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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

    プレジャーボート愛好家なら必読の月刊誌

デジタル版

●ハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機
能は使用できません。

●紙の雑誌と併読いただいた場合の特典、「シス
テムKAZI」との連携などはありません。
●お申し込み、お支払いは各電子ブックストアに
てお願いします。舵社では受け付けていません。

TEL ：03-3434-4531  FAX：03-3434-5860  http://www.kazi.co.jp/

『ボート倶楽部』『Kazi』

Q1 内容は?

Q2 価格は?

Q3 発売日は?

Q4 どこで買えるの?

Q5 どんな端末で読めるの?

基本的に紙の雑誌と同じです。一部、画像、
広告、付録などが含まれない場合もあります。

紙の雑誌の約9割の価格で購入できます。
『ボート倶楽部』 802円＋税
『Kazi』 982円＋税　
紙の雑誌が特別価格となる号では、その
約9割の価格です。

基本的に紙の雑誌（毎月5日）と同じです。
曜日によっては、数日異なる場合もあります。

amazon kindle、iBooks Store（apple）、
hontoなどの電子ブックストアで購入できます。

上記のサイトに電子ブックストアのリストが
掲載されています。

パソコン、タブレット、スマートフォンなど。同
一のアカウントを利用して、複数の端末にダ
ウンロードすることができます。固定レイアウ
トで作成されているため、大きいディスプレー
を備えた端末で読むことに適しています。

舵社 販売部

デジタル版

　 検索

好評
発売中

※価格、発売日、対応する端末やOS、ファイル保存
期間などは、ご購入いただく電子ブックストアによっ
て条件が異なる場合があります。詳細は各ストアで
ご確認ください。

刊行！

 デジタル版なら……
□  読みたくなったら、すぐ買える
□  好きな時間、空いた時間に気軽に読める
□  かさばることなく、どこにでも持って行ける
□  保管に場所を取らない
□  紙の雑誌よりお得な価格 ……etc 利用割引券（冬季限定発行）同封

※対象会員様のみ
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横浜ベイブリッジ
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京浜急行本線

横浜横須賀
道路

東京湾

三浦半島

横須賀線

1 横浜ベイサイドマリーナ

ジェイス関東 2

4 KMC横浜マリーナ

3 D-marina

東京湾
アクアライン

風の塔

横浜ベイサイドマリーナ
の航行可能海域

❶氷川丸を海から見るのもシースタイルならではの見方 ❷釣りのポイントも豊富。底物から
青物までいろいろ楽しめる ❸アフターボーティングは新しくなった横浜ベイサイドマリーナで

● 2020年クラブ艇NEWラインナップ
● 新型コロナウイルス感染症対策について、アンケートプレゼント他

クラブからのお知らせ19

C O N T E N T S

都会の海のランチクルージングや高確率でイルカに会えるプランなど、今号も素敵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
11

16 連載

その⑥ 魚をさばく 【道具～下処理】
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

　横浜は神奈川県東部の地名、県庁所在地。1859年（安政6年）に開港された「横浜港」を擁し
て急速に発展した港湾都市であり、国際貿易港として日本経済を牽引してきました。諸外国の様々
な文化に触れた国際色豊かな街並み、人や環境に配慮しながら埋立地に創られた横浜の顔「みな
とみらい21」、横浜港が眼前に広がる「山下公園」や歴史的建造物の「ホテルニューグランド」
等々、魅力的なスポットが数多く点在しています。
　首都圏的な先進性の中に異国情緒と自然環境が残る場所、横浜。多くの見どころに恵まれたこ
の港町を、ぜひシースタイルで遊び尽くしてください。

横浜 神奈川県

8
ボート遊びに適した服装とは。第二弾＜秋冬編＞、今回もアウトドア用品で人気のmont-bell様に伺ってきました。
Sea-Style × 最適なファッションアイテム × 秋冬編Sea-Style × 最適なファッションアイテム × 秋冬編

2020.10 31

いつも一緒のメンバーでも、ポンツーンボートに乗れば楽しさ倍増 ！ 盛り上がること間違いなし

9

新企画「マリーナ自慢」。全国のマリーナのキラリと光る魅力をお伝えしていきます。

�
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�

新

しい海に
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う

新連載 安全で快適なマリンライフを

浅瀬での座礁第1回
14

ボートの事故・トラブルを未然に防ぐ方法や、船長の心得・スキルをご紹介していきます。

誌上マリン塾
15 連載 シースタイルで楽しむボート釣り

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。
ボートフィッシング入門第12回 イサキ

17 笑顔のフォトコンテスト2020 結果発表 ！
18 フィッシングコンテスト2020・フィッシュブレインコンテスト 参加者募集中 ！

❷

❶

❸❷

　今回訪れたのは全国に展開するシースタイルの中でも人気の高いエリアで
ある横浜。ボート免許の取得や初めてのシースタイルなどで利用された方も多
く、特に首都圏のメンバーにとっては身近な海である。横浜港へのクルージン
グや多彩なポイントでのボートフィッシングなど、乗り手次第でさまざまな表情を
見せ、楽しませてくれる。さらにここには、ベイサイドマリーナのアウトレットモー
ルや、昨年一新された南部市場等アフターボーティングでも楽しめる施設が
整っている。四季折々で楽しめる横浜の海を巡ってみた。

港・ヨコハマ 海景巡り
R e v i e w  !  Y O K O H A M A  B a y  S i d e  s t o r y

歴史を紐解き、港町の移り変わりを感じながら横浜の海を巡りました。
巻頭特集2

港・ヨコハマ 海景巡り
R e v i e w  !  Y O K O H A M A  B a y  S i d e  s t o r y
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3号狩場線

首都高速湾岸線

❸

　北海道から福岡まで、横浜という名前が付く

地名は日本各地に点在している。浜が横に伸

びている場所という由来を持つ土地がほとんど

で、この横浜の由来も諸説ある中の一つがそ

れにあたる。江戸時代の古地図を見れば分か

るとおり、現在の横浜の中心部である関内は、

当時はまだ海。埋め立て前の地形で言うと、今

の大岡川と中村川の間は入海であり、今のみな

とみらい線の元町・中華街駅付近が横浜村で、

砂州として外海と入海を隔てていた。開港以前

の横浜村は周囲とそれほど変わらない寒村で

あったと言われ、対岸に位置していた、東海道

の要衝である神奈川宿とは雲泥の差。この横

浜が選ばれたのは、あえて陸路の不便な場所

に港を作ることで、欧米の列強国から江戸を守

ることと、大型の船に対応する水深があったことがその大きな理由だっ

たそう。

　現在の横浜港は鶴見区あたりから金沢区の沖合までと広範囲だが、

開港当初は運上所（税関）を挟んで 2 本の突堤があるだけ。もちろ

ん大型船が係留できるほどの大きさはないので、船と突堤を艀で結び

荷役が行われた。この突堤の位置が、今の【象の鼻パーク】にあたる。

新港埠頭と大桟橋に挟まれた小さな船着き場だが、この場所こそが世

界に知られてきた横浜港なのだ。約 10 年前の開港 150 周年事業で整

備され、プレジャーボートも予約制での係留が可能となり、港内クルー

ズの乗船場にもなっているので、知名度は一昔前よりも上がってはいる

ものの、歴史の経緯を話すと多くの人は知らないと首を振る。ちなみに

横浜港には【象の鼻パーク】以外にもプレジャーボートが係留できる施

設があり、運河パーク桟橋と赤レンガパーク前桟橋、ぷかり桟橋等、

予約が必要にはなるが、例えばゲストとこうした桟橋で待ち合わせて、

横浜港のショートクルージングを楽しむといったプランも可能だ。

鶴見つばさ橋。横浜港のシンボルとなっている横浜ベイブリッジの
隣に架かっているが、一面吊り斜張橋としては世界最大級を誇る

❹

　私たちはベイブリッジをくぐった後、北側から順番にクルージングスポッ

トを巡るコースを選んだ。何度訪れても飽きることがないのがクルージン

グのいいところ。みなとみらいや山下公園など定番のクルージングスポッ

トを巡り、気の合う仲間同士で世間話をしながら景色を楽しむ。目の

前に広がる横浜の街は、船上での時間を贅沢にしてくれる。何度見

ても飽きない理由がそこにあるかもしれない。

　また、横浜港以外にもクルージングスポットは点在しているので、利

用時間に合わせてアレンジすれば、ゲストはがらりと変わるロケーション

の多彩さに驚かされることになる。横浜港よりも北側の京浜運河沿い

は、延 と々工場が続くエリア。2 万トンクラスのタンカーが、狭い水路を

間近で航行する姿は圧巻。反対に南側に行けば、ランチスポットとし

て人気の八景島周りや日本初の洋式灯台として現存する観音崎の灯

台、東京湾の歴史を語る上では欠かせない浦賀港など、いろいろな

見所に恵まれている。どう楽しむか、船長のホスピタリティが試される

ロケーションとも言える、魅力溢れるエリアだ。

クルージングスポットが点在する楽しい海

偶然が重なり、歴史の表舞台に

　横浜といえば安政の開港5大都市のなかでは最も大きく、人口の多

さでは群を抜き、首都圏の港としての位置付けから貨物船やクルーズ

船などが寄港し、その地名は世界に知られているといっても言い過ぎ

ではない。

　端から話が脱線してしまうが、横浜といえば日本初の物が揃う場所。

例えばカメラやマッチ、ハードなものだと鉄道やガス灯、食品で言えば

アイスクリームやトマトケチャップ、さらにビール工場まで。こんな物まで

といったものが横浜発祥であったりする。それもこれも安政の開港から

常に異文化と接して、普段の生活の中に新しいものを取り入れてきた

歴史的な背景があるから。街中には今も昔の面影を見せる建物が残

されているが、私たちが海から見る横浜の景色には、歴史を感じさせ

るものはそう多くはない。ぱっと見ても山下公園の氷川丸とその後ろに

控えるホテルニューグランドの一角ぐらいだろうか。しかし、普段から

見慣れている場所ほど、細かいことには気づかないことが多い。最初

のクルージングで見た印象こそインパクトは大きく、回数が多くなるに従っ

て些細なことを見落としがちになる。いつも見慣れた場所だが、小さ

な発見を楽しみに横浜港へと向かった。

歴史ある港町へ

　今回、利用したホームマリーナは、日本国内はもとより東アジアでも

最大級の保有隻数を誇る横浜ベイサイドマリーナ。東京湾で楽しんで

いるメンバーの皆さんにはおなじみのマリーナであり、この春のアウトレッ

トのリニューアルオープンに伴い、シースタイルの受付カウンターもイース

トハウスからウエストハウスへ移動して、装いも新たにスタートした。

　この横浜ベイサイドマリーナから横浜港へ向かうには、根岸湾、本牧

沖を通るコースで、おおよそ1時間。それとは別に中村川、大岡川の

運河を通るルートもあるが橋脚や水深など干満差の影響を受けるので、

操船に慣れるまでは東京湾から横浜港へ入るルートをお勧めしたい。

　横浜ベイブリッジをくぐると、いよいよ横浜港に入る。ボートでどこから

入るかにもよるが、ベイブリッジをくぐって横浜港に入ると正面には、ぷ

かり桟橋のある、みなとみらい地区、左舷側は本牧／山下地区、右舷

側には米軍の施設であるノースドックが広がっている。

　横浜港といえば、その印象も訪れる場所で少しずつ趣が異なるのが

面白い。先に挙げた山下公園側は昔ながらの面影があり、みなとみら

い地区は現代の横浜港を象徴する帆船日本丸とランドマークタワーのコ

ントラスト、さらに港の北寄りには横浜駅を控えた商業施設が、海へと

迫り出すように林立している。現代的に整備されていたら、これらのスポッ

海から見る横浜

❶港、横浜を象徴する赤煉瓦パークとみなとみらい地区 ❷アーバンクルーズは会話も弾む ❸大桟橋には国内外の大型クルーズ船が。入港情報を確認すれば、着岸している船のあれこれを語ることもできる

❶ ❷ ❸

トは入港時に一目瞭然となって姿を見せて、その

港町を印象付けるのだが、横浜港はそれぞれ

が独立して形成されているところに港町としての

変遷が表れている。東京湾の地図では小さな港だが、港内をゆっくり見

ながら歴史に思いを馳せるのであれば半日はかかる。その分、ボートで

のアプローチはとても有意義な時間になるだろう。
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　ホームマリーナが会員を対象にした特別企画等、楽しみ方もいろい

ろ選べるのが横浜エリアのいいところ。例えば横浜ベイサイドマリーナ

ではキャプテン付きのチャータープラン、KMC横浜マリーナではクルー

ジング後のバーベキュープラン、D-marinaではフィッシングユーザーを

対象とした早朝利用プラン、ジェイス関東では、離着岸祭り

や舵取り三昧といったユニークなネーミングの講習会が定期的

に行われている。

　こうしたプランを利用して海に慣れるもよし、また自分の好

みに合わせたプランを練って楽しむこともできる。つい最近で

は横浜ベイサイドマリーナに関東圏では初となるポンツーン

ボートが導入されたので、パーティークルーズという選択肢も

増えた。

　クルージングでもフィッシングでも楽しめる横浜の海。身近な

この場所でも、ボートに乗れば別世界になる。そして、そこ

では船を走らせる度に新たな出会いが待っているだろう。 

　横浜はクルージングでも見応え十分なエリアだが、実は釣りでも魚

種が豊富なエリアとして知られている。港内のシーバスやアジにチヌと

いったポピュラーなものから、タイやタチウオ、カサゴにカワハギ、南

北に長いエリアでは、その日毎に釣果も変わるので充実したボートフィッ

シングが楽しめる。

　「ボートフィッシングはちょっと難しそうで」という声も多い。確かにハー

ドルは低くない。日本沿岸の中でも東京湾は特に交通量が多く、2 万

トンクラスのタンカーから内航船までが頻繁に行き交うなかでポイントを

探して釣りをするとなると、全くの初心者では難しい。しかしクルージ

ングを何度か経験して操船の感覚をつかめたなら、マリン塾や各マリー

ナのフィッシング講習会に参加してボートフィッシングの基本を学べれ

ば、海の見方も、海底や潮目など今まで以上にさまざまな角度からそ

の魅力に迫ることができる。特に東京湾はさまざまな魚に出会うチャン

スが多いエリア。餌釣りもルアーフィッシングも一通りやり方を覚えれば、

その日のゲストやコンディションに合わせたプランを作ることができる。

　「横浜港はシーバスやアジ釣りを楽しむお客様が多いですね。八景

島より南側になると、カサゴやメバル、キス、タイ、タチウオに青物といっ

た旬の魚の釣りが楽しめます。これを釣るぞ、と言う方から、とりあえ

ず夕食用に釣果を残す方まで釣り方もいろいろです。そのいろいろな

楽しみ方ができるのがこのエリアの魅力ですよ」（横浜ベイサイドマリー

ナ・河野さん）

　プレジャーボートでのボートフィッシングはポイント選びの遊びなので、

魚がいる場所を当てなければ、やっぱりボウズということも往々にして

ある。それでもこの海が楽しいのは、いろいろなタイプのポイントが点

在しているからであり、限られた時間の中で気の合う仲間と魚を相手

に駆け引きできることは、船上でしか味わうことのできない満ち足りた

時間になる。今回利用した横浜ベイサイドマリーナでは北端にあたる

風の塔から南端のアシカ島まで直線にするとおおよそ 18 マイルの距

離が利用可能なエリア。6 時間でもすべてを回りきれる距離ではない

ので、予め魚種を想定するか、これまでの釣果実績のある場所を基

準にポイントを選ぶことになる。

　ちなみに今回は取材としてアシカ島から観音埼灯台、猿島、八景

島沖、根岸湾、横浜港、風の塔といった主だったポイントを巡ってみ

たが、アタリも少なく釣果自体は厳しい結果に。それでも一日を船上

で楽しく過ごせるのがボートフィッシングのいいところ。ポイントへのアプ

ローチや仕掛けの流し方等を考えているとあっという間に時間が過ぎ

ていく。

マリーナ周辺情報
アクアラインの風の塔から横須賀沖のアシカ島まで、航行エリアにはルアーや餌釣りなどに対応する数多くのポイントが点在している

　今年の6月にリニューアルオープンした三
井アウトレットパーク 横浜ベイサイド。「NEW  
MARINA LIFE」をコンセプトに掲げ、ショッピ
ングや食事、広場でのアウトドア体験イベント
など海辺の環境ならではの上質なライフスタ
イルを提案。海側のレストラン・フードコートに
はテラス席があるので、マリーナの景色を眺
めながら食事が楽しめる。

　BRANCH（ブランチ）横浜南部市場は、
「食のライブマーケット～地域と人が食でつな
がる交流拠点～」をコンセプトとして、昨年の
9月にオープンした市場併設型の商業施設。
マリーナから車で5分ほどの位置にあり、施設
内には、芝生敷きのオープンスペース「海辺
広場」や調理設備を整えた交流スペースも。
市場に併設されているだけに生鮮品は新鮮。
また地元・横浜ブランドも多く取り扱っている。

　温泉、マッサージ、レストランが楽しめるリラ
クゼーション施設。八景島の対岸に位置し、
施設からは隣接する横浜フィッシャーマンズマ
リーナの景色が楽しめる。スパゾーンには「八
景」や「文庫」と名付けられた浴室があり、1
週間毎に交代での利用となっている。シース
タイルの利用後のリフレッシュにお勧め。

▲ボートを眺めながらの
食事も可能
◀ガッパオにパエリア、
ハンバーガーなどさまざま
なメニューが揃っている

▲新しくなった南部市
場には神奈川ご当地
が盛りだくさん
◀市場には昔ながらの
食堂から、ご当地素材
を使用するオシャレなレ
ストランが軒を連ねる

三井アウトレットパーク 
横浜ベイサイド 南部市場

横浜フィッシャーマンズマリーナでは食事と温泉と。
ボートを眺めながら、ゆっくり過ごせる快適スポット

シーサイド・スパ八景島

ポンツーンボートで八景島沖へ。ゲストを招いてのランチクルーズも新しい楽しみ方。
今回はマリーナスタッフの高杉さんに盛り上げていただいた

コースでもア・ラ・カルトでも楽しめる海

ルアーフィッシングにチャレンジ ！
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今回お世話になったマリーナ
横浜ベイサイドマリーナ1

　東京湾では、保有隻数、施設共にトップクラスのシースタイルホームマリーナ。
クルージングからボートフィッシングまでさまざまなスタイルで楽しめるのが嬉しい。
またチャーターやプレミアムなど、シースタイルのフルメニューを展開している。利
用前には安全講習会の受講が必要なので、予め実施日を確認の上、ご予約を。
また、通常のメニューの他、同乗プラン等もありますので、お問い合わせください。

住所 ： 神奈川県横浜市金沢区白帆5-2
営業時間 ：  9:00～17:00
 （7～8月の土日祝 9:00～18:00）
定休日 ： 火曜日（祝日の場合は翌日）、水曜日
           （11～2月のみ）、年末年始

さまざまなタイプのボートが揃っているので、
遊び方に合わせて使い分け可能

シースタイルの受付はウエストハウスへ ボート遊びのご相談は、シースタイルを担当する
マリーナスタッフまで

シースタイルの受付も一新

☎ 045-775-4153

横浜エリア・マリーナ紹介
ジェイス関東2

　ジェイス関東の魅力は抜群のロケーション。横浜港内の本牧エリアにあるので、
3時間のショートクルージングで横浜の魅力に触れることができる。また、初めてゲス
トを迎えてのクルージングなど、港内の利点を活かした使い方ができるのも、こちらの
マリーナの魅力。クラブ艇も免許講習艇と同じFR-
20LS、FR-23LSになるので、操船も親しみやすい。

住所 ： 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭3番地
営業時間 ：  9:00～17:00
定休日 ： 無休（12/29～1/3は特別休暇）

クラブ艇の離着岸は港内の穏やかな水面なので、
安心して利用できます

シースタイルのご利用は担当の
有吉さんへ

ジェイス関東は入り口右側の
受付へ

☎ 045-623-6804

D-marina3

　横浜港内の東神奈川エリアにあるのがD-marina。横浜駅からはこちらのマ
リーナが近い。D-marinaの特徴はボートフィッシングに強く、シーバスや黒鯛
等をルアーゲームで楽しむフィッシングスタイルを推
奨。ショップ内では旬のルアー等も販売している。

住所 ： 神奈川県横浜市神奈川区
         東神奈川2-49-11
営業時間 ：  9:00～17:00
定休日 ： 火曜日（正月休み有） 横浜港内にあるD-marinaは首都高からの

アクセスも良い
田島さん（写真右）をはじめ、スタッフ全員が
ボートフィッシングに精通しています

この建物がD-marinaの目印

KMC横浜マリーナ4

　横浜港内の大黒ふ頭にあるホームマリーナ。横浜エリアでは唯一のシースタ
イルジェットの利用が可能。シースタイルジェットではインストラクター付きのプラ
ンがあるので、初心者でも安心してショートツーリ
ングが楽しめる。

住所 ： 神奈川県横浜市鶴見区大黒町2-19
営業時間 ： 4 ～9月 9:00～18:00
              10～3月 9:00～17:00
定休日 ： 火曜日（祝日の場合は翌日） 横浜エリアでは唯一のシースタイルジェットが

利用できます
横浜港から東京湾まで、クルージングスポット
の相談は、シースタイル担当の中須さんまで

大黒ふ頭にある隠れ家的な
マリーナ

☎ 045-461-1062

☎ 045-504-1094

金沢シー
サイドライン

首都高速湾岸線
鳥浜駅

南部市場駅

横浜南部市場 三井アウトレットパーク
横浜ベイサイド

横浜
ベイサイド
マリーナ

BRANCH
（ブランチ）
横浜南部市場

（移転/新クラブ
 ハウス）

ウエストハウス

イーストハウス

センターハウス

250m
N

Sea-Style × 最適なファッションアイテム × 秋冬編

mont-bell［モンベル］

R e p o r t s

今号も、シースタイルの会員様からよくいただく「ボートに乗る際はどのような服装が良いですか。」
というご質問について、機能的なアウトドア用品で絶大な支持を受けているアウトドア総合ブランド
mont-bell様に伺ってきました。 第二弾＜秋冬編＞です。

mont-bell 広報部 金森さん

ティビティから日常での生活まで、幅広くお使い
いただけるアンダーウェアです。」
　と熱く語っていただきました。こちらの製品
は、シャツとタイツ上下がラインナップしているそ
うです。

秋冬にオススメの小物もご紹介。おしゃ
れなコーディネートで防寒対策を。

　冬季の海上では、耳や頭部、首などの顔回り
や足下など、特に身体の末端部を保温すること
が大切です。まずは“クリマエアイヤーウォー
マーキャップ”。毛足の長い繊維の目を粗めに編
み込んだ、耳当て付きの暖かなキャップです。
首元の防寒対策には“クリマエアネックゲー
ター”を。肌触りの優しいクリマエア®を使用した
アイテムです。足下には“メリノウールウォーキン
グソックス”を着用すれば、発汗時、ウールの吸
放湿性によって靴の中を快適な状態に保ち、防
臭効果にも優れています。
　以上、秋冬編ではウェアから小物まで６アイ
テムをご紹介いただきました。その他にも秋冬に
オススメのアイテムが沢山あるそうですので、ぜ
ひお近くのmont-bellストアでスタッフにご相談く
ださい。
　ボートに乗る際の服装＜秋冬編＞、いかがで
したか。「保温性」はもちろん、海上という特別
な環境下では「防水性」「防風性」「速乾性」
「発熱性」をポイントに選ぶと良いようです。今
回ご紹介したアイテムを参考に、暖かく快適な
秋冬マリンレジャーをお楽しみください。

（取材ご協力 ： 株式会社モンベル）

号の「Sea-Style×最適なファッションア
イテム×春夏編」に続き、秋冬編として

肌寒くなる時期～本格的な冬のシーズンで活
躍するアイテムをご紹介します。
－－「これからのシーズン、海上は思いのほか寒
いものです。防寒対策をしっかりと行ったうえ
で、マリンレジャーを存分に楽しみましょう。」
　そう話すのは前号でもご登場いただいた、金
沢八景にお住まいで自らシーカヤックを操り、アウ
トドアライフを満喫されているmont-bell広報部
の金森さんです。今号も金森さんに、秋冬に最
適なファッションアイテムをご紹介いただきます。

３WAYで使えるアウタージャケット

　まずはじめにご紹介いただいたのは“３in1 
フォールラインパーカ”。単体でも使用できるイン
ナーを備え、季節や気温の変化に応じて３通り
の使い方ができる、汎用性の高いアウターで
す。アウターの表地はモンベル独自の防水透湿
性素材を使用しています。インナー素材は、水
や湿気に強い“化繊綿「エクセロフト」”を採用。

水に濡れてもロフト（かさ高さ）を損なわずに保
温性をキープし、抜群の速乾性を実現している
ため、海上のスプレーを浴びて濡れるシーンな
どでも活躍するアイテムです。

パンツはこれで決まり ！
“ドライテックインシュレーテッドライト
パンツ”

　高い防水性と保温性を備えながらも、コスト
パフォーマンスに優れた軽量パンツです。
－－「薄手ながらも保温性に優れた中綿が全面
に封入されていて、海上での寒さを防ぎます。
動きやすさも良好。収納バッグ付きでコンパク
トに収納できるため、携行にも適したアイテム
ですよ。」
　と薦めてくださいました。

冬季のアクティビティに欠かせないア
ンダーウェア“スーパーメリノウール
M.W.ラウンドネックシャツ”

－－「海上では、予測できない天候や外気温の
変化に対応しなくてはなりません。厳しい環境下
で身体の温かさを維持するためにも、アンダー
ウェアは重要なアイテムです。」
　と金森さん。
－－「このスーパーメリノウールは、着た瞬間から
暖かく、保温力が持続する天然の吸湿発熱素
材です。この繊維は、汗などの水蒸気を吸収す
ると熱を発生させる性質（吸湿発熱）がありま
す。そして卓越した発熱量を誇るのが、モンベ
ル“スーパーメリノウール”です。ウインターアク

◀▼ ３in１ フォールライン
パーカ Men's ¥25,800（税抜）
サイズ ： S,M,L,XL
カラー ： 全３色

▲ スーパーメリノウール M.W.
ラウンドネックシャツ Men's ¥6,800（税抜）
サイズ ： XS,S,M,L,XL／カラー ： 全３色

▲ クリマエア イヤーウォーマー
キャップ 男女兼用 ¥1,800（税抜）
サイズ ： S/M（54～57cm）,
M/L（57～60cm）／カラー ： 全3色

▼ クリマエア ネックゲーター
男女兼用 ¥2,000（税抜）
サイズ ： フリーサイズ（54～60cm）
カラー ： 全４色

＊店舗情報等、詳しくはmont-bell
ホームページでご確認ください。
URL: https://www.montbell.jp/  

前

 mont-bell ファッションアイテム

ひとつあると重宝する3 in 1 パーカ。金森さんイチオシ。
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号よりレギュラー企画として「マリーナ自慢ーー新しい海に会
いに行こうーー」がスタートしました。会員様のアンケートで

いただいていた「全国約140ヶ所のホームマリーナの魅力をもっ
と知りたい！ 」という声にお応えし、様々なマリーナの自慢や魅力
を、毎号お伝えしていきます。
　各マリーナの特色や地域の特性を活かしたもの、マリーナが
特に力を入れていることなど、海遊びのために保存しておきたい
情報ばかりです。
　新しい体験を求めて、まだ訪れたことのない海やマリーナに会
いに行きませんか。

今

by Sea-Style

❶ 秋田マリーナ
❷ 水郷ボートサービス
❸ 油壺京急マリーナ
❹ 湘南ライセンス 江の島会場
❺ 伊東サンライズマリーナ
❻ ヤマハマリーナ浜名湖
❼ 舞鶴セントラルマリーナ
❽ 和歌山マリーナ
❾ 広島観音マリーナ
10 ハタシママリーナ

関東エリア
関東エリア
関東エリア
中部エリア
中部エリア
関西エリア
関西エリア
中国エリア

九州・沖縄エリア

北海道・東北エリア

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府または各都道府県の移動制限などに
   則ったご利用をお願いいたします。

�

��

�

新

しい海に

会

い
に 行こ

う

釣果とスタッフの対応に定評のある
秋田マリーナで、操船デビューしよう !
ボート免許を取得後、初めて利用された会員様から「練習のため
予約しましたが、沢山教えていただいてとても自信がつきました。」
との声をいただいています。初心者への手厚いサポートとスタッフ
の人柄が自慢の秋田マリーナ。不安に思っていることは利用前
にスタッフに相談してみて。きっとあなたの頼れるホームマリーナに
なるはず♪

2つのポイント
①船で道の駅に行ける ！
　※男鹿マリーナへ
　係留後、徒歩10分
②レンタル竿あり ！
　※1,100円/１セット

道の駅
おが「オガーレ」

スポーツボート×マリンジェットは
水上の遊びを存分に楽しめる抜群の相性 !
スポーツボートとマリンジェットは、お互いの弱点を補って魅力を高
めあえる、相性が良い組み合わせです。トーイングなどの遊びの幅
も広がります。新配備のスポーツボート「AR195」とマリンジェット
「MJ-FX HO」をレンタルして、もっと楽しく、もっと快適に霞ヶ浦を
遊び尽くしませんか。このロケーションでしか味わえない、多彩な感
動に出会えます。

①フラットな水面は水上
　スポーツに最適 ！
②マリンの達人が丁寧、
　親切にサポート ！
③オンシーズンの
　3～10月は無休 ！

3つのポイント

秋田マリーナ

油壺で海遊びを楽しんだ後は、系列ホテルの温泉と
豪華料理で心も体も満たされよう !
油壺京急マリーナは静かな油壺湾に位置し、豊かな緑と晴れた日
に見える富士山が自然の美しさを感じさせてくれる、隠れ家的マ
リーナです。また、昔から油壺は釣り人にも大人気のスポットとして
知られています。海遊びの後は、ぜひ「ホテル京急油壺観潮荘」
の温泉に浸かって疲れを癒しましょう。レストランでは豪華な料理
もご堪能いただけます。

3つのポイント

油壺京急マリーナ

大人気のYFR-24に、釣り人に嬉しい艤装を搭載 ！
釣りもウェイクボードも可能な万能マリーナ
神奈川県屈指の観光地「江の島」に最も近いホームマリーナ
「湘南ライセンス」。江ノ島駅からほど近い、好立地にあります。マ
リーナお勧めのYFR-24は、釣り人目線のフィッシング艤装を搭載
した自慢のボートです。湘南ライセンスなら、江の島周辺のクルー
ジングや、ウェイクボードをはじめとしたトーイングスポーツも楽しめ
ます。ぜひお気軽にご利用ください。

①フィッシング充実
②レンタル充実
③ウェイクボード対応

①油壺湾の隠れ家的
   マリーナ ！
②釣り人に大人気の
   スポット
③温泉・絶品料理で
   1日を締め括り !

3つのポイント

舞鶴セントラルマリーナを拠点に、
マリンレジャーを遊び尽くそう !
マリーナから有名な釣りポイント「冠島」へは約40分で到着でき、
大型の真鯛や青物を狙えます。人気の観光スポット「伊根の舟
屋」にランチクルージングへ行くプランや、すぐ近くの舞鶴港の護
衛艦を海上から眺めるプラン、夏場は天然のビーチでマリンス
ポーツなど、季節ごとに様々な遊び方ができるのが舞鶴セントラル
マリーナの強みです。

3つのポイント
①初心者の方も
   大歓迎 !
②大阪から2時間以内
   の立地
③魚処理場完備 ！

伊根の舟屋

和歌山マリーナは、遊びの宝庫「和歌山マリーナシティ」内
にあり、一日中遊び尽くせます !
海の駅にも指定されている和歌山マリーナは、周辺に魅力的なス
ポットが沢山あります。シースタイルで海遊びを楽しんだ後は、黒
潮市場でマグロ解体ショー見学や食事をしたり、ポルトヨーロッパ
のアトラクションで遊んだり、紀州黒潮温泉で疲れた身体を癒す
こともできます。色々な遊びがあるので、ご家族はもちろんカップル
も楽しめます !

①和歌山マリーナシティ
   にあるマリーナ
②遊べるスポットが沢山
③遊びの組み合わせも
   多彩

3つのポイント

護衛艦

綺麗な海でマリンレジャー、海が見える天然温泉、
伊豆の味覚・海の幸。1日中満喫できます ！
綺麗で広 と々した伊豆の海は、釣りやクルージングに最適です。
道の駅「伊東マリンタウン」の施設内にマリーナがあるので、レン
タルの後は天然温泉や旬の伊豆の海鮮を味わうことができ、1日
中楽しめます。気軽に家族や友達とプチ旅行気分で遊びに行き
ませんか。道の駅で販売している「磯キムチ」は絶品 ! ぜひ一度
お試しあれ。

3つのポイント

①広 と々した海
②海が見える天然温泉
③伊豆の季節の海鮮

「家族」であるワンちゃんも一緒に、
安心安全なマリンレジャーをご提供します ！
会員様のリクエストにお応えしまして、ヤマハマリーナ浜名湖では
「犬用ライフジャケット」のレンタル（無料・要予約）をはじめました !
サイズはS・M・Lの3種類をご用意しています。試着もOKですの
で、ぴったりのサイズをお選びください。愛犬のお留守番とはおさ
らば ! 大切なワンちゃんと、安心安全なマリンレジャーを楽しみませ
んか。

①犬用ライフジャケット 
   レンタル無料 ！
②要予約
   （数に限り有り）
③「AS-21」「FR-20LS」
   犬同乗可

3つのポイント

広島観音マリーナYouTube公式チャンネルで
G3ポンツーンボートの利用説明動画を公開
多くの会員様のご要望により、G3ポンツーンボートの出港準備～
航行中のポイントまで、レンタル当日の実際の流れに沿った進行
で動画を作成しました。エンジン始動方法から各設備の取扱いな
ども細かくご説明しています。ご覧いただければ、お客様の取扱い
の不安が解消され、レンタル当日がより安全に楽しくなること間違
いなしです !

3つのポイント
①動画だから分り易い !
②G3は定員11名まで
   OK !
③宮島クルーズが
   お勧め !

対馬海峡で釣りを楽しんだ後は、宿で釣った魚を
料理していただき、美味しく食べよう ！
日本有数の漁場として知られる対馬海峡で存分に釣りを楽しめる
ハタシママリーナ。ヒラマサ、ブリ、タイなど多数の魚種が釣れ、し
かもサイズが大きいことでも有名です。また、マリーナ近くの民宿
「つりの家」では、宿泊のお客様に限り、釣った魚をスタッフが調
理してくれる嬉しいサービスがあります。対馬海峡で自分が釣り上
げた魚は絶品です ！

①離島にあるマリーナ
②対馬旅行の際に
   ぜひ ！
③豊富な釣りスポット

3つのポイント

ホテル京急油壺観潮荘 
海の見える露天風呂

和歌山マリーナ

民宿「つりの家」

初心者
大歓迎 ！ 初心者に優しく丁寧なサポート イチオシの

遊び方 ！ マリンレジャー感動体験 in 霞ヶ浦

恵まれた
環境 ! 釣りも温泉も観光もココで決まり ！ 釣り人に

嬉しい ！ 江ノ島でフィッシング ！ ウェイクボード ！ 

イチオシ
プラン ！ 欲張りに楽しめる、伊豆のプチ旅行 リクエスト

対応 ！ 愛犬と一緒にマリンライフを♪

お勧め
プラン ! 種類豊富な海遊びをご用意 充実の

周辺施設 ！ シースタイル×周辺施設のご提案

釣り人に
嬉しい ！ 宿泊で釣った魚が食べられる♪リクエスト

対応 ！ G3ポンツーンボート取扱い不安解消 !

❶ ❷秋田マリーナ  ☎ 018-847-1851
秋田県秋田市飯島字堀川118番

水郷ボートサービス  ☎ 0299-63-1231
茨城県潮来市潮来5043

舞鶴セントラルマリーナ  ☎ 0773-66-2880
京都府舞鶴市字長浜宮谷820-1

和歌山マリーナ  ☎ 073-441-8888
和歌山県和歌山市毛見1530❼ ❽

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

湘南ライセンス 江の島会場  ☎ 0466-27-5005 
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-17

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

ハタシママリーナ  ☎ 0920-52-0308
長崎県対馬市美津島町洲藻907❸ ❹ ❾ 10

ヤマハマリーナ浜名湖  ☎ 053-578-1114
静岡県湖西市入出字長者1380 

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19❺ ❻

ここが
自慢です

ここが
自慢です

ここが
自慢です

ここが
自慢です

ここが
自慢です

ここが
自慢です

ここが
自慢です

ここが
自慢です

ここが
自慢です

ここが
自慢です

伊東サンライズマリーナ 



中部エリア

関西エリア

中国エリア

迫力ある飛行機の離発着を間近で見学できる、セントレ
アクルージング。セントレア付近はスナメリとの遭遇率も
高く、お子様連れのご家族に大人気です。また、マリーナ
内レストランのBBQは、火起こしや食材準備などが不要
で、手ぶらで気軽にご利用いただけます。屋外テラス席なので、密にもならず安心。薪ス
トーブもあるから、秋～冬でもアウトドアでBBQをお楽しみいただけます。

飛行機見学とスナメリウォッチング＆
帰港後は手ぶらBBQを楽しもう !

通年日程

透明度の高い内浦湾で富士山を眺めながら
釣りやクルージングを楽しんだ後は、深海魚
「タカアシガニ」で有名な戸田港へ上陸（係
留費用は無料）し、海の幸を満喫しませんか。
冬季、富士ボーティングからは、マダイ・アマダ
イ・ヒラメなどの食べておいしい王道の魚はも
ちろん、深場に生息するアカムツ・クロムツ・シ
ロムツなどの魚も釣ることができます。また、富
士山が一番きれいに見えるのは、空気の澄ん

だこの秋から冬にかけて。釣りに、クルージングに、充実した一日を送ることができます。

魅力満載 ！  タカアシガニで有名な
戸田港へ上陸する、フィッシングも
クルージングも満喫できる
充実プラン !

通年日程

大正区にある「TUGBOAT 
TAISHO」さんでゆっくりラン
チをしませんか。1時間係留可
能で、お店選びから楽しめる
プランです。係船する際には
「TUGBOAT TAISHO」さん
のスタッフの方がロープを取ってくれるので、初めての方でも安心してご利用いただけます。

ランチデート at 
TUGBOAT TAISHO

通年日程

穏やかな日生の海で Let's enjoy 
フィッシング !  ご案内するポイント
を参考に Let's challenge !  そしてこの機会に、日生名
物「カキオコ」を是非ご堪能ください。カキオコのオススメ
店もご紹介していますので、お気軽にお尋ねください。

日生の海を遊び尽くそう !
10月中旬～翌4月日程

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

9:00～15:00（カキオコを堪能 12:00～13:00）時間

関東エリア

海からの絶景を見に行こう！

AS-21WB、SR-X、F.A.S.T.23使用艇
※初めて利用されるお客様には、安全レクチャーを受講していただいております。
料金2,200円、所要時間20分（利用時間に含む）。お電話にてお問い合わせください。
※安全レクチャーだけでは不安な方には「小坪沖デビュー」というオプションもございます。
お客様のニーズに合わせた内容で対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
※船長は会員様となります。

竿・リールレンタル550円（お電話にてご予約ください）／仕掛けは別途販売中
（クラブ艇利用料金・燃料費別途） ※ロッドホルダー、パラシュートアンカーはレンタル無料料金

※セントレアクルージングは、午前の3時間利用がお勧めです。BBQにはコースがありますので、マリーナのHPを
ご覧ください。

食事（BBQ）代は実費（3時間 クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金

茨城県鉾田市箕輪2513涸沼ヨットハーバー ☎0291-37-0629

1

要予約予約

筑波山に接し、自然に富んだ環
境に位置している涸沼は、大自
然を満喫するのに最適な場所
です。都会のアーバンクルージ
ングも楽しいですが、遠出して旅
行気分を味わいながらのボート
遊びも新鮮な気持ちになりま
す。午前に出航し、思う存分に
クルージングしながら、風景を楽
しみます。昼食はマリーナの隣
にある「いこいの村 涸沼」にて、
落ち着いた雰囲気の個室で茨
城を代表する食材（常陸牛、美
明豚、筑波鶏）を、日帰り宴会
コースでご堪能ください。

美しい、美味い、感動。
涸沼で優雅な休日を
過ごそう ！

9～11月日程

※いこいの村 涸沼「日帰り宴会コース」は、要予約で4名様より承ります。その他にも豊富なメニュー有。
詳しくは、右記「いこいの村 涸沼」のサイトをご覧ください。＜http://www.ikoinomurahinuma.com/day/＞

9:00～12:00（いこいの村 涸沼 12:30～）時間
FR-23LS使用艇食事代は実費（3時間 クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金

秋の涸沼を、遊び、
味わい尽くしませんか

ボートはマリンレジャーのツールと
いうだけでなく、「海」が身近にな

るツールでもあります。「海に棲む生き物たち」や「潮の満ち
引き」等々、都会の海も観察がしやすい環境です。海洋学
を、実際の海でボートを使って学んでみましょう !  海洋学には
いくつか種類がありますので、時期や潮回りに合わせて観察
分野の対象を変えてみることも面白いです。出航日が決まっ
たら、マリーナスタッフまでご相談ください。出航日にオススメ
の観察対象をご提案します。または、観察してみたい内容が
決まっていたら、観察しやすい時期や時間帯をご紹介しま
す。毎日、東京の海を見ているマリーナスタッフが、年間を通
して「その時期の海」における特徴や面白さをご説明します。

いざ海へ !  図鑑にはない
面白さが待っています。

通年日程

東京都中央区勝どき3-15-3勝どきマリーナ ☎03-3531-7833

3

※時期によって見られる事象が異なりますので、事前にお問い合わせください。
FR-23 ActiveSedan、FR-20LS、AS-21使用艇

【体験学習】ボートで観察 !
東京港の海洋学

秋・冬の新鮮なカワハギの肝は、脂がのっていて絶品です。葉山から江ノ島一帯の沖では
砂地が広がり、その砂地に点在する根が狙いどころです。カワハギはエサ取りがうまく、マニ
アックなイメージがありますが、だからこそハマってしまう方も多いのではないでしょうか。今年こ
そ、カワハギを狙ってみましょう !  釣り人に嬉しい、竿やリールセット（仕掛け別途）などのレン
タルもあります。また小坪周辺は、シーズンや水深、エリアを変えていろんな釣りが楽しめま
す。釣りのポイントもアドバイスしますので、気軽にお声がけください。釣りの後は「裕次郎灯
台」や「江の島」を眺めながら帰港してみるのも、ここ湘南ならではのお洒落な楽しみ方です。

お洒落な湘南の海は釣りのポイントも豊富♪ アットホームな
小坪マリーナーから出港し、釣りをして1日を満喫しませんか ？

秋～冬日程

神奈川県逗子市小坪4-27-12小坪マリーナー ☎0467-23-1516

2
秋・冬のカワハギは肝が美味い !
小坪から釣り三昧プラン !

三重県津市河芸町東千里854-3マリーナ河芸 ☎059-245-5001

5
セントレアクルージング＆BBQ

大阪府堺市堺区北波止町13クリエイションマリーナ ☎072-223-5884

6
ランチクルージング

要予約予約

※係船が必要な場合は、お早めにご予約をお願い致します。※橋が低いため、オーニング（屋根）を取り外した
状態でのクルージングになります。

SR-X使用艇
係船代は別途。食事代は実費（クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金

岡山県備前市日生町寒河40日生マリーナ ☎0869-74-0500
7

日生名物カキオコ堪能＆
日生諸島でフィッシング

希望日の2日前までにご予約ください。予約

※ご予約の際、「日生諸島でフィッシングをしたい」とお伝えください。ポイントをご案内します。※船長は会員様となります。

AS-21 WB使用艇食事代は実費（クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金
イイダコ（10月釣果）

さあ、都心の海へ ！ カワハギ（10月釣果） ハマチ（11月釣果）

ヒラメ（11月釣果）

セントレアクルージング水深の深い駿河湾ならではの「ムツ」

着岸は丸吉食堂へお電話を
（サポート有）

海鮮なら丸吉食堂

新カモメ食堂街

晴れた日には富士山も見える

いこいの村 涸沼

薪ストーブ完備で秋冬のBBQも◎

TUGBOAT TAISHO

素敵な思い
出になる

特別な時間

釣りもグル
メも

満喫しよう
!

海上の特等
席で

飛行機見学
!

釣り&名所
巡り

充実の日帰
りプラン!

❶海洋生物学
プランクトンや
魚類などの
生き物を対象

❷海洋物理学
海流や潮汐などを
対象

❸海洋化学
海水の性質や
分布などを対象

❹海洋地質学
海洋底などの
地質を対象

音響測探機で海底を調べよう

台風一過の潮目は水質の
違いがはっきり

【海洋学の例】

東京湾エリア

東京

千葉神奈川

相模湾エリア

東京

千葉神奈川

大阪湾エリア

大阪兵庫

大洗エリア

茨城

伊勢湾エリア

愛知三重

静岡県沼津市馬込19-4富士ボーティング（静浦マリーナ） ☎055-933-3600

4
戸田港フィッシング＆クルージング

深場の海の
幸に

舌鼓♪

岡山エリア
岡山

海のフォアグラと名高い
カワハギの肝!

牡蠣入りのお好み焼き
通称「カキオコ」

海を遊び尽くそう♪

今年オープンした新スポットでランチを♪

穏やかな海で釣り三昧♪

無料キャンペーン実施中!操船レクチャー（20分程度）

詳しくは、クリエイションマリーナまでお気軽にお問合せください。
2020年7月23日　　　～11月30日　　迄木・祝 月

ただいま

クシクラゲ  海の生物を観察
しよう ！

時間帯によって水位が
上下するのが分かる

水中カメラで海底を覗いてみよう

暑い夏が終わり、心地良い爽やかな季節がやってきました。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。ボートで都心の海を観察して学ぶ海洋学や、大迫
力の飛行機離発着を間近で見学するプラン、来島海峡の潮流で育った美味しいマダイ・キジハタを
狙うフィッシングなど、初掲載のプランが目白押しです。ぜひお気軽にご利用ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府または各都道府県の移動制限などに則った
　ご利用をお願いいたします。

★海況によって中止になる場合が
　ございますのでご了承ください。 
★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。 

※操船が不安な方はスタッフが同乗します。内浦湾の楽しみ方のレクチャーもお任せください。※釣り具のレン
タル（費用別途）も可能です。事前にご予約ください。※船長は会員様となります。

桟橋確保のため、前日までにマリーナにお電話でご予約ください。予約6時間レンタル時間

SR-X、F.A.S.T.23 使用艇

スタッフ同乗料金18,000円／日（平日のみ）、
食事代は実費（6時間 クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金

駿河湾エリア

愛知
静岡

海に出て実
際に

見て学ぼう
!

❶ ❷

葛西臨海公園のなぎさ・三枚洲❸ ❸

❹❹
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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。

九州エリア

四国エリア

AS-21 WB使用艇
※使用燃料は約50～70L位が目安です。移動時間・海況・乗船人数などにより変動します。
※船長は会員様となります。

9:00～15:00時間 要予約予約

圧倒的なスケールの来島海峡大橋
を望みながら、強い潮流にもまれて味
に磨きのかかった美しい魚体のマダ
イやキジハタを、鯛ラバで通年狙えま
す。マリーナから僅か10分のポイント
です。このエリアのキジハタのお刺身
は格段に美味しく、釣り人によって
は、あの高価なクエの味を凌ぐという
方もいる程です。時期によってはハマ
チも回遊し、更に大物釣りの楽しみも
広がります。6時間のご利用時間で、
使用艇はAS-21 WB、最大定員6名
様でお楽しみいただけます。ヒット率
の高い絶好ポイントも、マリーナスタッ
フがご説明します。このエリアが初め

ての方でも、安全に楽しく釣りを楽しむことができます。季節やタイミングにより狙いやすい魚種
が変わりますので、お気軽にお問合せください。

来島海峡の潮流に育まれた
綺麗で美味なマダイと
高級魚キジハタを鯛ラバで
狙いましょう !

通年日程
愛媛県今治市砂場町2丁目7番30号来島マリーナ ☎0898-23-5922

8
「華麗な女王様 マダイ」＆
「高級魚 キジハタ」釣りプラン

AS-21使用艇要予約予約 水族館入館料は実費（クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金

博多湾対岸に望む、福岡タワーと福岡 Pay
Payドームを眺めながらクルージング。そのまま
能古島を回ると、開

けた景色に圧倒されます !  国営公園内にある当マリーナは、半
日シースタイルでクルージング、その後、隣接している水族館「マ
リンワールド海の中道」を見て回るなど、1日中ゆっくりとお楽しみ
いただけます。

ご家族や友人とクルージングを
楽しんだ後に、イルカや
ペンギンに癒されましょう !

通年日程

福岡県福岡市東区西戸崎18-25海の中道マリーナ＆テニス ☎092-603-2221

9
博多湾クルージング＆水族館を
満喫するプラン !

熊本県上天草市松島町合津7500☎0969-56-3043

イルカウォッチ＆あまくさ海の駅巡り

10
フィッシャリーナ天草

能古島沖

来島大橋を望む

「福岡タワー」と「福岡 PayPayドーム」

高確率でイ
ルカ達に

会えちゃう
♪

福岡エリア
福岡

AS-21 WB、YFR-24使用艇1週間以上前までにお申込みください。予約

フィッシャリーナ天草から約50分の海域では、
一年を通してかなりの高確率でイルカに遭遇
できます。野生のイルカが並んで泳いだり、パ
フォーマンスを見せてくれることも♪ ご自身で操
船しながら、イルカウォッチングを楽しむ特別な

時間を過ごしませんか。また、熊本県には現在「あまくさ海の駅」をはじめとして、「海の駅」が
3箇所あります。海の駅巡りのスタンプラリーを実施中ですので、あわせてお楽しみください。

魅力たっぷりの熊本県天草市で、
イルカウォッチングを !

通年日程

フィッシャリーナ天草

マリンワールド海の中道

海も陸も楽
しみが

いっぱい !

愛媛エリア

愛媛

熊本エリア

熊本

海の生き物と過ごす穏やかな時間♪

大物目指し来島海峡へ♪

来島のキジハタ

来島のマダイ

味も美し
さも抜群

な

大物を狙
おう!

来島大橋
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危険箇所を把握するため、
事前に周辺水域の海図などから
必要な情報を集めよう。
　海へ出かける前に必ず実施しておきたいの
が「周辺水域」の把握です。該当エリアの「海
図」を手に入れ、「暗岩」や「浅瀬」など航行に
支障のある場所をチェックしておきます。海図
の他にも、プレジャーボート用に全国の主要
港湾の情報をマップ上に見やすく記載した
「ヨット・モーターボート用参考図や、「Ｓガイド

画像（プレジャーボート・小型船用港湾案内）」
などが（一財）日本水路協会から発行・販売さ
れているので、参考にすると良いでしょう。

「のり網」や「定置網」などの
漁具が設置される場所や時期の
確認も必要です。
　どのような漁を行い、どんな漁具を設置して
いるかの情報は、海上保安庁や漁業協同組
合などから得ることができます。また、潮汐も
関係しますので調べておきましょう。
 

　詳細については、航行エリアの水域を知
り尽くしたマリーナスタッフに積極的に尋ね
てみましょう。ローカルルールや海図に記載
されていない危険箇所なども、親切に教えて
くれるはずです。
　このように事前に周辺水域を把握しておく
ことで、「浅瀬での座礁」はもちろん、障害物
による「プロペラの破損」などの事故・トラブ
ルを回避する手助けになります。船長の心得
として、ぜひ実践していきましょう。

号より、シースタイルの利用で発生している「ボートの事故・トラブル」を未
然に防ぐ方法やその対処法、船長としての心得やスキルをご紹介する連

載がはじまります。船長としてしっかりと不安を解消し、準備万端で出航したい
ですね。経験豊富なベテランの船長さんも、復習を兼ねてご覧ください。第1回
は、最も多い事故の一つ、「浅瀬での座礁」についてチェックしていきます。

今

船長に必要な知識・技術をまとめたサイトを
こまめにチェックしよう !

マリン塾でインストラクターから
実践的に学ぼう ！

　安全で快適なマリンライフを送るために知っ
ておくべき「船長の心得」や「テクニック」を取
りまとめたサイトをご紹介します。ビギナーの方
もベテランさんも、不安があれば常に復習を心
掛けましょう。

　マリン塾は、ボートの操船技術を基礎から実践的
に学べるヤマハのボートレッスンです。初心者や操船
に自信がない方、操船の苦手を克服したい方に、経
験豊富なインストラクターがレベルに合わせて指導し
ます。

みなさん ！ 
シースタイルをご利用の際は

安全レクチャーを
受講しましょう。

★見張りは大事

初心者
キャプテンの

心得▶
テクニックを
知ろう▶

マリン塾の
詳細・お申込みは

コチラ▶

★トラブルが発生した時の対処 ★操船マスター Ⅰ ★離着岸マスター

同乗者への
配慮

気象・海象

走行・
避航方法

操船

寄港地への
入港方法

波への対処

　安全レクチャーとは、各マリーナの航行ルール、安全水域や危険水域
の解説をスタッフ同乗により行うもので、安全に楽しくご利用いただくた
めに実施されています。開催されているマリー
ナではぜひ受講しましょう（初回利用の前に受
講が必須となっているマリーナもあります）。

詳細は
コチラ▶

POINT

　

船長としての自覚と緊張感をもとう ! 

▲

POINT ▶ 操船のプロからの指導でレベルアップ ! 

▲

不安要素を挙げてみると、その多さに驚くはず。

　衝突原因の8割が見張り不足と言われ
るだけに、見張りは安全航行の基本。操船
中に必要な見張りについてご紹介します。

　ボートのトラブルやアクシデントは様々。
トラブルが発生しないように注意すること、
そして対策を掲載しています。

安全
で快
適なマリンライフを    誌上

マリン塾
    誌上
マリン塾

大型定置網。
外側を大きく
回避する

のり網。
春～秋に設
置される

ヨット・モーターボート用参考図

ウェブサイトの一例

　船体の動きや特性を体感し、「安全な走行
姿勢」や「安全確保のために知っておきたい
操船技術」を実践的に学びます。

　初心者が苦手意識をもつ離岸・着岸を集中
的に学び、克服することを目的とします。離着
岸を繰り返し行い、操船のコツを体得します。

マリン塾の一例

学び・楽しむ・・海を愛する大人の操船講座

シースタイル会員様が
マリン塾を受講すると、
シースタイル利用割引券
3,000円分プレゼント !

※利用割引券期限：受講後6ヶ月間有効

水域を事前に
頭に入れておこう！

近づか
ない！

浮子に
注目！

ふ  し

新連載

第 1回  浅瀬での座礁
出航前の準備が大切
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タックル＆仕掛け図

　東北地方以南の日本沿岸で、外洋に面し
た潮通しのいい根（岩礁）周りに多く分布し、
群れで行動する魚です。均整のとれた魚体
と食味の良さで人気の魚です。

　１年中釣れますが、初夏から秋までが水深
20メートル前後で狙えるので釣りやすく、水
温が低くなる冬場は棲息する水深がやや深
くなります。根の頂上付近に群れていること
が多いので、魚群探知機では比較的探しや
すい魚のひとつです。

　イサキを狙う時は、コマセ（撒きエサ）を使っ
て回遊するイサキをボートの近くに寄せると
効率よく釣果を上げることができますが、その
ためにはボートをアンカリングすることをお勧
めします。コマセカゴからこぼれ出たコマセが
潮に乗って潮下方向へ流れていきますが、
アンカリングすることで一箇所からコマセを連
続的に流すことが可能になるためです。アン
カリングする位置は魚群探知機で発見した
魚群の潮上側とする
のが鉄則で、潮上側
から流れてくるコマセ
を求め、イサキがどん
どん潮上方向へ遡
上し、ボートに近づ
いてきます。

第12回
イサキ

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

第12回目は、明確なアタリと
小気味いい引きで、時には2尾、3尾と
まとめて釣れ上がることもあるイサキです。

　コマセカゴから流れ出るコマセと付けエサ
のタナを常に意識し、互いを同調させること
がこの釣りのポイントとなります。魚群探知
機に映し出されたイサキのタナ付近でコマセ
を振り出し、潮に乗って流れていくコマセの
帯の中に付けエサを同調させます。アタリは
竿先に明確に届くので、竿を軽く起こして合
わせます。その時、少し待ち時間を作ってや
るとさらにもう1つのハリにイサキを追加でき

るかもしれません。なお、30センチ級
のイサキは引きが強く、リール
のドラグを効かせたやり取りが
必要になる場合もあります。そ
のような時は、ボートへの取り込
み時も無理をせずタモ網を使っ
た方が無難です。

イサキはこんな魚Check!

生息場所とポイントの選定Check!

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。

ボートコントロールCheck! 釣り方Check!

ミチイト
PEライン
2号

テンビン
DAIWA
快適天秤
マルチ
φ1.4-250

コマセカゴ
DAIWA
シャベルビシ速攻Ⅲ
M 60号

仕掛け
イサキ用市販品
2～3本バリ
ハリス2号
前後のもの

コマセ：オキアミ

ロッド
DAIWA
アナリスター
ライトゲーム64
M-190・Y

リール
DAIWA
フネXT
150P

クッションゴム
φ1-300

エサ：オキアミ

竿を煽ってコマセカゴの中のコマセを振り出す

アンカ
リング イサキ

根（岩礁）

［イサキ］ボートコントロールと釣り方

コマセカゴからこぼれ
出たコマセと付けエサを
同調させる

魚群探知機でイサキらしき
反応を見つけたら、
潮上側から仕掛けを
降ろしてコマセを撒く

❶ ❷

❸

竿先にアタリが届いたら、ゆっくり
竿を立てることでアワセは完了。
一定のペースでリールを巻き上げる

❹

　料理教室で魚のさばき方を教えると、特に
男性から質問されることがあります。それは「ど
んな包丁を揃えれば良いですか」。形から入
ろうとする方が多い様に見受けられます。包
丁一本さえあれば、魚をさばいて刺身まで出
来るのですが、おのおのの工程に特化した
専用品もあり、所有してみたい憧れがある様
です。それらはおおむね高価であるため、あ
る程度上達するまでは必要最小限の道具で
臨みましょう。

　そして、その切れ味を有効に使うため、
1,000～ 1,200 番の砥石が必要不可欠と
なります。他、ウロコ取りとキッチンバサミ。

フキンと使い古しの歯ブラシがあれば、おお
よその魚種、サイズの魚を活けジメ～下処理、
三枚におろし、刺身まで全ての工程がこなせ
ます。魚の特徴や工程に合わせ、刃渡りが
長い刺身包丁、硬いカブトも割れる大出刃、
細長い魚も割ける小出刃など、揃え始めると
きりがありませんが、自身の上達を感じた時
に加えていけば、無駄なく有効な道具を揃え
られ、使用後のメンテナンスさえ怠らなければ
一生使える相棒となってくれるでしょう。

　ウロコは飛び散ってキッチンを汚し、ご家
族に嫌われますので、大き目の透明ビニール

袋に魚と両手を挿し入れて行うと気兼ねなく
行えます。エラブタあたりをしっかりと掴み、
魚を固定し、キッチンバサミでヒレの根元部
分も忘れずに取ります。仕上げは包丁に持
ち替え、なぞり、取り残しがないことを確認し
ます。カブトは、胸鰭、腹鰭を身の方に残さ
ない、襷切りにします。斜めのラインを見つけ、
両面より背骨まで切り進め、頭部分にある
骨は太く硬いので、刃を骨へ着け、刃先は
マナ板に着け、二点が固定されたことを確認
し、テコの原理で手前に倒して切れば、どん
なに大きく太い骨でも断ち切ることが出来ま
す。次に腹部分を開け、内臓を取り出し、
背骨に沿う血合いは歯ブラシを使って残さず
洗い落とし、水分を拭き取ります。

　この状態まで施しておけば後の料理や保
管もしやすく、どなたに差し上げても、あなた
の釣果を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

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。

今号から魚さばき編です。まずは必要な道具の
確認から、下処理までをご紹介します。

お問い合わせ「マリンインフォメーション」イオンモール神戸南
TEL.078-977-7166／受付時間 9：30～17：00／定休日 火・水

シースタイル会員枠 先着5名様 ※当イベントは一般参加者との合同開催となります。定　員

3,800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

【主催】中央市場の料理教室 【募集協力・受付】ヤマハマリンクラブ・シースタイル、「マリンインフォメーション」イオンモール神戸南、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
11月16日（月） 10：30～13：00日　程

初めての方でも失敗のない、
アジの3枚おろし「刺身平造り」
講習後には、自らさばいたアジを昼食として
召し上がっていただきます（ご飯・味噌汁付き）。

内　容

初めての方でも失敗のない「魚のさばき方教室」開催のご案内です。講師は会報
誌コラムでお馴染みの「お魚かたりべ 山嵜先生」。魚種は “さばきの基本” が学べ
る「アジ」で、3枚おろし・刺身平造りに挑戦します。ぜひ奮ってご参加ください ！ 

アジのさばき方をマスターしよう!

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！

さばき方を分かりやすく解説 アジ3枚おろしに奮闘中 盛り付けも伝授

包丁は、五寸（15cm程度）前後の
薄出刃が無難で失敗を減らせるでしょう。

魚をさばく手順として、ウロコ取り、
カブト落とし、内臓出しの下処理を
行います。

ここまでが下処理。

その⑥魚をさばく
むなびれ はらびれ

たすきぎ

上から刺身包丁、大出刃、
薄出刃（5寸）、小出刃

❶

❷ ❸

❶ ❷ ❸ ❹

❺

透明ビニール袋内で作業すれば、
後の清掃が助かります（タイなどの
硬いウロコは数メートルも飛び散り
ます）

内臓を取り、
洗う。血合い
薄皮に切れ込
みを入れる

腹を開ける。前側・内側より刃
先を刺し入れ、腹皮が張った状
態で肛門の穴まで切り開く（内
側から刺し入れることで、内臓
や卵を切ってしまわない）（刃を
腹皮側へ張ることで、切ったラ
インが歪まない）

❻

❼ ❽

歯ブラシで血を
取り除く

ヒレ、尾はキッ
チンバサミで取る
（汚れ・ヌメリが
刃に触れることを
防止するため）

洗い流した後、水気を拭き取る。
以降の工程は水気厳禁です
（水滴が付いた刃で魚を切る
と、身に付着して汚れ・匂い
が付き、鮮度・味が落ちます）

タスキ切りで
ヒレを魚体に
残さないライン
を見つけ、切る

切れない包丁は危
険です。砥石でメ
ンテナンスは必須

これだけあれ
ば、ひと通り
の作業が可
能です

下
処
理

道
具

次回、

さばきま
す

今回は鯵を
さばきます

アジ

❾

道具～
下処理

テコの原理で背骨を断ち切
る（刃は骨に、刃先はマナ板
に。2点が着いていることを確
認し、包丁を手前側に倒す）

申込期間 10月22日（木）～11月5日（木）わかりやすいと大好評!

＜前回の参加者の感想＞
◎包丁の使い方など基本から
　学べるのでよかった。
◎魚雑学までわかりやすく
　楽しかった。
◎『もっと釣りたい!』と
　思いました。

イベントの詳細、お申込みはコチラ申込方法

お知らせ
※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止になる場合がございます。ご了承ください。
さばいたアジのお持ち帰りをご希望の方はクーラーBOX・保冷剤をご持参ください。
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2020

結 果 発 表 ! 第 7回目となる「シースタイル笑顔のフォトコンテスト 2020」。今年も全国の会員様
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。見事 Sea-Style 大賞を受賞された
「わか」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。

好評開催中、同時参加も可能！
２つの釣りコンテストに参加しませんか。

概要
シースタイル

　毎年恒例＆会員様に好評をいただいているシースタイル「フィッシングコンテスト」、そしてFISHBRAIN × 
Sea-Styleのコラボ企画「フィッシュブレインコンテスト」の2つの釣りコンテストが現在も開催中です。実施期
間はいずれも2020年11月30日まで！ 同時参加も可能です。
　まだコンテストに参加されたことがない会員様も大歓迎ですので、お気軽にご参加ください。思い出づくりに
もぜひ♪ 豪華賞品を目指して、仲間や家族とチャレンジしてみよう！
　各コンテストの開催概要を、改めてご紹介します。

第2回 シースタイル・フィッシングクラブ
Powered by BoatCLUB 

DAIWAフィールドテスター小野さんが答えるシースタイル・ボートフィッシング！
　クラブ艇で季節ごとのターゲットを釣るために必要なノウハウを学ぶことのできるイベント「フィッシングクラ
ブ」。WEB講習会という形で、DAIWAフィールドテスターの小野信昭さんと、ゲストのアングラーズアイドル晴山
由梨さんがみなさんの疑問にお答えします！今回のテーマは「タイラバ（ラバージグでのマダイ釣り）」「SLJ
（スーパーライトジギング）」です。 詳細は下記QRコードからウェブサイトをご確認ください。

10/18 日 開催!（15：00～16：30）

第2回 シースタイル・フィッシングクラブ
Powered by BoatCLUB 
【オンライン講習】情報サイト

スウェーデン発 ！  釣り人のためのソーシャルフィッシングアプリ「Fishbrain」コラボ企画です。
シースタイルのクラブ艇をご利用いただいた際の釣果を、ハッシュタグ ＃seastyle をつけて、
アプリで投稿するだけ ！  沢山の会員様のご参加をお待ちしています♪
■期　間　2020年4月3日（金）～2020年11月30日（月）17:00
■対象魚　全魚種
■表彰基準・賞品
　＜いいね賞＞釣果投稿の中で、最も“いいね”が多い投稿をされた方に
　　　　　　 「CASIO スマートウォッチ PRO TREK」を進呈　　　
　＜釣果数賞＞釣果投稿の数の多い上位3名の方に「Fishbrainノベルティ」を進呈
※新型コロナウイルスの影響によりシースタイルのご利用を休止した関係で、Fishbrain Contestの開催を
　2020年11月30日まで延長いたします。

フィッシュブレインコンテスト概要

第1回開催風景

※新型コロナウイルスの影響により、＜春の部＞開催期間のシースタイルのご利用を休止した関係で、
　2020年は春・秋の通し開催（11月30日まで）に変更となりました。

■期　　間 2020年4月1日（水）～2020年11月30日（月）
■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・タチウオ・シイラ
■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。

オンライン講習

詳細はこちら

▶

詳細はこちら

▶

お申込み 10/17　 17:00まで土 ※会報誌がお手元に届くタイミングによっては、お申込みを終了
　している場合がございます。予めご了承ください。

ウェブサイト内専用フォームよりお申込みください。

世界一の登録ユーザー数を誇る
コミュニティベースの釣り情報アプリ

過去の釣果情報を元にAI分析をし
釣れる魚種と時間帯を予測

Point 4

ポイント毎にどんな釣果が
あったか検索できる

Point 3

釣果情報を友達にリアルタイムで
シェアできる

Point 2

「いつ」「どこで」「どんな魚が」
「どんな仕掛けで」釣れたかを
記録できる

Point 1

画像はイメージです

1

2

2019年 春の部1位（一部）

　　　泳いで
釣りして最高の
1日

タイトル
★埼玉県 クリコウ さん

ワクワク船体験！タイトル
★神奈川県 ゆう さん

　　　海水浴は
ボートが最高
タイトル
★大阪府 YUI さん 釣れました！笑タイトル

★神奈川県 みーさん さん

　　　お花見
クルーズ
タイトル
★大阪府 じぃ さん

ジョーズ現る!!タイトル
★神奈川県 湘南ボーイ？ さん

念願のアマダイ初ゲット‼タイトル
★千葉県 しーちゃん さん

初めての大物タイトル
★神奈川県 こはく さん

6月にやっと釣れたタイトル
★東京都 店長 さん

はい、ピースタイトル
★神奈川県 すーさん さん

　　　関空でタコで
ちゅ～！
タイトル
★奈良県  たかぼう さん

関空マリーナ沖で
タコが爆釣！ 
子供の成長を喜んで、
タコの爆釣を喜んで、
しばらく我が家は
タコ料理三昧です。

　　　冬の相模湾に
奇跡が！！
タイトル
★神奈川県  ちゃもり さん

なんとびっくり、
キハダマグロが
釣れちゃいました♪

　　　シースタイル
大好き！
タイトル
★愛知県  Harry さん

いつもお世話になって
いるシースタイルさんに、
感謝の意を込めて
撮影した１枚です。

シップから見る笑顔越しのシップタイトル
★埼玉県  わか さん

羽田空港沖でエスクアロから見上げた笑顔と飛行機。
船もship、飛行機もshipで同じシップに挟まれた最高の笑顔でした。

大賞（1名）
入賞（3名）

特別賞（10名）
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クラブからのお知らせ

「CL7」搭載のクラブ艇が増加中です。多彩な魚群探知機能をはじめ、
ボートフィッシングにおける機能性をさらに高めてくれる「CL7」をご紹介します。ぜひご利用ください。

YFR-24 搭載 CL7

チャープ方式の発信により分解能がアップ、アングラーの強い味方に !

航行中に加え、停泊中の楽しみ方を提供するポンツーンボートの上級モデル。V322RFよりも更に広く
オープンなスペースは、様々な遊びに対応できます。静かな入り江でアンカリングをして特別な時間を過ごしたり、
家族でマリンプレイにチャレンジしたり、思い思いの楽しみ方が見つかるクラブ艇です。

G3ポンツーンボート Elite326C
アメリカで大人気 ！  広々としたスペースが自慢の
上級ポンツーンボートが導入されました。

利用料金:
平日3時間利用 30,600円～

  

《配備マリーナ》
●横浜ベイサイドマリーナ
  （神奈川県横浜市）
   2020年8月配備

G3ポンツーンボート Elite326C ※実際のクラブ艇は、写真と仕様・カラーが異なります。
　予めご了承ください。

   こんなシーンに最適 ！
◎静かな入り江でアンカリング、船上でゆっくり家族や仲間と一緒に特別な時間を
◎仲良し家族でマリンプレイ＆船上ピクニック

2020年クラブ艇 NEWラインナップ

2020年 クラブ艇サポート機能追加

魚探機能

多機能タッチスクリーン
 カラーディスプレイ

　周波数を変化させるチャープ方式は
パターンマッチング処理により重なっ
ている魚群を識別して表示したり、走
行泡などのノイズを除去したりするこ
とで、海底や魚群を鮮明に表示するこ
とを可能にします。

パルス パルス チャープチャープ
※2020年10月現在

GARMIN社製 魚探

全長:8.1m　全幅:2.6m　定員:12名（※現在配備されて
いる「横浜ベイサイドマリーナ」でのご利用時の定員は８名
となります）　搭載エンジン:F200

北海道 ・ 東北
●小樽港マリーナ ●勇払マリーナ
●はこだてマリーナ（マリンプラザ伊藤）
●ヤマザキマリン ●北浜マリンベース
●秋田マリーナ
関東
●銚子マリーナ ●セントラル
●ニューポート江戸川 ●湘南マリーナ
●片倉ボートマリーナ
●湘南ライセンス 江の島会場
●サニーサイドマリーナ ウラガ
●湘南サニーサイドマリーナ
中部
●さざなみマリン
●マリンポート美浜
●ヤマハマリーナ沼津 ●マリーナ河芸
関西
●マリントピア マリーナ
●阪南マリーナーオーシャン
●いずみさの関空マリーナ
●播磨マリーナ ●神戸ハーバーマリーナ
●須磨ヨットハーバー
中国
●ナスボート牛窓マリーナ
●岡山マリン 宮浦マリーナ
●オバタマリーナ
●徳山マリン・グリーンヤマトマリーナ
四国
●小松島マリーナ ●瀬戸マリーナ
九州 ・ 沖縄
●マリノア（西福岡マリーナ）

《CL7またはGARMIN社製 
 魚探搭載 配備マリーナ》

新型コロナウイルス感染症対策について

シースタイル運営に関するガイドラインの詳細は、
右のQRコードからご確認いただけます。ご予約・ご
利用の前に、いま一度ご確認をお願い致します。

『Ｅｌｉｔｅ３２６Ｃ』
取り扱い動画
はコチラ▶

【船長の心得】安全に
ご利用いただくために

はコチラ▶
船長の心得 ～楽しい思い出は安全なご利用から～
船長の心得をマスターし、ゲストの方と存分にマリンライフを楽しみましょう。

❶ 今まで見づらくて見逃していた小さな魚群反応も、くっきり見易くなり釣果UP !
❷ 分かりづらかった海底の凹凸も、より見易くなり釣果UP !
❸ 水深100mを超える深場の魚群も、はっきりと見えるようになり釣果UP !

　ご利用の前には、当日予想される航行区域の海図を眺めておきましょう。
事前に調べておくことで楽しさが倍になることも。準備があるのとないのとでは、
いざというときに差が出ますよ。

ボートに乗る前は必ず計画を立てよう

　突然の濃霧で航路が分からなくなってしまった ！ などのトラブルや、分からない
こと、心配なことがあったらすぐにマリーナへ連絡できるよう、携帯電話をお忘れ
なく。携帯電話は満充電にしておき、防水パックも用意しておくといいでしょう。

マリーナへの連絡手段を確保しよう

　急発進や急減速は転倒や落下の危険があるため、ゲストへの声掛けを忘
れずに。また、釣りの際には他船の曳き波に注意するなど、常に周囲に気を配
りましょう。船長の思いやり操船で、事故を未然に防ぐことができます。

ゲストを大切に

　簡単な発航前の点検で、多くの海難事故は防げます。
また、検査義務違反は行政処分の対象となりますので、
必ず点検してから出航しましょう。

発航前検査は、船長の義務です

　平成30年2月1日以降、小型船舶の船室外では原則、
すべての乗船者にライフジャケットを着用させることが船
長の義務になりました。
（※シースタイルでは、従来のご案内通り船室の内外を
問わず、乗船時は全員ライフジャケットを着用していただ
きます。）

ライフジャケットの着用を徹底しよう

CHECK
OK!

♥

「シースタイル」及び「シースタイルジェット」クラブ艇の保険補償内容をご案内します。
今一度、補償内容をご確認いただきますよう、宜しくお願いいたします。

マリンジェット
保険金額 ： クラブ艇の時価額
免責金額 ： 1事故 10万円

填補限度額 ： 対人 ・ 対物 1事故 1億円
免責金額 ： なし

保険金額 ： 死亡 ・ 後遺障害保険金 1事故1名 1,000万円
                 入 ・ 通院日額 5,000円

保険金額 ： 100万円

保険金額 ： クラブ艇の時価額
免責金額 ： 1事故 5万円

填補限度額 ： 対人 ・ 対物 1事故 1億円
免責金額 ： 1事故 5万円

保険金額 ： 死亡 ・ 後遺障害保険金 1事故1名 1,000万円
                 入 ・ 通院日額 5,000円

保険金額 ： 50万円

ボート

シースタイル保険内容のご案内 保 険

船 体 保 険

賠 償 責 任 保 険

搭 乗 者 傷 害 保 険

捜索救助費用保険

　新型コロナウイルス感染症拡大防止にともなう対応について、休止時のご理
解、また再開時のガイドライン実施へのご協力、誠にありがとうございます。会員
の皆様が安心・安全にシースタイルをご利用いただけるよう、感染症対策に取り
組んでまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願い致します。
 感染状況に応じた政府・自治体の方針を鑑み、利用条件の変更を行う場合が
あります。

安心・安全にご利用いただくための
基本的な考え方
●下記3点を基本とした対策を実施します。

 会員様、マリーナにご来場され
るお客様、マリーナスタッフを含
むシースタイル運営に関わる全
ての人の健康維持に努めます。

❶
ソーシャルディスタンスと十分に
換気された環境を確保します。

❸

衛生的なマリーナ施設やクラブ
艇を提供できるよう継続的に清
掃・消毒を行います。

❷

パルス方式とチャープ方式
の画面比較
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クラブからのお知らせクラブからのお知らせ

LINE友だち登録キャンペーン
実施中 !

キャンセル料金改定のお知らせ

ホームマリーナ紹介ページ「会員の声（オススメエピソード）」の
投稿をお待ちしています。

シースタイルご紹介制度
今なら、通常特典に加えて「Sea-Styleオリジナルイヤフォン」をプレゼント中です♪

2021年1月より、「ポイント制度」がスタートします。

　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に、シースタイ
ルをご利用いただいた方からの口コミ情報として「会員の声」を掲載し
ています。シースタイルをご利用いただいた後にお送りする「利用後ア
ンケート」に「おすすめポイント」「楽しかった感想・エピソード」の項目
がありますので、ぜひ皆様の声をお寄せください。事務局で確認後、
「会員の声」ページで一部ご紹介をしています。マリーナがコメントを返
信させていただく場合もあります。
　まだ訪れたことのないマリーナの利用を検討される際には、「会員の
声」を一度ご覧になってみてください。また、いつもご利用いただいてい
るホームマリーナの「会員の声」から、新たな魅力を発見できるかもしれ
ません。ぜひご活用ください。

　2020年7月23日より、Sea-StyleのLINE公式アカウントがスタートし
ました ! シースタイルの「お得なイベントやキャンペーン情報」をはじめ、
ご利用予約ができる「会員ログイン」の入り口もあって便利です。
　今なら友だち登録をしていただいた方全員に、WEB会議アプリ等で
使用可能な「Sea-Styleオリジナルバーチャル背景画像」をプレゼント
中です（期限：2020年12月末まで）。この機会にぜひ、Sea-Style 
LINE公式アカウントの友だち登録をお願い致します。

〈現在のキャンセル料金〉（※SeaｰStyle/SeaｰStyle JET 通常利用時）
ご利用の3日前（午後5:00）以降のキャンセルにつきましては、
キャンセル料金5,500円（税込）がかかります。

キャンセル料金につきましては、Sea-
Styleの発足当時から現在の金額を
継承してまいりましたが、クラブ艇種
の拡充に伴い、レンタル料金も多岐
にわたることから、改定をさせていた
だきます。

1
1

2
33 455

7 778

8

9 99
　2021年1月より、シースタイルをご利用いただいた際の「クラブ艇ご利用料金」が「ポイント」と
して貯まる、ポイント制度が始まります。2022年の会員ステージは2021年の獲得ポイントで決定さ
れ、また、2021年11月からポイント分を「クラブ艇ご利用料金」の割引として使用可能となる予定
です。詳細につきましては、次号の会報誌（2021年3月発行予定）でお知らせいたします。

　シースタイル「現会員様」が「新会員様」をご紹介いただくと、紹介者様、入会者様のいずれも
特典（シースタイル利用割引券）がゲットできる「シースタイルご紹介制度」。現在開催中の期間
限定キャンペーンでは、特典に加えて「Sea-Styleオリジナルイヤフォン」を特別にプレゼントして
います。この機会にぜひご紹介いただいて、マリンライフを楽しむ仲間の輪を広げませんか。

キャンセルを
したいのですが…

2021年４月1日
ご利用分より

改定予定時期

※詳細は次号の会報誌
（2021年3月発行予定）で
お知らせする予定です。

〈改定予定のキャンセル料金について〉

はい。ご予約の
お日にちはいつ
ですか？

お友達を紹介した会員様も、新規入会の方も、どちらも特典をゲット!!
◉ 紹介者特典
シースタイル入会者紹介で

シースタイルジェット入会者紹介で 3,000円分
5,000円分

の利用割引券※をプレゼント ！！

◉ 入会者特典
シースタイルへの入会で

シースタイルジェットへの入会で 5,000円分
10,000円分

の利用割引券※をプレゼント ！！

シースタイル
ご紹介制度の
詳細はコチラ▼

通常
特典

限定
特典

2020年12月末日までの期間限定キャンペーン
実施中 ！ 通常特典に加えて、Sea-Style
オリジナルイヤフォンを先着200名様
（紹介者様 ・ 入会者様）にプレゼント♪

先着200名様

※シースタイル利用割引券の有効期限は発行後1年間となります（2021年1月より「ポイント制度」が導入されるため、2022年から「ご利用料金割引券」の運用が終了します。最新情報は下記QRコードからご確認ください）。

♪
♪
♬
♩

♩

キャンセル料金が発生しますので、会員様の
ご都合によるキャンセルは、
ご利用の3日前（午後5:00）までにマリーナまで
ご連絡をいただきますよう、改めてお願いいたします。

編集後記

※Sea-Styleオリジナルイヤフォンがなくなり次第終了となります。
※シースタイルご紹介制度には期限はありません。
※ご紹介いただいた入会者様の人数に関わらず、紹介者様への
　イヤフォンプレゼントは1個とさせていただきます。

「ご利用料金割引券」同封のお知らせ

◆ポイント制度の導入により、2022年から「ご利用料金割引券」の運用が終了します。

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

冬季限定発行

　今回の特集記事は、今春リニューアルオー
プンした「三井アウトレットパーク 横浜ベイサイ
ド」に隣接する横浜ベイサイドマリーナです。マ
リーナのレンタル受付場所やレンタル艇の保
管場所もより快適に、より便利になりました。ぜ
ひご利用ください ！ （ M ）

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※お手持ちの「ご利用料金割引券」は、2021年12月末日までの間の、記載された期日までご利用いただけます。

●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。

最 終

　同封のアンケートにご回答いただき、2020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

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▶

イイネ！
このマリーナ、
行ってみたいな。

有効期間： 2021年10月31日まで

2221
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