名が付けられた多景島
❷神が宿ると言われる竹生島。春先には桜の花が咲くなど四季折々の景観を見せる 
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❷

沖島にはお洒落なカフェやインスタ映えのスポットが
点在する。クルージングスポットとしてもオススメの島



●天候によってはコース等が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
●予約期間は30日前～7日前となります。
●定員は、乗船可能なお客様の人数となります。 ●料金は税込です。

●お申込みは「左記QRコード（webサイト）」「各プラン実施のマリーナへお電話」
　「ヤマハマリンホットライン　　　                       へお電話」で受け付けています。0120-730-344

東京スカイツリー

隅田川

神田川

日本橋川

●

永代橋

N

吾妻橋
Q.利用目的 A.気分転換／楽しそうだった／久しぶりに船に乗りたいと思ったから
Q.スタッフの対応  A.大変満足（３組とも）
Q.期待度  A.期待を上回る（3組とも）
Q.ご感想  A.普段は行けないところに行くことができ、 ガイドをしてもらえて良か
った／東京の色々な橋の説明が細かくて分かりやすかった。もう一度、勝どき
マリーナのチャータープランで東京観光をしてみたい／たくさん詳しく説明して
いただいて良かった。同僚や友人とまた来たいです。練習して自分でもレンタ
ルにトライしたいと思います。

勝どきマリーナ

熱海沖に浮かぶ初島 ! 島遊びを満喫する3時間コース !

人気の東京運河巡り。船の上でしか
味わえない、新しい東京の街を歴史解説付き
で再発見できるクルーズです。

　伊東サンライズマリーナから約20分。首都圏から一番近いリゾートアイランド「初島」は、島のどこに
いても波の音が聞こえる癒しの離島。通常、初島まではフェリーでしか行けませんが、ボートを貸し切っ
て仲間だけで上陸可能なプランとなります。島内の海岸食堂では、旬の新鮮な魚介類に舌鼓 ! アジア
ンガーデン「R-Asia」では数々の南国植物が出迎えてくれ、トロピカルドリンクを楽しめます。また、チャー
タープランだから、島での滞在時間もお好みに合わせて調整可能です。

★初島上陸ショートプラン

アジアンガーデン「R-Asia」 初島フィッシャリーナお食事処が軒を連ねる

嚴島神社の大鳥居 原爆ドーム

時期：毎週木曜日
時間：10:00～13:00　使用艇：FR-20（定員4名）
料金：
・クラブ艇利用料金
◆シースタイル会員9,100円～ 
◆シースタイルライト会員11,000円～
・キャプテン派遣料：33,000円／3時間
・燃料費：およそ5,000円程度
・食事代:実費

プランの詳細
はコチラ▼

◆勝どきマリーナ発

アンケートご回答 ： 3組

シースタイル・チャータープランは、続々と「実施マリーナ」「プラン」
を増加中です ! その中から注目のプランをピックアップしました。

『江戸運河クルーズ』ご利用者様に聞いてみました ！

3時間コース静岡県

3時間コース広島県

　広島市内の川を遡り、原爆ドームを川面から眺めます。春先には花見の特等席になります。その後、
別の川を下って「宮島」までクルーズし、「嚴島神社の大鳥居」前で海上から記念撮影後、上陸。自由
行動で「嚴島神社」や「大聖院」を観光し、焼き牡蠣などをいただきます。宮島では「人力車観光」
「SUP体験」などのオプションも選択可。ご希望の方は宮島対岸の「宮浜温泉」にて高級ホテルの入
浴もできます。（SUP、温泉選択の場合はマリーナへの帰港時間が1時間遅くなります。）

★広島ベイ＆リバークルーズ

広島の2つの世界遺産めぐり、ランチ付

勝どきマリーナ
☎ 03-3531-7833 東京都中央区勝どき３丁目１５－３

お問い合わせ
お申込みは

・クラブ艇利用料金
 ◆シースタイル会員 9,100円～  ◆シースタイルライト会員 11,000円～
・キャプテン派遣料:16,500円/3時間 ・燃料費:別途 

伊東サンライズマリーナ
☎ 0557-38-7811 静岡県伊東市湯川571番地19

お問い合わせ
お申込みは

・初島ボート係留費:759～1,265円/時間 ・食事代:実費

通  年 9:00～15:30（内3時間）利用可能時間 使用艇 F.A.S.T.23（7名）

料　金

時　期

その他料金

9:00（12:30） マリーナ出港 → 9：30（13:00） 初島入港～島内散策～昼食 → 
11:30（15:00） 初島出港 → 12:00（15:30） マリーナ帰港

スケ
ジュール

※ご予約は電話のみの受付となります。※ボートの定員は最大で7名ですが、快適にご利用いただける
乗船者数の目安は4名です。※食事のご手配はお客様ご自身でお願いします。※初島に上陸する際の
ボート係留費用は、シーズン・初島滞在時間によって前後します（お客様ご負担）。33～55円（税込）
/1ft/時間。

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

お問い合わせ
お申込みは

・クラブ艇利用料金
 ◆シースタイル会員 19,300円～　◆シースタイルライト会員 22,100円～
・キャプテン派遣料（燃料費・係船料含む）:8,400円/3時間 
・ケータリングランチ 2,000円/名

通  年 12:00～15:00利用可能時間 使用艇 G3ポンツーンボートV322RF（10名）

料　金

時　期

その他料金

12:00 マリーナ集合 → 12:20 マリーナ出港 → 12:50 原爆ドーム → 13:30 宮島ビジ
ター桟橋～宮島観光 → 14:40 宮島出港 → 15:10 マリーナ帰港

スケ
ジュール

■備考 ※＜オプション＞嚴島神社参拝料:300円/名、人力車観光（30分）:9,000円/2名、SUP体験
2時間:5,000円/名、宮浜温泉:600円/名 ※広島湾に繋がる河川は約3mの干満の差があり、運行時
間帯（お昼）の広島湾の潮位が1m未満の日にちは川の景観が良くないため、運行いたしません。マリー
ナのイベント等で実施しない日にちがあります。シースタイルHPで実施可能日をご確認ください。平日をご
希望の方は直接マリーナにお問い合わせください。

ユーザーズボイス

江戸運河クルーズ

「船長による江戸川歴史ガイド」
が好評のプラン ！

PICK UP ! !

　昨年よりスタートした「ひとクラス上のマリンスタイル」をテーマに掲げる、シースタイル・チャータープ
ラン。操船を「熟練の船長」にお任せし、ゲストと一緒に安心して楽しめるとあって、ご利用いただく会員
様が増えています。その中でも、ご利用が多く好評をいただいている勝どきマリーナ「江戸運河クルー
ズ」。この度、ご利用者様の声をいただきましたので、プランと共にご紹介いたします。「不安なくゲストを
楽しませたい」「今後の予行練習のため」などの理由でご利用されている方が、多くいらっしゃいました。

❼

ひとクラス上のマリンスタイルへ

シースタイル・チャータープランNEWS

チャータープランを
利用した理由は？ 今後の

予行練習のため
不安なくゲストを
楽しませたい！

海と空がつながる「グラマラス・ボーティング」体験を、あなたに。
クラブ艇最大ボート「SR330」、2マリーナで絶賛稼働中 ！

最高の一瞬を、家族や仲間と。

全長：10.21m  全幅：3.09m  300馬力2基掛け

ジョイスティックでラクラク操作グラスコックピットスターンデッキに８名様スペースバウデッキに7名様スペース

詳しくはコチラから▶

★ ★ ★ マリーナお勧めのプラン

湘南サニーサイドマリーナ
■住所：神奈川県横須賀市芦名1-17-8 
■TEL：046-857-2700 ■営業時間：8：30～17：30
■火曜日（7・8月頃は無休）

相模湾を横断して初島グルメを堪能 ! 大海原を疾走する爽快感を体感 !
時期：通年  利用可能時間：9:00～15:00  使用艇：SR330（定員14名）
料金：・クラブ艇利用料金
◆シースタイル会員193,500円～ ◆シースタイルライト会員228,500円～
・キャプテン同行費用：33,000円／6時間 ・燃料費：別途
・食事代：実費 ・初島ボート係留費：1,089～1,815円/時間
（※詳細はマリーナまでお問い合わせください。）
◆その他にも、チャーター・プラン、海遊びプランを多数ご用意しています。

【キャプテン同行】 相模湾横断初島ロングクルーズ

詳しくはコチラから▶

沖縄の海と風を、オープンボート
 「SR330」で感じよう ! 五感を刺激する
  非日常の体験が待っている。

★ ★ ★ マリーナお勧めのシースタイル・チャータープラン

マリンランド「北谷フィッシャリーナ店」
■住所：沖縄県中頭郡北谷町美浜54番地うみんちゅワーフ内
■TEL：098-989-0647 ■営業時間：9：00～18：00 ■定休日：水曜日

慶良間ブルーを眺めながらのゆったりタイムを過ごしましょう
時期：～2019年12月10日  利用可能時間：10:00～16:00（内3時間） 使用艇：SR330（定員12名）
料金：・クラブ艇利用料金
◆シースタイル会員99,800円～ ◆シースタイルライト会員123,000円～
・キャプテン派遣料：33,000円／3時間・燃料費：およそ3～50,000円程度
・ケータリング費用：要問い合わせ
・オプション（有料：シュノーケリング、ロッド・リール、三線演奏）
◆その他にも、沖縄を堪能できるチャーター・プランをご用意しています。

チービシまでのプライベートクルージング

❽

東日本唯一、湘南サニーサイドマリーナに
 「SR330」デビュー !
  プレミアムクルーザーで湘南の海を駆けよう。

受付：北谷フィッシャリーナ店空撮：湘南サニーサイドマリーナ

GLAMOROUS BOATING

●料金は税込です。



❾

イベント内容について

ヤマハ発動機が加盟している「チーム美らサンゴ」のサンゴ植え付けとSR330でのチャーター特別プランを楽しみます。
サンゴの植え付け体験はすぐに予約が埋まってしまう人気のアクティビティですが、
今回はシースタイル会員の皆さまに特別枠にて体験会を実施します。また今シーズンより開始した
マリンランド「北谷フィッシャリーナ店」のチャータープランをご用意しました。

　サンゴの生態学習から始まり、苗作り、最後は実際に苗を沖縄の海に植
え付けます。植え付けはダイビングの資格をお持ちの方のみ参加できますが、
シュノーケリング参加でも十分に
楽しんでいただくことができます。
　夜は三線による沖縄民謡を聴
きながら、ビーチでバーベキュー
パーティーを行います。

※最少催行人数6名（10名以下の場合、一部プログラム内容を変更する場合があります。）

メール： nakahara2005@otsinfo.co.jp
営業時間 ： 月～金曜日 10:00～18:00 土曜日10:00～15:30 / 定休日 ： 日・祝休み

※ボートレンタル代、キャプテン派遣料・燃料費・保険料含む。
※現地集合・現地解散のツアーです。
※沖縄までの航空券、前泊分（15日）の宿は各自でご手配ください。＊1
※解散は那覇市の国際通りで15時頃を予定していますが、海のコンディションによってはクル
   ージング時間が前後する場合がありますので、余裕を持って復路便の予約をお願いします。

 ■16日（土） 宿泊先
沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ等を予定しています。宿泊先はお
選び頂けませんのでご了承ください。

担当 ： 中原（なかはら）・水井（みずい）・玉盛（たまもり）まで、「シースタイル・美らサン
ゴの件」と、お問い合わせください。

※サンゴ植え付け証明書を「チーム美ら
　サンゴ」より発行します。
※シュノーケリングでご参加の方にも発行します（サンゴ苗をダイバーが代理で植え付けまで
　サポートします）。

2019年11月16日（土） ～17日（日）日程
時間 16日 8:00～20:00頃 / 17日 9:00～17:00頃
会場 16日 沖縄県恩納村 / 17日 中頭郡北谷町
       

●サンゴの植え付け体験

　2日目はマリンランド「北谷フィッシャリーナ店」をベースに、クラブ艇最大ク
ルーザー「SR330」でのチャータープランクルージングをお楽しみいただきます。
※荒天の場合は美ら海水族館または、沖縄エリアのホームマリーナへの訪問を予定しています。

※16歳以上の方のみご参加いただけます。
※同伴者は3名様まで可（定員を超える場合はキャンセル待ちとなります）。
※11月15日（金）に沖縄県那覇市の前泊が可能な方。

※ホットラインより正式申込書類と振込みの案内を送付いたします。
申し込み書類の提出と振込みが完了、事務局で確認ができ次第
お申込が確定となります。

●SR330で体験クルージング

■参加資格/

■使  用  艇/
■定　    員/

■申込方法

■参加費について（シースタイル利用割引券はご利用になれません）

＊1 沖縄ツーリスト株式会社東京支店でも航空券・前泊の手配を行っております。
■備考

2日目のSR330体験クルージング費用は現地にてご精算。
料金：11,000円（税込）/名

＜別途現地でお支払い＞

TEL.03-5408-5201 FAX.03-5408-5202

OKINAWA
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マリンランド「北谷
フィッシャリーナ店」

❶ ダイバーコース                               56,000円（税込）/名
❷ シュノーケリングコース                      53,000円（税込）/名

シースタイルで沖縄の海を満喫しよう ！
サンゴの植え付け体験＆SR330チャーター体験サンゴの植え付け体験＆SR330チャーター体験

シースタイル会員様限定 ！シースタイル会員様限定 ！

SR330、AS-21
15名

シースタイル会員様とそのご家族・ご友人

●16日（土）の移動費、昼食、サンゴ植え付け参加費、機材レンタル代（希望者）、
夕食BBQ、宿泊費 ●17日（日）の移動費、昼食

＜上記料金に含まれるもの＞

〒105-0013 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル2F
沖縄ツーリスト株式会社 東京支店

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にてお申込みください。

■申込期限 ： 2019年10月21日（月）17:00まで 先着順となります。

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）

ホームページは
こちらから▼

要前泊

ホームマリーナホームマリーナホームマリーナ 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。 ★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

関東エリア

爽やかな秋風を感じられる、過ごしやすい季節になりました。今号も全国のホームマリーナからお
勧めのイベント・海遊びプランをお届けします。近年盛り上がりを見せている仙台湾マダイフィッシ
ングや、プロガイドと一緒に釣りを楽しめる大人気プラン、海からショッピングへ出かけるアーバン
クルージングなどなど、魅力的なプランが揃いました。皆様のご利用をお待ちしています ！

今年も大漁だ!

手ぶらで楽しもう!

東洋のドーバーと讃えられる「屏風ケ浦」を真近に
見ることができるスポットとして、多くの人が訪れる
銚子マリーナ。ヒラメがよく釣れることでも知られて
います。このプランでは、午前中にクラブ艇で釣り
を楽しんで頂きます。昼食はマリーナ敷地内のバー

ベキュー会場で、雄大な太平洋の景色を楽しみながら、BBQはいかがでしょうか（当日手
ぶらでOKな、BBQの専門業者へ依頼することも可能。面倒な後片付けも不要です）。

釣り、グルメを一度に楽しめるプラン。
通年日程

千葉県銚子市潮見町15銚子マリーナ ☎0479-25-7720

2

※船長は会員様となります。※バーベキュー会場の利用（ガスコンロ・鉄板含む）には予約が必要となります。利
用時間は9時から17時までです。食材や食器などはご用意をお願いします。詳しくは下記のサイトをご覧ください。
＜http://www.choshimarina.co.jp/documentation/bbq_2015.pdf＞
※BBQの食材、準備、設営、片付けを依頼できるBBQの専門業者もございます。お客様ご自身で
ご予約ください。 ◆満福（まんぷく）出張BBQ千葉＜https://www.manpuku.co.jp/bbq_chiba/＞

要予約
釣具、餌、クーラーボックス、氷はお客様ご自身でご準備をお願いします。
（バーベキュー会場施設使用料・クラブ艇利用料金・燃料費・食事代別途）

9:30～12:45（BBQ 13:00～）時間 予約 YFR-24使用艇

料金

銚子でヒラメを狙え !
釣りとBBQを堪能しませんか

ボートフィッシングデビューを考えている方に、大人気プランのご紹介。竿の扱い方から、
仕掛けの付け方、ポイントの狙い方など、プロの知識を吸収できる贅沢な5時間です。使う
道具はすべてプロ仕様。当日は手ぶらで利用できるので、とってもお手軽です。もちろん、
更なる釣り技術の向上を目指す方にもオススメです。

道具はすべてプロ仕様 !!
手ぶらで楽ちん。プロと一緒に安心、楽しい。

通年日程

神奈川県三浦郡葉山町堀内50-2葉山マリーナ ☎046-875-0002

3

※ルアーキャスティング、ボトムフィッシング、エサ釣り、ロックフィッシング等、事前に参加者のご希望に合わせ
たプランを計画します。※釣り道具、仕掛け、エサはすべてご用意しますので、当日は手ぶらで参加できます。
※1組3名様からのご利用で、最大5時間、プロガイドと一緒に釣りが楽しめます。※当プランのご予約は、お
電話にて承ります。7日前までの事前予約をお勧めします。※インストラクターの都合上、日程のご希望に添え
ない場合がございますので、ご了承ください。※船長は会員様となります。

要予約
39,000円／組（3名までは39,000円。4名以上の参加は、1名追加につき＋13,000円）
（クラブ艇利用料金・燃料費含む、食事代は実費）

9:30～15:30時間 予約

F.A.S.T.23（ご予約状況により、使用艇が変更になる場合がございます）使用艇

料金

テンヤまたはタイラバ（鯛玉）を使います。初めての方も大歓迎のレンタルボートプランで
す。タックルがない方はお貸しします（数に限り有り）。ここ数年、仙台湾のマダイフィッシン
グは盛り上がりを見せており、たくさんの釣果があります。2018年もたくさんの会員様に
「初めてのマダイ」を釣って頂きました。2019年はさらにたくさんの方にマダイを狙って頂
こうと思います。6時間のスタッフ同行で大きなマダイを釣り上げて
みましょう !

仙台湾マダイフィッシング。前年以上の釣果を目指します !
5～11月日程

宮城県塩竈市北浜4-71-10北浜マリンベース ☎022-365-3220

1

※6:30～の早朝出港も可能です（別途早朝料金有り）。※タイラバメインですが、テンヤも可能です。※テンヤ
のエサ（エビ）やアオイソメは持参OKです。マリーナでご用意することもできます。予約時にお申し付けください
（実費精算）。※スタッフ同行時のレンタルタックル代はかかりません。仕掛け（ルアー等）紛失時は実費ご請求
となります。※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。※昼食やお飲み物は各自
ご用意ください。※船長は会員様となります。

要予約
＜スタッフ同行料金＞20,900円／６時間
（タックル料金含む、クラブ艇利用料金・燃料費別途）

9:00～15:00時間 予約 YFR-24、F.A.S.T.23使用艇

料金

スタッフ同行で行く、仙台湾マダイチャレンジ

プロガイドと一緒にボートフィッシング講座 !

初心者でも
安心！

銚子マリーナ

プロガイド 道具はすべてプロ仕様

マリーナ敷地内でBBQ

手ぶらで参
加OK！

松島エリア

宮城

相模湾エリア

東京

千葉神奈川

銚子エリア

東京

千葉
神奈川

釣りもグルメ
も欲張りに

!
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中部エリア

FR-20でご家族やお友達と一緒に琵琶湖をゆったりクルージングができます。個室マリン
トイレ付なので、お子様や女性がご一緒でも安心です。その他、移動中やマリンプレイの
合間も、琵琶湖を一日中満喫するための機能を満載しております。日差しや風雨をしのげ
るハードトップタイプのキャビン。深めのブルワークは体を保持しやすくさらに各箇所にハン
ドルグリップを配置することで航行時の安心感を高めています。

FR-20で琵琶湖をゆっくりクルージング。
ひと味違った時間の流れを体験できます。

4～11月下旬日程

滋賀県大津市和邇南浜364セーリングスポット ワニ ☎077-594-3545

7
琵琶湖を一日クルージングプラン

※沖島上陸には、あらかじめ沖島漁港に電話で上陸の不可を確認し、係留場所をご確認ください。※上陸希望
の方はフェンダーを追加いたしますのでご連絡ください。※使用燃料目安：40～60L（海況・乗船人数などにより
変化します）。

琵琶湖エリア

福井

滋賀京都

関西エリア

九州エリア 九州といったらココ♪

中国エリア

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。

関東エリア

関西エリア

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖では、シースタイル会員様
限定で「レストラン レイクサイドグリル」のランチブッ
フェを10％割引でご案内いたします。箱根芦ノ湖

でボートを楽しみながら、季節の地元食材を厳選した、カジュアルでありながら上質な店内
でランチブッフェをお楽しみください。もちろん、ボートのご利用無しでも会員証提示で割引
OK !  会員証1枚の提示で、会員様を含む4名様までご利用いただけます。箱根芦ノ湖畔
で心地良い風を感じながら、ゆったりとした時間をお楽しみください。

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
「レストラン レイクサイドグリル」
ランチブッフェが10％割引 !

2020年3月末まで日程

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根144ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 ☎0460-83-1111

4

11:30～14:30（L.O.14:00）

※レストランが込み合う場合がございますので、事前のご予約
をおすすめいたします。※ご入店の際、シースタイル会員証を
ご提示ください。会員カード1枚のご提示で、会員様を含む4
名様まで割引させていただきます。

時間

料金

【シースタイル会員様限定】
ランチブッフェ割引

＜ランチブッフェ10％割引＞
大　人 3,500円 → 3,150円
小学生（7～12才） 2,500円 → 2,250円
幼　児（4～6才） 1,300円 → 1,170円

要予約
入島料・入場料（クラブ艇利用料金・燃料費・食事代別途）
10:00～16:00時間 予約 FR-20使用艇

料金

大阪府泉佐野市りんくう往来北6番地いずみさの関空マリーナ ☎072-463-0112

9
神戸アーバンクルージング

いずみさの関空マリーナから神戸港をクルージング、こうべたるみ海の駅（神戸フィッシャ
リーナ）・アウトレットでランチ＆お買い物。帰りは明石海峡大橋を眺めながらゆっくりと帰港。

クルージング＆アウトレットでお買い物
通年日程

FR-23LS使用艇

※スタッフは2名同行します。

＜スタッフ同行料金＞33,000円／6時間
食事代は実費（クラブ艇利用料金・燃料費別途）

9:30～15:30時間 要予約予約

料金

ヤマハマリーナ沼津を出港して駿河湾越
しに見る富士山の景観は、日本一とも言
われています。絶好のダイビングスポット
でもある大瀬崎は西伊豆への曲がり角。

漁業の神様を祀った大瀬崎神社は四季折々に漁業にまつわるお祭りがあります。沼津
港大型展望水門「びゅうお」は、沼津港の内港と外港を結び、津波から港を守る為に作ら
れた日本最大級の水門です。ここと大瀬崎を結ぶ線の内側が航行区域となっています。
内浦湾をのんびりとクルージングして、特別な時間を過ごしませんか。

駿河湾から富士山を望みながら
「大瀬崎」「沼津港・びゅうお」を
クルージング。

通年日程

静岡県沼津市江浦514ヤマハマリーナ沼津 ☎055-939-0311

5
はじめての内浦湾クルージング

9：30～15：30時間 食事代は実費（クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金

岡山県備前市浦伊部砂鼻1183-2日生マリーナ備前店 ☎0869-63-2300

五目釣り講習会（実釣）

兵庫県赤穂市御崎三崎山37-19日生マリーナ赤穂店 ☎0791-43-2233

8
フィッシングポイント＆温泉街でリフレッシュ

真鯛・根魚（ハタ・カサゴ・メバル）をはじ
めとして、秋にはアオリイカ、初冬には
大型青物（ブリ・鰆）も回遊 !  多彩な魚
種に、思わぬ大物に、出会えるチャンス
です。

多種多様な魚を育んできた
美しい伊勢志摩の海で
四季折々の魚を釣る !

通年日程

三重県鳥羽市千賀町釜ヶ谷58鳥羽マリーナ ☎0599-33-6193

6
海の宝庫、鳥羽・的矢湾沖の五目釣りプラン

※各ポイントまで30分以内ですので1日釣りをし
ても使用燃料は30～50L程度です。釣り方、仕
掛け等わからないことは事前にマリーナまでお問
い合わせください。※船長は会員様となります。

要予約予約 F.A.S.T.23使用艇

11月まで五目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ことが
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
イントなどもレクチャーいたします。詳しくは、ウェブサイト「シースタイル・イベントページ」でも
ご確認いただけます。

カワハギ・イイダコ・ベラ（キュウセン）・サンバソウ・マメアジ釣りに
挑戦してみませんか ？

11月3日（日）・10日（日）日程

シースタイル会員およびご家族、ご友人の方（1組2名様まで）参加資格

※同伴者は1名まで。※お弁当は各自ご用意ください。※釣り道具をお持ちの方は、各自ご用意ください。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。仕掛け・エサ・錘はマリーナでご用意
させていただきます。レンタルロッドもご用意しています（1,400円/日）。※海況によって中止になる場合がござい
ます。ご了承ください。

要予約（日生マリーナ備前店 TEL：0869-63-2300）
大人（中学生以上）8,430円／名・小人（小学生）3,240円/名
（クラブ艇利用料金・燃料費含む、食事代・同伴者料金別途）

9:00～15:00時間 予約

ベイフィッシャー20使用艇

料金

4名（乗合･インストラクター同乗）定員 2名最少催行人数

マリーナを出たら、約15分で「福岡 ヤフオク !  ドーム」と都市高速道路を結ぶ「荒津大橋」
を海から一望 !  右手に陸地を眺めながら、のんびりと海の中道～志賀島をクルージングす
るレンタルボートプランです。

山と海に囲まれた福岡 !  海からしか見られない景色を満喫 !
通年日程

福岡県福岡市西区小戸2-11-1マリノア（西福岡マリーナ）☎092-885-2288

要予約9:30～11:30時間 予約

11
博多湾 ！ よかとこクルージング
ショートコースPart.1

白鬚神社

福岡 ヤフオク !  ドーム 荒津大橋

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

厳選した季節の地元食材を使用

こうべたるみ海の駅（神戸フィッシャリーナ）

FR-23

沖の白石

多景島 沖島漁港入り口

上質なブッ
フェを

特別価格で
♪

琵琶湖はス
ポットがたく

さん!

海の上から
見る

雄大な景色
！

釣りも温泉
も

楽しもう♪

目指せカワ
ハギ釣り名

人！

10

福岡エリア
福岡

岡山エリア
岡山

芦ノ湖エリア
神奈川

的矢湾エリア

三重

播磨灘エリア

兵庫

香川
徳島

岡山

こんな大物
も！

日常を忘れて穏やかな時を♪

心踊る体験が待ってる♪

海上で四季を感じよう!

※消費税含む、サービス料無し  ※90分制

駿河湾エリア

愛知
静岡

駿河湾から富士山を望む

富士山を日
本一の景観

で！

赤穂店はフィッシングポイントに恵まれたところです。1
年を通して様々な魚が釣れます。1～5月:メバル・ガシ
ラ、6～9月:キス、7～8月:ママカリ、10～11月:ダイ
チョウ・イイダコなど。さらに赤穂店の近くには温泉街
がありますので、日頃の疲れを癒すのもいいですよ。

赤穂店から行ける近場のフィッシングポイントで
季節に応じたフィッシングを楽しもう !

要予約 食事代は実費（クラブ艇利用料金・燃料費別途）予約 料金
※船長は会員様となります。

海からショ
ッピングへ

出かけよう
!

大阪湾エリア

大阪兵庫
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澄み渡る秋空に誘われ、気ままに舵をとり、
出逢ったポイントで思いもよらぬ大漁となり、
とても近日中には食べきれないと、お裾分け
にあげたりする時、どの様な形態でお渡しす
れば良いものか。他の食材とは違い、鮮度
保持はもちろん、難易度が高いと思われて
いる下処理作業が必要である魚を譲るにも、
送り手の気遣いが求められます。
魚を丸々、そのままの姿で受け取り、さば

くことの出来る人は稀と思える現代、家人友
人であっても、あなたの釣果が歓迎されない
ことにすらなりかねませんね。
そこで最低限必要な下処理を済ませてしま

えば、貰って喜ばれ、保管するスペースも取

らず、何より魚の鮮度落ちを遅らせることも
可能ですので紹介します。

ウロコを取り、頭と内臓も外し、血合いを
綺麗に洗い流した後、更に尾、ヒレをハサミ
で切り落とします。ウロコが飛び散らないよう、
大きめの透明ビニール袋に魚を入れ、手を
差し入れてウロコ取り作業をすることでキッチ
ンは汚れません。
下処理を行う時に軍手をはめておくことが
必須。ヒレや包丁などでの思いがけない怪
我予防であり、魚体に手のひらの温度を伝
えないことで、わずかでも鮮度を落としません。
また流水を当てながらの作業も、魚の温度を
上げることとなりますので厳禁です。しっかり

と水分を拭き取り、開いた腹中にはキッチン
ペーパーを丸めて詰め入れ、空気を遮断す
るかのようにラップで密封すれば出来上がり。

お頭付きの料理をすることが主ですので、
ウロコや内臓の他に、必ずエラを取り外して
おきます。腹やエラブタを開け、覗き見える
血合いは歯ブラシを使い、しっかりと洗い流
してください。魚に残る血と体表のヌメリが、
時間経過により魚嫌いの元凶である匂いを
誘発するのです。下処理作業が終われば水
気は丁寧に拭き取り、エラブタ内と腹中に
ペーパーを抱かせラップします。
　

魚体を重ねることで冷蔵庫内での保存ス
ペースも少なく済み、後の料理やさばきも、素
早く効率的に行うことが出来ます。気配りで
下処理された魚を貰ったら、誰もがあなたの大
漁を心から一緒に喜んでもらえることでしょう。

（文・写真／お魚かたりべ　山嵜清張）

山嵜清張の

その後は
どうする ？

魚を美味しく
食べる方法?

 シースタイルで

魚を釣った ！ 

お魚
かたりべ

その④ 下処理の方法

刺身、塩釡焼。もらって喜ばれる下処理は、
美味しく食べてもらうための好意

ウロコ取り・内臓取りは必須。
この工程を、未経験の方が嫌がる

ヒレと尾はハサミで切り落としておく。
保管サイズも小さくなります

エラブタと腹中にキッチン
ペーパーを丸めて詰めます

ラップで包む（空気から遮断）。この状態で受け取れば、
すぐに保管・調理が可能

エラは意外と汚れ（砂やゴミ、血など）が付着
しています。後の保管・調理のために取り外
しは必須

腹中、血合いを洗い流す。ハブラシを使うと素
早く処理が可能。流水で洗い、水気をしっかりと
切り、拭き取っておく

お魚かたりべ
（やまさき きよはり）さん山嵜 清張

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。
魚食普及活動に精力を注いでいる。

魚のさばき方教室シースタイル

お魚かたりべ 山嵜先生直伝！

初企画 !  漁師さんや魚屋さんでも通用するプロの活けジメの技術を、
お魚かたりべの山嵜清張先生が伝授。おすそ分けなど、差し上げて
喜ばれる下処理の方法も学びます。活魚を使った講習は稀少です。
ぜひこの機会に受講してみませんか。

あなたの釣果を喜んでもらえる
下処理とは

タイやハマチなど比較的大きな魚の場合

アジやメバルなど、小さめの魚では

ここまでの処理を済ませておけば

思いがけず、嬉しい大漁♪ しかし……

ハブラシで
時短が可能

内臓も
しっかり取る

エラも取ろう

この状態で受け取っても大半の方は
途方に暮れるだけ

?

大漁時のお裾分けに気配りを。今号では、
貰う人が嬉しい魚の下処理方法をご紹介します。

ボートコントロールCheck!

釣り方Check!

マゴチは日本各地の沿岸部に生息し、体
長70センチ以上にも達する魚で、頭部が扁
平しており、その頭部形状から

”

フラットヘッド
フィッシュ”と呼ばれています。口が大きく、どう
猛な魚ですが、古くから愛されてきた白身の
高級魚です。

水深1メートルほどの波打ち際から水深

40メートルまでの範囲で主に砂地や砂泥地
に生息し、甲殻類や小魚を捕食します。海底
に這った状態で身を隠し、エサが近くに現れ
たら襲い掛かります。

マゴチが好んで捕食するハゼやメゴチ、エ
ビなどが棲息している場所が明確ならその付
近にアンカリングする方法がありますが、好
結果を期待するならボートを風や潮に乗せて
ゆっくり流しながら広範囲を探る方が有効で
す。ただし、船速は0.5ノット以下が望ましく、
それ以上だとライン（釣り糸）が斜めになり過
ぎ、釣りづらくなります。また、航路や湾口など
を避ける必要がある
のはいうまでもあり
ません。

第10回
マゴチ

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

　

第10回目は、初夏から秋にかけて
各地のホームマリーナからも程近い、
沿岸部の浅場で狙うことのできる

大型の魚、マゴチです

ここではハゼやメゴチを生きたままハリに
セットし、あたかも自然に泳いでいるかのよう
に見せかけ、食いつかせる「泳がせ釣り」を
紹介します。活きエサを泳がせるタナは海底
から50センチメートルの範囲内となるように
タナ取りします。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、その後の本アタリが
来て竿先が食い込んだ時点で初めてアワセ
ます。マゴチが強く引いた場合には糸が出て
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。水深が浅いのでヒットしたマゴチ
は猛烈なファイトを繰り広げますが、根掛かり
が少ないエリアなので、慌てずやり取りをす
ればマゴチを浮かせることは可能です。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。

マゴチはこんな魚Check!

生息場所とポイントの選定Check!

サオ
DAIWA
アナリスター
マゴチ 215

リール
DAIWA
ミリオネア
100

オモリ＝三日月型15号

ハリス
DAIWA
タフロン
船ハリスEX 5号

エサ
活きた小魚
例．メゴチ、ハゼなど

ハリ＝
マゴチハリ
17～18号

ミチイト
DAIWA
タナセンサー 12ブレイド 2号

1.5
m

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。

タックル＆
仕掛け図

マゴチの泳がせ釣り
ボートコントロールと釣り方

船速は0.5ノット以下が望ましく、
それ以上だとライン（釣り糸）が斜めに
なり過ぎ、釣りづらくなります。
またマゴチもエサに追い付けなくなります。

アンカリングしない

ハゼやメゴチ

マゴチ

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、その後の本アタリが
来て竿先が食い込んだ時点で初めて
アワセます

ハゼやメゴチを生きたままハリにセットし、
あたかも自然に泳いでいるかのように
見せかけます
泳がせるタナは、海底から50センチ
メートルの範囲内となるようにします

シースタイル会員様・シースタイルライト会員様参加資格
検 索シースタイル イベント情報 からお申込みください。締切：開催日10日前まで申込方法

お問い合わせ

シースタイル会員枠 先着5名様

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／定休日 火・水＞

定　員

7,000円/名（税込）※当日現金にて支払・シースタイル利用割引券使用不可料　金手本を見せる熱血先生 魚の急所を解説 活けジメ（神経抜き）の理論と実践

11月18日（月） 10:30～13:00

【主催】中央市場の料理教室 【募集協力】ヤマハマリンクラブ・シースタイル・イオンモール神戸南「マリンインフォメーション」・神戸ハーバーマリーナ

「中央市場の料理教室」の調理実習施設（神戸市中央卸売市場本場関連中央棟2階）会　場

日　程

【講  義】 活けジメ（神経抜き）の理論的な説明
【実習1】 活けジメ（神経抜き）体験
 魚種はアジ・タイ等、2～3尾を予定（※入荷状況により、変更の可能性有り）。
【実習2】 人に差し上げて喜ばれるための「下処理（水洗い）」
 「魚の持ち帰り方」「保管方法」「アラの処理方法」
【実習3】 初めての方でも失敗のない3枚おろし
 講習後には、自らさばいた魚を昼食として召し上がっていただきます
 （ご飯・味噌汁付き）。

内　容

魚を活かす!  活けジメ～神経抜き～喜ばれる下処理

※当イベントは、一般来場者も参加するイベントとなります。※お持ち帰り用のクーラーBOX・氷をご持参ください。

1413



2019

結 果 発 表 ! 　第 6回目となるシースタイル笑顔のフォトコンテスト 2019、今回も全国の会員様から
笑顔の写真を多数ご応募いただきました！ たくさんのエントリー、そしてステキな笑顔を
ありがとうございました。Sea-Style 大賞を受賞された「moda」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」を開催予定ですので、ぜひご応募ください。

東北の海を遊び尽くせ！東北の海を遊び尽くせ！

東北フォトコンテスト東北フォトコンテスト

sea-style

　東北の海を遊び尽くせ！ 東北フォトコンテストの
受賞者をご紹介いたします。東北のマリーナでシー
スタイルを楽しんでいる素敵な写真をご応募いた
だき、ありがとうございました。みごと大賞、入賞、東
北マリーナ賞を受賞された皆様、おめでとうござい
ます。詳しい内容はシースタイルのホームページでも
ご紹介しています。

★神奈川県 kamakamaさん

★神奈川県
 Toshiさん

渋い中、やっとの事で顔を出してくれた
ヒラメです。みんなの想いが通じ、
応えてくれた塩竈の海に感謝 !

★山形県
HIDEさん
夏のトップゲーム !
シイラの大迫力
のジャンプ
最高でした !

★宮城県 ぐりちゃんさん

ボートショーの
会場でいただいた
「東北シースタイル
割引券を使い
たいね」との話から
GWに東北遠征で
カレイ初挑戦 !結 果 発 表  ！

★宮城県
つりろっこ庄子さん
なかなか魚の食いが
渋い日でしたが
釣れました !
クロソイか ? 
と思ったら大きな
メバルです。

妹が秋田に嫁いで15年、フェスタが
きっかけで初めての訪問となりました。
ボートに乗らせてもらった妹も甥っ子たちも
大喜び。

大 賞 入 賞

湘南クルージング～～～タイトル
★神奈川県  modaさん

友達同士で湘南クルージンング ! 油壺湾でのランチシーン !

笑顔タイトル
★大阪府  とっつあんさん

釣果は残念でしたが、

子供達は楽しそう

でした。また近々行く

予定です。

　　　これが琵琶湖の
宝石です♥
タイトル
★大阪府  Olandさん

G3ポンツーンボートで
レイクトローリングへ
繰り出しました !
狙うは琵琶湖の固有種
「ビワマス」。
開始早々にナイスサイズが
登場しました !

つかまえたー‼タイトル
★奈良県  たかぼうさん

トンボを捕まえているの??
なんか形が違うぞー(^_^;)
あー逃げちゃった(^^)

気持ちいい～
タイトル
★神奈川県 すーさん

　　　アクアライン
風の搭にて
タイトル
★東京都 もりちょんさん

　　　最高に
楽しい笑顔
タイトル
★大阪府 ヒロさん

初めて釣った～!タイトル
★神奈川県 キャプテンパパさん

相模湾の真ん中で!
タイトル
★千葉県 kentさん

釣り最高!タイトル
★千葉県 しーちゃんさん

親孝行タイトル
★神奈川県 みやさん

酒のあて
タイトル

★福岡県
きよちゃんさん

　　　大学の友達と
クルージング!
タイトル
★大阪府 ショーンさん

　　　初太刀魚
ゲットだよー
タイトル
★大阪府 大信丸さん

大賞（1名）
入賞（3名）

特別賞（10名）

秋田マリーナ賞

ボートショップ
酒田賞

ただいま好評開催中！ 

　毎回ご好評をいただいている「フィッシングコンテスト2019＜春期＞」の結果を発表いたします。
全国の皆様から昨年以上のエントリーをいただきました。ご参加ありがとうございました！
　見事、魚種別の1～3位に輝いた皆様、そしてFacebook特別賞を獲得の皆様もおめでとうござ
います。次回のご参加もお待ちしています。

　全国1位と豪華賞品を目指して、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。

■期　　間 2019年4月1日（月）～2019年6月30日（日）
■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・ヒラメ
■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。

■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）、ヒラメ

＜春の部＞概要

●外山さん
北浜マリンベース

●うたさん
広島ベイマリーナ

●橋本さん
ナカヤマリーナ

●白根さん
大阪岬マリーナ

●マヒさん
神戸ハーバーマリーナ

●山本さん
ナカヤマリーナ

釣った場所：友ヶ島
●マッチャンさん
大阪岬マリーナ

＜2位：39.0cm＞
●タダシさん
　（湘南サニーサイドマリーナ）
＜3位：35.0cm＞
●上里さん
　（片倉ボートマリーナ）

釣った場所：岸根
●マコトさん
ボートパーク広島
＜2位：73.2cm＞
●オーシャンズさん
（マリンポート美浜）
＜3位：73.0cm＞
●田川さん
（湘南マリーナ）

釣った場所：大根
●小笠原さん 北浜マリンベース
＜2位：74.0cm＞
●イサムさん（サニーサイドマリーナウラガ）
＜3位：67.0cm＞
●小室さん（片倉ボートマリーナ）

釣った場所：中のみ
●マツオカさん
マリンポート美浜
＜2位：80.3cm＞
●オーシャンズさん（マリンポート美浜）
＜3位：78.0cm＞
●リョウさん（ナカヤマリーナ）

釣った場所：大型魚礁
●赤坂さん
北浜マリンベース
＜2位：44.0cm＞
●由岡さん（小樽港マリーナ）
＜3位：43.5cm＞
●佐々木さん（小樽港マリーナ）

釣った場所：大型魚礁
●小川さん
北浜マリンベース
＜2位：64.0cm＞
●ヒロアキさん
　（いずみさの関空マリーナ）
＜3位：61.0cm＞
●だいきちさん
　（湘南サニーサイドマリーナ）

釣った場所：金谷沖
●ジグゾウさん
セントラル

＜2位：37.0cm＞
●ナオトさん（大阪岬マリーナ）
＜3位：36.8cm＞
●トクイチさん（大阪岬マリーナ）

釣った場所：木更津沖
●antecさん セントラル

釣った場所：小浜沖
●中島さん 小浜マリーナ

＜3位：25.0cm＞
●マシューさん（セントラル）

Facebook特別賞 ※受賞者のうち6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。

※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。

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！

カサゴ部門
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キス部門 マアジ部門

マダイ部門 シーバス部門 青物（ハマチ系）部門 カレイ部門 ヒラメ部門 

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！
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フィッシングクラブ第2回の様子
　　　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ました。クイズ大会では2人の
コミカルな掛け合いもあり、大いに盛り上がりました。実は
この日は児島さんの誕生日、ということで、ケーキをプレゼ
ントするサプライズも。100名の方にご参加いただいた、
大盛況のイベントとなりました !

会  場 : ナビオス横浜

内容 

お申込み方法・
詳細情報はコチラ▶

フィッシングクラブ 第3回 ： 秋季 開催概要
10月26日（土）13:00～16:30（受付：12:30～）

フィッシングクラブ開催のお知らせ2019 会員様限定 ！  

前回
7月20日

18

★ルアーの種類のワークショップ
★秋～冬の海釣りガイド「秋～冬のおいしい魚のねらい方編」

先着となります。定員
に達し次第、募集を締
め切らせていただきま
す。ご了承ください。

※

毎回大好評のビギナー向け釣り講座＜シースタイル・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。

クラブからのお知らせ

　2019年も「シースタイル・フェスタ」や「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
イベントを各地で開催しました。旅行を兼ねて遠方からも多数ご参加いただき、ありがとうございました。
イベントの様子や参加された皆様のご感想を一部、ご紹介いたします。

報 レポート
声 ご参加者の声

コメントの説明

声
声

真剣に講習に聞き入っていました

ロープワーク実習

午後の部 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＠関西 !
報
声
声

クイズも交えながら楽しく講習は進み、皆様大変満足されていました。
とても分かりやすく楽しいセミナーでした !
知らないことを勉強できた。

4月20日（土） 新西宮ヨットハーバー   午前の部 : 10名様 午後の部 : 21名様

★舞鶴市で初開催 ! 4つのメニューと陸釣りで舞鶴湾を満喫 !
集合写真

報
報
航海レッスンでは、イージス艦と潜水艦を海から見学。皆様、大満足でした。
どなたでも操船コースでは、舞鶴湾を自由に操船していただきました。
操船を丁寧に教えていただいて勉強になりました。
景色が綺麗で波も穏やかで、とても気に入りました。

5月18日（土）・19日（日） 舞鶴セントラルマリーナ 27組68名様

声
声

★秋田県初のホームマリーナで開催 ! 他県の会員様もご来場。
報エビちゃん先生指導のもと、46cmのクロソイを釣り上げた女性会員様もいました。
旅と合わせてまた秋田に来てみよう、マリーナさんを利用してみよう、と思いました。
とても楽しかったです ! 秋田のことを全然知らなかったので、また来たいと思う内容でした。

5月26日（日） 秋田マリーナ 5組11名様

集合写真

声
声

★DAIWA小野さん＆釣りガール蒼井さんによる釣り講習会＠名古屋 !
報
報
今年は初級編と中級編を開催しました。どちらも濃い講習会になりました。
後日、希望者には「実釣」も開催予定です。楽しみですね ！
スーパーライトジギングがとても参考になりました。
小野さんと蒼井さんの息がぴったりで面白かったです。

9月1日（日） 名古屋都市センター
25名様

集合写真

6月8日（土）・9日（日） マリーナ河芸 51組123名様

声
声

★乗船8つ、陸上5つ、充実の合計13メニューをご用意 ! 大盛況でした。
報
報
離着岸やアンカリングメニューでは、しっかりと技術をマスターされていました。
初めてヨットに乗った方も、風の力ではしる感覚を体験していただけました。
とても綺麗なマリーナだった。また利用したい。
スタッフの皆さんが親切 ! 優しい !

参加者全員が釣れました!

集合写真

6月16 日（日） 広島観音マリーナ 22組60名様

声
声
声

★広島４マリーナご協力のもと、広島の海の楽しさを感じていただけました。
報
報

報

15日は雨で中止でしたが、16日は無事に開催 ! 多くの方がご参加くださいました。
クルージング3コースでは、素晴らしい景観と穏やかな水域を満喫していただけました。
メバルOK、宮島クルーズOK。特にスタッフが良かった。
また自分で操船して海に出ようとおもいました。
普段は見られない、宮島や江田島の船からの景色をみることができて、面白かった。

カモメの餌付け集合写真

7月14日（日） ヤマザキマリン 6組10名様

14組24名

声
声

★旅行＋フェスタで訪れる会員様も。カモメの餌付けに大興奮 !
三陸ジオパーク「浄土ヶ浜」の壮大な風景に、皆さま感動されていました。
今日のイベント、とても楽しかったです ！ 是非また参加したいです。
カモメのエサやり、楽しかったです。

迫力たっぷり! 航海レッスン

タイラバやシロギス釣りにチャレンジ

旧軍港のまち「呉」は迫力満点

★春の穏やかな陽気の中で、操船体験＆牡蠣バーベキュー !
報
声
声

声
皆様、牡蠣のバーベキューをとても楽しみにされていました。
関西からもアクセスが良く、今後も利用したい。     牡蠣がとてもおいしかった。
スタッフが皆親切で楽しい方ばかりでした。

2月23日（土） 日生マリーナ 25名様

牡蠣BBQ & 操船体験 in 日生マリーナ シースタイル・フェスタ in 秋田

シースタイル・フェスタ in 舞鶴

釣り座学講習会 in 新西宮ヨットハーバー

シースタイル・フェスタ in 三重

シースタイル・フェスタ in 広島

シースタイル・フェスタ in 宮古

声
声

報
報

★今年も恒例、小樽でフェスタを開催 ! 関東圏の会員様も4組ご参加 ！
集合写真

ロックフィッシュ講座でアブラコ・シマゾイなどの釣り方を学びました。
安レク免除付操船講習では、釣りのポイントも教えていただけました。
このようなイベントを多く開催していただきたい !
年に２回開催してほしい !

6月22日（土） 小樽港マリーナ 20組36名様

迫力のヨット体験

マルキューインストラクター日野氏から直接指導

シースタイル・フェスタ in 小樽
釣り座学講習会 in 名古屋

2019

操船体験 自然の恵みに舌鼓

爽快スポーツボート体験

集合写真

初開催
★

★

★

★ ★

★

真剣に講習に聞き入っていました

ロープワーク実習

タイラバやシロギス釣りにチャレンジ

エビちゃん先生の釣り講習エビちゃん先生の釣り講習

セリオンタワーを見学セリオンタワーを見学

釣り体験講座釣り体験講座

大型艇、伊勢湾航海講座大型艇、伊勢湾航海講座

参加者全員が釣れました!旧軍港のまち「呉」は迫力満点

声
声

★県外からも多数ご来場。猪苗代湖を満喫していただきました ！
G3で湖上ピクニック ウェイク初心者も立てました

6月29日（土）・30日（日） 磐梯マリーン猪苗代マリーナ 13組33名様

声

報
報

集合写真

シースタイル・フェスタ in 猪苗代

G3で湖上ピクニック ウェイク初心者も立てました 集合写真

初開催
★

★

★

★ ★

★

集合写真

迫力のヨット体験

マルキューインストラクター日野氏から直接指導

　 G3湖上ピクニックでは、掘削された歴史ある運河を巡りました。
 　マリーナ自慢のステーキBBQに、皆さん大満足でした。
 　ウェイクボード、また仲間とやりたいです !     イベントを機会に、久々に友人と会
えました。とても良い機会を提供いただきありがとうございました。     旅する良いきっか
けとなりました。東山温泉と美味しいお酒と、磐梯の自然を満喫しました。

＜運営：広島観音マリーナ・デルタマリン 江波マリーナ・広島ベイマリーナ・ボートパーク広島＞

ロープワーク実習

楽しく学べました集合写真

ロープワーク実習

楽しく学べました



クラブからのお知らせクラブからのお知らせ

消費税率の改定に伴う、価格改定のお知らせ

¥
　消費税率の改定に伴い、2019年10月1日以降のシースタイル「月会費」「年会費」および「クラブ艇ご利用料金」
は、価格を改定させていただきます。「月会費」「年会費」は下表の通りに、「クラブ艇ご利用料金」は下記のQRコー
ドよりご確認いただけます。
　今後もより一層のサービスレベル向上に取り組み、魅力的なクラブ運営に努めて参りますので、何とぞご理解とご
協力をいただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

会員ステージ「プレミア」特典、指定イベント
優先予約について

　会員ステージ制度では、2019年2月より、「年間のご利用回数」に加え「年間のご利
用金額総計」をステージ決定の要件として追加させていただきました。
　また、年間のご利用回数が10回以上、または年間のご利用金額の総計20万円以上
をご利用いただきました「プレミア会員」様につきましては、従来の特典に加え、指定イ
ベントへの優先案内・優先予約受付をさせていただいております。普段のご利用では体
験できないような「夜の操船体験つき工場夜景クルーズ」や「クルージング＆ビール工場
見学ツアー」など、さまざまなイベントで実施しています。

ホームマリーナ紹介ページのオススメエピソード
掲載開始について
　現在、会員様には、シースタイルご利用後にアンケートのご協力をお願いして
おります。ご回答いただきました内容はご利用いただいたマリーナと共有し、
会員様の満足度向上にむけた施設やサービスなどのさらなる改善の参考
とさせていただいております。
　2020年からはこのアンケートに加え、ご利用マリーナの口コミ情報と
して、オススメエピソードをご記入いただけるようになります。またそのエ
ピソードは、どなたでもご覧いただけるよう、シースタイルホームページ内
「ホームマリーナ紹介ページ」へ掲載させていただきます。
　シースタイルをご利用いただきましたら、アンケートのご回答とともに、ぜ
ひホームマリーナのオススメエピソードについてもご紹介をお願いいたします。

「シースタイルLight（ライト）会員様向け海遊びプラン」
統合のお知らせ

シースタイル

新 価 格
月会費

月会費

年会費

年会費

年会費

年会費

3,300

1,650

118,800

55,000

66,000

99,000

132,000

165,000

198,000

66,000

シースタイルJET

法人会員

団体会員

法人会員ライト専用コース

家族会員

月会費／年会費（税込） クラブ艇ご利用料金 単位：円

2名

3名

4名

5名

6名

 

 

シースタイル・
シースタイル
JET ▼

シースタイル
Light ▼

▼こちらからも
登録できます。

「Sea-Style FUN」は、クラブからのお知らせをメール配信するサービスです。
オススメや注目のイベント、締切間近のお知らせなど、ホットな情報をお届けしています。

イベント情報など、ホットな情報が届く ！
会員様専用メールマガジン「Sea-Style FUN」に登録ください。

 

イイネ！
このマリーナ、
行ってみたいな。

仲間と有意義な
時間を過ごせたよ。

スタッフさん
がとっても
親切でした。

釣りのスポット
を教えてくれて
助かりました ！

イルカに会える
マリーナ
ですよ♪

など、など…

リフレッシュ
できました♪

¥

「プレミア会員様限定イベント」も随時企画していきます。
どうぞお楽しみに。

「会員ログイン」ページが開きますので、
会員番号とパスワードを入力して
ログイン。

メールマガジン登録方法
ヤマハシースタイルTOPページの
一番下までスクロールし、右端の
　  メールマガジン登録マークを
クリック。

◯◯◯◯◯◯@◯◯.◯◯
△△△△△△@△△.△△

1 2 「メールマガジン申込み・停止」ページで
ご登録をお願いします。メールアドレスは
2つまで登録できます。3

「メールマガジンを受信する」を選択してメールアドレスを
登録してください。

※初期パスワードは
数字8桁の生年月日となります。

ここから登録
できるね。

　現在、シースタイルライト会員様には、シースタイルライト実施マリーナにて
「ライト会員様向けの海遊びプラン」をご利用いただいておりますが、この度、
ライト会員様を含むすべての会員様がご利用可能な「チャータープラン」へ統
合させていただくこととなりました。シースタイルライト会員様におかれまして
は、今後「チャータープラン」でお楽しみいただけますよう、お願いいたします。
　なお統合に伴い、2019年10月1日より、チャータープランの予約期間を会
員種別を問わず「30日前～7日前」に統一させていただきます。

　会員の皆様に、より多くのプランをお楽しみいただけるよう、今後もチャータ
ープランの充実に努めてまいります。チャータープランはウェブサイトでもご紹
介していますので、ぜひご覧ください。

の

シースタイル・
チャーター
プラン ▼

2019
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ホームマリーナ情報

編集後記

四季を通して様々な釣りが楽しめる、
自然に囲まれた静かなマリーナ。

2019年9月OPEN
岡山日生マリーナ備前店

　同封のアンケートにご回答いただき、2019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」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

　日生諸島・瀬戸内東部の釣り・マリンレジャーの拠点に最適な、静穏度
抜群のマリーナです。日生諸島から牛窓の釣りや、春はガシラ・メバル、夏
はママカリ・豆アジ・チヌ、秋はカワハギ・イイダコ、冬は鯛サビキなど、四季を
通して釣りが楽しめます。釣り方のアドバイスやポイントもご紹介していま
す。大自然に囲まれた瀬戸内東部・日生マリ－ナ備前店へ、気軽にぜひお
越しください。

冬季限定発行

NEW

☎ 0869-63-2300
I n f o r m a t i o n
クラブ艇：ベイフィッシャー 20

〒705-0002  岡山県備前市浦伊部砂鼻1183-2
営業時間： 11～2月 9:00～17:00   3・4・9・10月 8:30～17:30
              5～8月 8:30～18:00
定休日：火曜日

ウェブサイトからもアンケートに
ご回答いただけます ！

webアンケートはコチラ▶

写真は製品写真です。

クラブからのお知らせ

　今回の特集は「琵琶湖」。マリンスポーツは
もちろん、古き良き時代に思いを馳せるクルー
ジングもイチオシです。西日本エリアでは、特に
四国エリアで多くの新規マリーナがオープンし
ました。ぜひ、いつもと違うマリーナでのひと時
を過ごしてみてください。（K）

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

有効期間： 2020年10月31日まで

●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。

　利用割引券は、「クラブ艇の利用料金」や「マリーナ参観日の参加費」などでご利用が可能
です。今号に同封させていただきました利用割引券（冬季限定発行）も、どうぞご活用ください。

利用割引券のご利用について
2020年1月より、クラブイベント「シースタイル・フェスタ」参加料の
お支払いに利用割引券はご利用いただけなくなります。ご了承ください。

これまでのクラブ艇とは一線を画した
斬新なスタイリング、「流麗」という言
葉が相応しいボディ、洋上のコンドミ
ニアムと形容したいほど上質な居住
空間。先進のデザインと最高の品質
を追求したサロンクルーザーを、
チャーター艇として使用します。

ショートクルーズ＆バーベキュー、グル
メクルーズ、サンセット＆トワイライトク
ルーズの3つの基本プランをベース
に、ご要望に合わせて自由にコーディ
ネートできます。会員様とそのご家族
や、お招きするゲストにとって特別な
1日となるよう、サポートします。

チャーター艇に「EXULT 36 
Sport Saloon」を採用

基本プランをベースに、特別な
1日を自由にコーディネート

船長・クルーが同乗
操船もお任せ

実施マリーナ   横浜ベイサイドマリーナ
■住所 神奈川県横浜市金沢区白帆1番地 ■TEL 045-775-4153 ■営業時間 9:00～17:00（7～8月 土日祝 9:00～18:00） ■定休日 3～11月／火曜日 12～2月／火・水曜日

ケータリングや寄港先での
食事プランが充実

マリンアクティビティも
気軽に楽しめる

所要時間 ： 約6時間 10:00～16:00
料金 ：
◆シースタイル会員様  407,000円
◆シースタイルライト会員様 429,000円

所要時間 ： 約6時間 10:00～16:00
料金 ：
◆シースタイル会員様  407,000円
◆シースタイルライト会員様  429,000円

所要時間 ： 約3時間 18:00～21:00
料金 ：
◆シースタイル会員様  363,000円
◆シースタイルライト会員様  385,000円

＊詳細は、下記QRコードからシースタイル・プレミアムのウェブサイトをご覧ください。＊料金は税込です。

DAY DAY 

3つの基本プラン  実施日 ： 木・金・土・日  定員 ： 8名

NIGHT

チャーター艇 : EXULT 36 Sport Saloon
＊実際のチャーター艇は、写真と仕様・カラーが異なります。

シースタイルが提供する最上級のチャータープラン
シースタイル・プレミアム 本格始動

シースタイル・プレミアムは、シースタイルの会員様ならどなたでもご利用いただける最上級のチャータープランです。
優雅に、贅沢に。ヤマハのプレミアムヨッツ「EXULT 36 Sport Saloon」を船長付きでチャーターし、

プライベートな空間で特別な時間を過ごすことができます。

ショートクルーズ＆
バーベキュー

新鮮な海の幸を求めて
グルメクルーズ

みなとみらいサンセット＆
トワイライトクルーズ

See Sea Style  2019.10 Vol.29　令和元年（2019年）10月発行
発行者／ヤマハ発動機株式会社 マリン事業本部 マーケティング統括部 第2マーケティング部

シースタイル・プレミアム
についての詳細はコチラ▶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）

お問い合わせ・お申込みは

250

250

250

250

39
397

397

418

2

備前市総合
運動公園

茶臼山公園

山陽新
幹線 備前片

上

伊里

伊部

西片上 JR赤穂線

N

日生マリーナ備前店
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