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    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』 882円（本体802円＋税10％）
『Kazi』 1,080円（本体982円＋税10％）　
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

※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。

刊行中！2020年
1月号から
発売中

 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

船遊びの情報サイト



● 2021年 クラブ艇NEWラインナップ
● ポイント制度の詳細について、ホームマリーナ情報、他

クラブからのお知らせ18

C O N T E N T S

G3で行く無人島ツアーや春のノッコミ真鯛釣りなど、魅力的なプランが多数登場します。

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

16 連載

その⑦ 失敗しないさばき方
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

　静岡県浜松市の西部に位置する浜名湖は、総面積70km2、周囲128km、4つの枝湾（細江湖・
猪鼻湖・松見ヶ浦・庄内湖）を持つ、淡水と海水が混ざった汽水湖です。古くから鰻、海苔、スッポン
等の養殖が盛んで、800種にも及ぶ多種多様な生物が生息し、四季折々の水辺の景色と共に豊
かな自然を育んできました。温泉が点在し、歴史ある寺院やレジャー施設も多く、ボートやヨットなどの
マリンスポーツも盛んに行われています。
　湖と海がつながり、多様な恵みに出会える浜名湖。波のない穏やかな水域でボートを走らせる醍
醐味を、ぜひシースタイルで体感してください。

浜名湖  静岡県

2021.3 32

人気スポット弁天島。季節や時間によって鳥居の存在感が変化する、人気のクルージングスポット

7

全国のマリーナのキラリと光る自慢や魅力をご紹介。今号はシースタイルJETのマリーナもPICK UP !
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家族・友人を誘おう第2回

連載 安全で快適なマリンライフを14

必ず実践すべき、大切な人を同乗させる際の心得を確認していきます。

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13回 オニカサゴ

17 2021年 クラブイベントについて

❷

❶浜名湖には印象的なデザインの橋が多い。写真はサンマリンブリッジ ❷ハイシーズン
にはシースタイルジェットがオススメ。軽快なツーリングが楽しめる❸餌だけではなく、ル
アーでも釣果がある浜名湖の釣り ❹アフターボーティングにはバーベキューも楽しめます

❶ ❷

❸ ❹

湖水特有のフラットな水面でボートの走りを堪能しながら、
浜名湖の人気スポットを巡りました。

巻頭特集2

静岡県の西部に位置する浜名湖。室町時代に起きた明応地震によって太平洋と
繋がり、汽水湖となったこの湖は、トーイングやボートフィッシング、セーリングなど
さまざまなマリンスポーツの愛好者が集うゲレンデとして賑わいを見せ、
最近では関東などの遠方からもシースタイルの利用が増えているという。
その魅力を探りにボートを走らせた。

週末・湖上の時間
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遠州灘

浜名バイパス
新居弁天I.C.

今切口
浜名大橋

浜名湖大橋

弁天島観光シンボルタワー（鳥居）

いかり瀬
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舘山寺
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内浦
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村櫛町

2 km

N

1 ヤマハマリーナ浜名湖

ベルマリン2

5 ハーバージョナサン

4 富士マリーナ

3 東急マリーナ浜名湖
東都筑駅

東名高速道路

浜松西I.C.

週末・湖上の時間

9

ボートフィッシングサービス「フィッシングチャーター」の特徴と実施概要をご案内します。
「フィッシングチャーター」2021年、始動。

13
大切な命を守る「ライフジャケット」について知識を深めます。
知っておこう！ライフジャケットの着用義務化とメンテナンス。



❸

　フラットな水面でボートを走らせることの楽しさ。浜名湖ではこのこと

に改めて気づかされる。海のゲレンデでは波やうねりの影響が大きく、

ボートの素性がわかる操船のフィーリングというのは慣れないと分からな

いのだが、湖水特有のフラットな水面は、初心者でも操船の違いが分

かるほどフィーリングが伝わりやすい。強風にならない限りは凪のコンディ

ションでの操船になるので、ステアリングを握ってスロットルレバーを倒す

と、ボートを走らせる楽しさというものを存分に味わうことができる。

　クルージングでは、そうしたボート本来の走りを体感しながらクルージ

ングスポットに向かうことになるので、操船は至極楽しい時間になる。ま

た浜名湖の航路もわかりやすいので、事前にマリーナでのレクチャーを

受けていれば間違うことはほとんどない。気をつけなければいけないの

は、浅瀬が多いこと。特に湖の南側や村櫛から東側は、潮汐によって

は1メールにも満たない場所がある。こうした情報もマリーナのレクチャー

で事前に確認しておきたいところだ。

　続いて紹介するのが、浜名湖の中でもそのロケーションの良さから

人気を博している弁天島。夏のハイシーズンともなれば、涼を求める

磯遊びの家族連れが大挙して押し寄せる場所としても知られている。

目的地に弁天島を選ぶ場合には、天候と水深次第になることが多いの

で、予約時には必ず潮汐等を確認した方が無難だ。

　目当てとなる鳥居は「弁天島観光シンボルタワー」というのが正式

名称。商工会議所が観光の目玉にと昭和 4 8 年に建造し、以来、約

半世紀の間、文字通り弁天島の観光シンボルとして親しまれている。

神社由来の鳥居ではないが、冬には鳥居に落ちる夕日を狙いに全国

からカメラマンが集まるそうだ。また JR の鉄橋もクルージングには欠か

せない場所。東海道線と新幹線が隣接する浜名湖の鉄橋は間近から

見上げられるので迫力満点。鉄道ファンでなくてもつい写真を撮りたく

なってしまう。

　東京と大阪を結ぶ東海道の中間地点に位置する浜名湖は、海水と

淡水が混ざり合う汽水湖。海と同じく干満があり、湖内ではアジやシー

バス（スズキ）やキビレ（キチヌ）等、海水の魚が釣れる一方で、外

海に比べるとコンディションのいい日が多く、トーイングプレイやマリンジェッ

トでの利用も人気を博し、まさにボーティングパラダイスというロケーション。

　シースタイルのホームマリーナも充実しており、内浦にある富士マリー

ナ、細江湖にあるハーバージョナサン、猪鼻湖にある東急マリーナ浜

名湖、そして松見ヶ浦にはベルマリンとヤマハマリーナ浜名湖がある。

そう、ここでは地名を挙げたが、浜名湖はその複雑な地形から水域

の半分が枝湾で構成されている。地図を見ていただければ一目瞭然

で、入り組んだ湖岸の総延長は12 8キロ、汽水湖では国内最長で、

面積においては国内で十位。ちょうど山手線の内側が丸々入ってしま

う大きさだ。元々は淡水湖だったが、おおよそ五百年前の明応地震に

よる津波によって現在の今切口付近一帯が決壊して汽水湖を形成し、

現在では日本で最も多様な生物が生息する湖として知られている。車

では長時間になる浜名湖めぐりも、ボートに乗れば 3 時間のプランでも

十分に満喫できる。また東海道に接している場所柄、周辺には史跡

等も多く、観光で訪れても十分に楽しめるので、シースタイル＋アルファ

の時間が過ごせるのも魅力的な要素である。

　今回ホームポートで利用したのはヤマハマリーナ浜名湖。昨年、クラ

ブハウスの大改装を終えて新しくなった施設にはシースタイル専用ルー

ムなどがあり、会員にとっても利用しやすくなった。このヤマハマリーナ

浜名湖は湖内のホームマリーナの中でも最も西側に位置し、接してい

る松見ヶ浦を抜けて、湖内唯一の島である〈つぶて島〉を左舷に見な

がら進めば、舘山寺温泉にたどり着くというロケーションである。

　舘山寺は浜名湖随一の縁結びのパワースポットとして近年注目を集

めている場所。その創建は810年と古く、真言宗の開祖である空海が

この地で修行を行い、その際に開創したと伝えられている。1870年の

神仏分離令で一旦は廃寺となったものの、1890年に秋葉寺の出張所

を持ってくる名目で再興し現在に至り、浜名湖では弁天島と並ぶシンボ

ル的な存在となっている。湖上からその全景を眺めて、千二百年前の

空海の修行に思いを馳せるのもクルージングならではの楽しみ方。ちな

みに舘山寺を眺める内浦の奥には富士マリーナがあり、こちらを利用

すれば舘山寺まではわずか五分ほどの距離。利用当日の予定に合わ

せて、ホームマリーナの選択ができると言う点では、東京や大阪といっ

た遠方からも利用しやすい環境にあるといえるだろう。

　舘山寺温泉の次のクルージングスポットと言えば弁天島とJRの鉄橋

だろうか。いずれも湖の南側にあるので、どのホームマリーナから出航

しても浜名湖の中央航路を南下するルートがわかりやすい。

❶左奥が舘山寺。浜名湖随一のパワースポットとして賑わいを見せるが、湖上はゆったりとした時間が流れている 
❷浜名湖の真ん中で釣りに挑戦。この日はアジが入れ食い ！ ❸浜名大橋の向こう側は遠州灘（太平洋）というロケーション

右／浜名湖クルージ
ングでは「あれ、何 ！ 」
というリアクションがつ
いつい多くなる　
下／新幹線と在来線
の両方に挟まれる水
上。流れが早いので
操船は少し大変だ

❸❷

❹

❶

猪鼻湖の由来とし
て知られているの
が、ボートの背景に
ある獅子岩で、見る
角度によっては猪
の鼻に見えるそう

別世界の湖上時間

つぶて島

猪鼻湖 寸座駅
浜名湖
佐久米駅

天竜浜名湖鉄道 細江湖

浜名湖SA
東名高速道路

浜松市動物園
はままつフラワーパーク　浜名湖パルパル

舘山寺　
　　

猪鼻湖神社
かんざんじロープウェイ

内浦

1km

N

ハーバージョナサン

富士マリーナ
東急マリーナ浜名湖

いかり瀬

弁天島

弁天島駅

浜名大橋浜名バイパス

弁天島観光シンボルタワー
（鳥居）

今切口遠州灘

国道
301号線

東海道新幹線

東海道本線

500m

N

週末・湖上の時間



週末・湖上の時間

❻

　また湖の南側はボートフィッシングも盛んなエリア。一日で探るには少し

難易度が高いが、もし利用の目的がボートフィッシングであれば、事前に

さまざまな情報を入手して魚種と場所を想定しておいたほうがいい。釣

りの場所が決まっているなら、湖ならではの快適な環境で釣りに没頭す

ることができる。風の無い晴れた日であれば「音は自分の釣り道具だけ」

というような別世界を体験することもできる。

　さらにボート遊びでは、ウェイクボードやウェイクサーフィンといったトー

イング系のメニューも充実している。湖の北側は遊走区域となっている

ので、その日の風のコンディションに合わせて、いいゲレンデでのトーイン

グが楽しめる。各マリーナはスクールと提携しているので、初心者でも

形だけなら1日でマスターすることも不可能ではない。もちろんクラブ艇

を利用して、バナナボートやトーイングトイといったトーイングプレイは家族

や仲間の笑顔が増える楽しい時間になるはずだ。

　また特殊小型船舶免許を持っていれば、シースタイルジェットで浜名

湖をツーリングするのもお勧めしたい。シースタイルジェットのホームマリー

ナである、ベルマリン、富士マリーナ共に施設が整っているので、マリー

ナでのバーベキューを楽しみながら、家族や友人とタンデムを楽しんで

みたり、ボートとジェットの両方を利用して、クルージング＆ツーリングに出

掛けたりといろいろな遊び方ができる。真夏のハイシーズンなどはこちら

の方が喜ぶゲストが多いかもしれない。

　ここまで急ぎ足で浜名湖のゲレンデを紹介してきたが、この湖の遊び

方はあなた次第と言えるほど充実している。週末や休日の時間を確保

できてしまえば、あとは天気のみ。【週末は湖上の時間】という遊び方

を自分流にアレンジしてみてはいかがだろうか。

❺

遊びが選べる湖の魅力
東名高速の橋脚を背景にマリンジェットでツーリング。いつもとは違う風景にココロも踊る！？

ヤマハマリーナ浜名湖1 ベルマリン2

東急マリーナ浜名湖
☎ 053-526-1515

　東急浜名湖リゾートタウン内にあるホームマリー
ナ。テニスやパターゴルフ、夏にはプールなど、リ
ゾートライフを満喫できるアクティビティメニューが
用意されています。またアメリカンダイニングBBQ
などもあり、こちらは予約での利用が可能です。

　昨年大規模リニューアルで新しくなったヤマハマリーナ浜名湖。クラブハウス
にはシースタイル専用ルームや展望デッキなど、アフターボーティングでもゆっく
りと寛げるスペースが整っています。

住所 ： 静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎372
営業時間 ：  9:00～17:00
定  休  日  ： 無休
             

住所 ： 静岡県湖西市入出字長者1380
営業時間 ：  11～2月 9:00～17:00  3～6月・10月 9:00～17:30
 7～9月 9:00～18:00
定  休  日  ： 月・火曜日
             

上／東急リゾートタウン
浜名湖内のセンターハ
ウスが、シースタイルの
受付カウンター  
左／シースタイルは髙
橋さん（左）・片桐さん
(右)が担当しています

広い湖だが、釣れそうな場所には
ボートが集まっていることが多い。と
は言うものの、そこが釣れるとは限
らないので、目安程度にして根気よ
く当たりを探って行くことが大切

初めてのマリンジェットにオ
ススメなのが浜名湖。天気
が良ければ水面がフラット
で、疲れることなく気持ちの
いいツーリングが楽しめる。
今回はベルマリンさんに協
力していただき、ツーリング
スポットを教えていただいた

富士マリーナ
☎ 053-487-0884

　舘山寺にも近い内浦に接する富士マリーナで
は、フィッシング、トーイング、シースタイルジェットと
さまざまなマリンプレイが可能です。アットホームな
スタッフが揃っていますので、利用内容が決まって
いるようでしたら事前の相談をお勧めします。

住所 ： 静岡県浜松市西区呉松町1229
営業時間 ：  8:00～17:00
定  休  日  ： 火曜日
             

上／舘山寺にも近い
ホームマリーナ。シース
タイルジェットの利用も
可能 左／シースタイル
のお問い合わせは藤野
さんまで

左／クラブハウスを一新。
屋上の展望デッキはシー
スタイル会員の利用も可
能　下左／クラブハウス
内にはシースタイル専用
ルームもあり、ゆっくりくつ
ろげる 下右／シースタイ
ルは担当の山本さん・田
中さんまで

ハーバージョナサン
☎ 053-522-4666

☎ 053-578-1114 ☎ 053-578-3210

　浜名湖を横断する東名高速道路の北側、細
江湖に面したホームマリーナがハーバージョナ
サンです。穏やかな水面ののんびりとした雰囲
気は、一度利用するとリピーターになる方が多
いそうです。

住所 ： 静岡県浜松市北区細江町気賀11152
営業時間 ： 9:00～18:00
定  休  日  ： 月曜日

上／最も湾奥の細江湖
に接している。穏やかな
時間と水面がジョナサン
の魅力 左／シースタイ
ルは弥久保健太さんが
担当。浜名湖の北側の
魅力をお伝えします

　　

　ボートからマリンジェットまで、浜名湖を思う存分遊べるホームマリーナです。
今回シースタイルジェットのインストラクターとしてサポートいただいた鈴木基晃さ
んは、フライボードの第一人者。さまざまなマリンプレイに精通していますので、ぜ
ひアドバイスを。

住所 ： 静岡県湖西市利木482
営業時間 ：  8:00～17:00
定  休  日  ： 火曜日

左、下左／ヤマハマリー
ナ浜名湖と同じ松見ヶ浦
にあるベルマリンでは、
ボートからマリンジェットま
での利用が可能
下右／シースタイルにつ
いては担当の鈴木基晃さ
んまで

　　

今回お世話になったマリーナ

浜名湖エリア・マリーナ紹介
543

浜名湖遊走区域

制限水域杭

遊走区域

期間限定遊走区域
（7月～9月の土日のみ遊走可）

猪鼻湖

浜名湖

細江湖N



❽

号からスタートした「マリーナ自慢‒‒新しい海に会いに行こう‒‒」。
会員様の「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、今号も様々なマリーナの自慢や魅力をお伝え
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こう ！

前

by Sea-Style

※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
❶ マリンメカニック
❸ KMC横浜マリーナ
❹ 葉山マリーナ
❺ シーボニアマリーナ
❻ WEST COVE鳥羽マリーナ
❼ 阪南マリーナーオーシャン
❽ マリーナ フェアウインド 
❷ マリンショップ宝島

関東エリア
関東エリア
関東エリア
中部エリア
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

クルージングや釣りの後は、オシャレなクラブハウス
レストランでお食事を♪
地産地消の創作料理を気軽に楽しめる「シーボニアクラブハウ
スレストラン」。普段使いから特別な日まで、海の絶景と旬の美食
でおもてなしいたします。また、大人気メニューの「シーボニアライ
ス」がリニューアルしましたので、こちらもご賞味あれ。富士山や江
の島、美しいサンセットを眺めながら美味しい料理を堪能できるリ
ビエラシーボニアマリーナへ、ぜひお越しください。

3つのポイント
①釣り・クルージングに
　最高なロケーション
②人気の「シーボニア
　ライス」リニューアル
③リゾート気分を味わえ
　る素敵な空間

的矢湾を中心に四季折々の高級魚が狙える♪
皆様の釣果に期待してアウトドアキッチンを完備
的矢湾は、湾内から湾沖に無数のポイントが点在し、小型から大
型の回遊魚まで毎年様々な魚が釣れます。ポイント・魚種が豊富
なので、何度お越しいただいても飽きさせません！さらに、常にお
客様に釣果情報も発信、お伝えもしています。帰港後に大型魚も
捌ける捌き台もご用意をして、皆様をお待ちしております。魚を処
理して持ち帰り、美味しくお召し上がりください。

①大型アウトドアキッチ
　ン完備 ！
②自然に囲まれた隠れ
　家的マリーナ
③フィッシングポイントが
　近い ！

3つのポイント

免許取りたてでも安心 ！ 魅力的なスポットを巡る
ガイド付き横浜ベイエリアクルーズ
「みなとみらい」や「京浜運河」など、魅力的な横浜ベイエリアの
名所をインストラクター兼ガイド付き(オプション)で巡ることができま
す。最近免許を取得したばかり！という会員様や、1人では操船
が不安…という会員様も、まずはインストラクター付きで出港して
みてはいかが。安心して経験を積むことができます。普段では気づ
かなかった名所も発見できるかも ！

3つのポイント

①みなとみらいに近い ！
②ボートでもマリンジェ
    ットでもOK♪
③都心からのアクセス◎

釣りガール晴山由梨さんプロデュースの
高馬力フィッシングボートで相模湾を遊び尽くそう ！
葉山マリーナでは「釣りガール 晴山由梨さん」と「Sea-Style」が
コラボしたニュークラブ艇をご用意しました。快晴をイメージしたと
いうボディのデザインは綺麗なオレンジ色で、海上でも映えること
間違いナシ！艇種は釣り船として人気のF.A.S.T.23に115馬力
のエンジンを搭載した高馬力艇。日本に1つしかないサン・リリー号
に乗って、爆釣＆サイズアップ ！ を狙いませんか。

①バケツ・タモ・シーアン
　カー等が無料
②全国初となるF.A.S.T.
　23の高馬力艇 ！
③晴山由梨さん 爆釣
　祈願付き

3つのポイント

大阪湾でウェイクボードができるマリーナ ！
海遊びの後はマリーナ内の施設でBBQに舌鼓♪
大阪府岸和田市、阪神高速4号湾岸線岸和田南I.C.より1分、と
アクセスが良く、ロケーションが抜群。友ヶ島、対岸にある淡路島、
明石海峡からなる大阪湾のほぼ真ん中に位置し、多彩なフィッシ
ング・クルージングを楽しめます！また、大阪湾では貴重なウェイク
ボードができるマリーナでもあります。存分に海遊びを楽しんだ後
は、ぜひマリーナにある施設でBBQをご堪能ください。

3つのポイント
①ウェイクボード対応マリ
　ーナ
②バーベキュー施設完備♪
③大阪中心部からもアク
　セス抜群 ！

素晴らしい景色と美味しい料理。
シースタイルと一緒にご利用を♪
2020年10月、マリーナ併設のクラブハウス（ドック・オブ・ザ・ベイ）
2階に「＃モーモーキッチン」がオープンしました !「穏やかな瀬戸
内の海」×「尾道の街並み」という最高のロケーションでお食事を
楽しめるカフェレストランです。看板メニュー「尾道ハンバーグ」が
入る「大人のお子様ランチ」は絶品♪シースタイルの前後にぜひ
ご利用ください。

①尾道市内が近い自慢
　のロケーション
②居心地がいい素敵な
　カフェ♪
③クラブハウス完備 ！

3つのポイント

初心者
大歓迎 ！ インストラクター付きオプションあり♪ イチオシの

クラブ艇 ！
晴山由梨さん×Sea-Style
コラボ艇、始動♪

お勧め
グルメ ！ 海の絶景と旬の美食でおもてなし 釣り人に

嬉しい ！ まさにフィッシングリゾート ！

お勧め
グルメ ！ 素敵なカフェがオープン ！イチオシ

プラン ！ ウェイクボード＆BBQが楽しめる ！

コラボ艇「サン・リリー号」

シーボニアライス

大人のお子様ランチ

鳥羽マリーナ全景

阪南マリーナーオーシャン 

晴山さん爆釣祈願
付き ！

大型アウト
ドアキッチン

BBQ施設

店舗から
望める風景

シーボニアマリーナ  ☎ 046-882-4315
神奈川県三浦市三崎町小綱代1286

WEST COVE 鳥羽マリーナ  ☎ 0599-33-6193
三重県鳥羽市千賀町釜ヶ谷58番地❺ ❻

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

マリーナ フェアウインド  ☎ 0848-44-0007
広島県尾道市向島町16058-191❼ ❽

葉山マリーナ  ☎ 046-875-0002
神奈川県三浦郡葉山町堀内50-2

KMC横浜マリーナ ☎ 045-504-1094
神奈川県横浜市鶴見区大黒町2-19❸ ❹

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

阪南マリーナーオーシャン 

❷ マリンショップ宝島  ☎ 0980-84-5024
沖縄県石垣市野底891-3

恵まれた
環境 ！ リゾート地、石垣島でマリンジェットここが

自慢です

今号は、注目の「シースタイルJET マリーナ自慢」も
2店舗 PICK UP ‼

サンゴ礁＆熱帯魚（クマノミ）

石垣島の透き通った海

▼詳細はコチラ
滋賀県水上安全協会ホームページ
https://www.shiga-wsa.jp/index.html

目の前はマリンブルー。
透き通る海で思いっきり遊びつくそう ！
石垣島にある日本最南端のホームマリーナ「マリンショップ宝島」
の目の前には、まさに南国らしい透き通った海がどこまでも続いて
います。出港わずか5分ほどでサンゴ礁や熱帯魚をシュノーケリン
グで見られる、最高のゲレンデです。そんな格別な大自然の中、マ
リンジェットで爽快にライディングしてみませんか。非日常の空間で
過ごす体験は、きっと特別な想い出になるはず♪

琵琶湖でマリンジェットを利用するためには「琵琶
湖水上オートバイ安全講習」の受講が必要です。
ぜひ安全講習を受講し、琵琶湖でマリンジェットレ
ンタルをご利用ください。

マリンジェットをレンタルする際は、マリンジェットライディングスクールの受講が必
要となりますが、この度、キャンセルポリシーを新設しましたのでご案内いたします。
2021年2月1日のご利用分から適用となりました。

3つのポイント
①最南端、石垣島にあ
　るホームマリーナ
②自然豊かなマリンフィ
　ールド
③シュノーケリングもお
　勧め ！

❼

琵琶湖でマリンジェットをご利用予定の方へライディングスクールのキャンセルについて〈キャンセルポリシー新設のお知らせ〉 !!

観光船では観られない景色にも出会える！
上陸できる島もアリ♪ 魅力MAX松島湾へぜひ。
マリンメカニックの魅力、それは日本を象徴する景勝地「日本三景 
松島」をマリンフィールドに、260余りもの島々の間を抜けながらマ
リンジェットを楽しめることです。講習を担当する気さくなスタッフが
航路や遊び方を丁寧＆重点的に指南しています。コース多数、
ペット同乗可、レンタル利用後の洗艇ナシ！と、利用者に嬉しい
サービスが充実。ぜひお気軽にご利用ください♪

❶ マリンメカニック  ☎ 022-363-9535
宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山5丁目4-23

3つのポイント
①マリンジェット初心者
　の方も大歓迎 ！
②日本三景 松島がツー
　リングスポット
③利用者に嬉しいサー
　ビスが充実♪

絶好の
ロケーション！ 「日本三景 松島」を存分に楽しもう ！ここが

自慢です

松島を爽快にライディング ！

スポーツボート×マリンジェットは
抜群の相性 日本三景 松島
スポーツボート×マリンジェットは
抜群の相性 マリンメカニック全景

松島を爽快にライディング ！

▼ 詳細はコチラキャンセル方法 キャンセル料金
スクールを受講するマリーナへお電
話ください。

ご利用日の3日前（17時）以降の
キャンセルについては、キャンセル料
金5,500円（税込）を申し受けます。

※期日が定休日と重なる場合は、期日の前日17時まで、となります。

サンゴ礁＆熱帯魚（クマノミ）

日本三景 松島

営業時間：モーニング7時～、
ランチ11時30分～、カフェ15時～

＃モーモー
キッチン

・期間：3月1日～6月30日迄
・ご予約の際「会報誌を見た」
 とお伝えください♪

初回安全レクチャー無料
（通常2,200円）キャンペーン ！

釣りガール
晴山由梨さん

※ウェイクボードの貸出は
   行っておりません。



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）

フィッシングチャーターに
関するお問い合わせは

新型コロナ感染症
対策には、細心の
注意を払って
取り組んでいます。

LINEの友だち登録でいち早く情報をGET！

Sea-Style LINE公式アカウントLINEの友だち登録を行っていただいた方には、いち
早くフィッシングチャーターイベントの情報をお届け！
登録いただいた方には、オンラインミーティングなどの
背景として利用できる壁紙をプレゼント♪ぜひこの
機会にご登録ください。

会員様はもちろん、一般の方も参加
いただけるイベント情報などをお届
けしています。

実施概要

フィッシングチャーターの特徴

開催時期
2021年より、順次開催予定

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催時期、開催場所が変更になる場合があります。

開催予定エリア
福島・千葉・神奈川・静岡・大阪・広島 順次、拡大予定

1自分のペースで楽しめる いつでも綺麗なボートで
快適な釣行

チャーターボートだから、初心者でも
周りの目を気にしなくて大丈夫。仲
間・家族だけの貸し切り、そして自分
たちのペースで、存分に釣りを楽し
めます。

ボートは全てメンテナンスの行き届
いたヤマハの新モデル。いつでも安
心・快適にご利用いただけます。

5 2021年より開催予定

2021年より、順次各地のマリーナ
で開催予定です。充実した設備、レ
ストラン併設など、魅力的なマリー
ナが多数参加しています。

3 釣りに精通したスタッフが同乗
初心者はもちろん、中上級者も対応

スタッフがタックル（釣り道具）の使い方、魚の狙い方
など、陸上で釣り方の基本をしっかりとレクチャーして
から、釣行を開始します。中上級者の方は、ご要望に
合わせたスタイルで釣りができます。

釣りに精通したスタッフがエスコートする
ボートフィッシングサービス「フィッシングチャーター」

 2021年、始動。

2

乗船者の制限
ソーシャル
ディスタンス

消毒の徹底検温実施マスク着用

こまめな
手洗い

開催が決定次第
ホームページにて
お知らせいたします。

4 釣り道具の
レンタルが可能

ロッドやライフジャケットなど、
釣り道具のレンタルが可能
です。当日は手ぶらで、気軽
にご参加いただけます。

詳細はコチラ

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

※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。 

いよいよ海遊びを存分に楽しめる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。北海道・苫小牧沖でのボートロック、日本の真ん
中で湖上クルージング＆BBQ、魅力的なスポットが豊富な長崎・大村湾のミニクルーズなど、初登
場のプランが目白押しです。ぜひお気軽にご利用ください。

苫小牧の豊かな海には、釣り
のポイントが沢山あります！根
魚（ソイ、アブラコなど）狙いの
ボートロックは通年可能で、春
～夏にかけてはマガレイ・宗八
カレイ、夏～秋にかけてはイカ・
サバ、冬はサクラマス・タラなど
が釣れます。胆振海域のサク
ラマス釣りはライセンス制です
が、当マリーナではレンタル
ボート用のライセンスを取得し
ていますのでご安心ください。

色濃い魚影を
追いかけよう！

通年日程

北海道苫小牧市勇払376番地勇払マリーナ ☎0144-56-4771

1
釣果に期待！苫小牧沖で
のびのびフィッシング

酒田湊・北前船の歴史や文化に触れてみません
か？同行するスタッフが酒田の歴史を簡単にご説
明しながら、操船のアドバイスもさせていただきま

す。免許を取ったばかりという方や久しぶりに操船をするという方は、心配ごとが沢山ある
かと思います。同行スタッフに着岸のアドバイスを受けると、次回からは気軽にレンタルで
きますよ♪晴れた日に沖から見える鳥海山は絶景です。日本海へ是非お越しください！

日本海酒田沖で鳥海山を眺めながら
クルージングを楽しみませんか

6～9月日程

山形県酒田市豊里字上割10-6ボートショップ酒田 ☎0234-34-3636

2
酒田湊を気ままにクルージング！

三河湾に「G3ポンツーンボート」が初
めて配備されました！広 と々した船内
に今話題のSUPを積み込み、夏の一
時のみオープンされる無人島「三河
大島」へのツアーを楽しんでみません
か？お客様の安全を考慮し、スタッフ
が同乗をして安全確認のお手伝いを
しますので、安心してお楽しみいただ
けます。

夏の三河湾を開放感
あふれるG3で満喫しよう！

7・8月日程

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

4
G3で行く無人島SUP&BBQツアー

スピニングタックル・ベイトタッ
クルでのキャスト、ルアーのア
クションの付け方、そしてどん
なルアーを使えば良いのか？  
さらに釣りポイントでの操船方
法まで、座学と実釣体験でマ

リーナスタッフが伝授いたします。エサ釣りしかしたことがない方にもオススメです♪講習
で使ったルアーは、お持ち帰りいただいてOK！次回レンタルの際にもお使いいただけま
す。（遊漁船登録艇を使用します）

ルアーフィッシング
始めてみませんか？

4月9日（金）日程

千葉県木更津市富士見3-1-22セントラル ☎0438-23-2091

3
シーバス釣り～入門編

北海道・東北エリア

関東エリア 中部エリア

海でゆったりとしたひと時を

苫小牧エリア

※本イベントは「乗り合い」「インストラクター同乗」となります。※＜スケジュール＞9:50 集合→10:00 自己
紹介・座学→11:00 釣り場到着・実釣開始→14:30 帰港・質疑応答→15:00 終了 ※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※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。

※SUP2艇レンタル代無料、3艇目からは4,400円／艇がかかります。※スタッフが1名同行しますので、船の定
員は1人分の余裕を持たせてください（船長は会員様となります）。※複数回ご利用いただき、操船や見張りに問
題がないとマリーナが判断した場合は、お客様のみでご出港いただけます。※艇の特性上、天候や海上の状況
により出港ができない場合があります。

※スタッフによる洗艇希望の場合：洗艇代 3,300 円※船長は会員様となります。

要予約
シーアンカーレンタル代2,030円／個（クラブ艇利用料金・燃料費別途）

予約 YFR-24使用艇
料金 要予約

スタッフ同行料金9,900円／3時間、17,600円／6時間（クラブ艇利用料金・燃料費別途）
予約 SR-X使用艇
料金

要予約
スタッフ同行料金16,500円／6時間、食事代は実費（クラブ艇利用料金・燃料費別途）

予約 G3ポンツーンボートV322RF 使用艇
料金

10:00～15:00時間 要予約
8,800円／名（クラブ艇利用料金・燃料費含む）

予約
4名定員 2名最少催行人数

シースタイル会員様参加資格 F.A.S.T.26使用艇
料金

操船アドバイスがあり、安心！

サクラマス

▲勇払マリーナ全景

鳥海山を望む

ルアーの魅
力を

体験できる
♪

サクラマス
も

釣れちゃう
♪

酒田の歴史
・文化に

触れよう！

三河大島ま
でGO!

東京湾エリア

東京

千葉神奈川

三河湾エリア

愛知
静岡静岡

庄内エリア

山形
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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。

シースタイル・チャータープランNEWS

●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。
●船舶免許をお持ちの方でも、クラブ艇の自己操船はできません。

シースタイル・チャータープランのお申込みは
● 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

ひとクラス上のマリンスタイルへ

長崎県西彼杵郡時津町久留里郷
1439-10

アルパマ
（ヤマハマリン西九州） ☎095-882-1829

水深20mまで潜行可能最高時速15kmで走行可能

写真はイメージです

3 時間コース大阪府

3 時間コース大阪府

ここでしか体験できないウォータースクーターに乗りませんか？
新しいマリンスポーツアイテム「ウォータースクーター」を楽しもう！全国どこのマリーナを探してもクリエイションマリー
ナでしか体験できません。詳しいスタッフが使い方を一から説明しますので、安心して楽しんでいただけます♪

・クラブ艇利用料金
 ◆シースタイル会員 7,900円～  ◆シースタイルライト会員 9,200円～
・キャプテン派遣料:22,000円／3時間  ・燃料費:別途

・ウォータースクーターレンタル料金 5,500円/台  ・保険料 500円/人

海に入って寒くない季節 午前・午後、どちらも可利用可能時間

使用艇 SR-X（4名）

料　金

時　期

その他料金

ウォータースクーターポイントの須磨沖へ移動（約1時間） → 
ウォータースクーター体験（約1時間） →
マリーナ帰港（約1時間）

スケ
ジュール

※3時間のチャータープランのみでの、ウォータースクーターレンタル利用となります。
※チャーターは午前・午後どちらでも可能です。
※ウォータースクーターご利用時には、国内旅行傷害保険が適用となります。

・クラブ艇利用料金
 ◆シースタイル会員 7,900円～  ◆シースタイルライト会員 9,200円～
・キャプテン派遣料:44,000円／3時間  ・燃料費:別途

桜の季節限定 17:30～20:30利用可能時間

使用艇 SR-X（4名）

料　金

時　期

17:30 マリーナ出港 → 安治川～大川へ 夜桜を堪能
20:30 マリーナ帰港

スケ
ジュール

ウォータースクーター体験プラン

川のぼりで夜桜を見に行こう！
夕方から出港するナイトクルージングのプランです。安
治川から大川まで、川を上りながら夜桜を見に行きま
す。川から眺める夜桜は、普段のお花見とはまたひと味

違います。非日常を体験しませ
んか。このプランはチャータープ
ランですので、マリーナのスタッ
フが操船いたします。

夜桜クルージングプラン

NEW
アイテム

お問い合わせ・お申込みは クリエイションマリーナ ☎ 070-2167-9326  大阪府堺市堺区北波止町13 （定休日：火曜日）

中部エリア
長野県諏訪市湖岸通り1-4-1ウインドウェーブ ☎0266-52-2285

6
日本のど真ん中で湖上クルージング＆
贅沢BBQ！

日本のど真ん中に位置する諏訪湖で、ゆったりと霧ヶ峰・
八ヶ岳を見ながらクルージングを楽しんだ後は、BBQでお
なかを満たしましょう！地元の精肉店から調達する焼肉用
のお肉と地元のお野菜を楽しめるスタンダードなプランか
ら、日本バーベキュー協会認定のバーベキューインストラ
クターにすべてお任せの贅沢プランまであります。開放的

な景色と美味しいお肉を楽しむ、目もおなかも幸せになれるプランです！

最高の景色を眺めながら、
ワンランク上のBBQを体験！

春～秋日程

※＜BBQプラン一例＞手ぶらで焼肉BBQプラン／おひとり：3,300円（2名～）・手ぶらでステーキBBQプラン 
豪華 牛赤身肉3種ステーキ／おひとり：5,000円（3名～）・手ぶらで本格BBQ体験／おひとり：6,800円（4
名～）等、他にもプラン有。内容や価格は変更の可能性有。お客様都合のキャンセルは、食材・スタッフ手配、
会場確保の関係でキャンセル料金が発生しますのでご注意ください。プラン内容・ご予約・キャンセルの詳細は、
下記サイトをご確認ください。ご予約はお電話でお客様ご自身でお願いします。
https://is-club.co.jp/outdoor/bbqmarina/ ※食事の持ち込みを希望される場合は、マリーナへご相談くださ
い。※「BBQ桟橋」は出航した桟橋とは異なります。詳しくはマリーナへお問い合わせください。

要予約 食事代（BBQ料金・枠下参照）は実費（クラブ艇利用料金・燃料費別途）予約
FR-20LS使用艇

料金

マリーナのすぐ前に広がる太平洋。そこには黒潮
にのって様々な魚たちが回遊してきます。田辺湾で
はイサキや鯛がよく釣れ、アオリイカの好ポイントも
あり、時にはカツオやシイラ、そしてカジキなどの大
物も潜んでいます！釣り場が多いことはよく知られ
ていますが、南紀白浜の観光スポット「円月島」「千
畳敷」「三段壁」を海側から見るのも感動的です！
自然豊かな南紀を、是非体感しに来てください。海
上のボートの上で食べるお弁当も最高ですよ！マ
リーナでバーベキューを楽しむのオススメです♪

南紀地方の海は
黒潮の恵みを受け、
年間を通して様々な魚が釣れます！

通年日程

和歌山県田辺市天神崎37-24イナダマリン ☎0739-25-1202

7
黒潮の恩恵を受ける南紀の海で、
釣りを存分に楽しもう！

F.A.S.T.23使用艇バーベキュー要予約予約

かつて帝（みかど）に食べ物を供することが許さ
れた国として「御食国（みけつくに）」と呼ばれ
た若狭。この食材の宝庫、若狭湾で獲れるア
カアマダイは「若狭グジ」と呼ばれ、昔から和の
最高級食材のひとつとして知られています。釣

り初心者でも始めやすいと人気の釣法「タイラバ」。そして、マダイや根魚、青物だけでな
く、ボトム狙いを意識する「アマラバ」だと、高級魚として知られるアカアマダイも釣れちゃ
いますよ。ブランド魚「若狭グジ・極（重さ800g以上などの条件をクリアしたアカアマダ
イ）」が釣れる若狭湾でタイラバデビューしちゃいましょう！

「地魚の聖地」と呼ばれる若狭湾で、
高級魚を釣り上げよう！

通年日程

福井県大飯郡おおい町成海1号16番2うみんぴあ大飯マリーナ ☎0770-77-2410

5
福井県若狭湾で「タイラバ」からの
「アマラバ」挑戦！

※釣りポイントや釣果情報、不明点はマリーナまでお気軽にお問合せください。※船長は会員様となります。
YFR-24、SR-X使用艇

関西エリア

九州エリア

中国エリア

マリーナスタッフが、出港前に釣り方やポイントを丁寧に
教えます! 出航前日にお越しいただいてお話することも可

能です。ノッコミシーズンの真鯛はサイズも大きく、数もたくさん釣ることができます。時期、
ポイントによってはアコウも釣れますよ! 運が良ければ鰆にも会えちゃうかも♪

初心者の方やお子様にオススメ!
憧れの真鯛が釣れますよ!

通年鯛は釣れますが、4～6月がオススメ！日程

岡山県倉敷市玉島乙島亀ノ首49-63オバタマリーナ ☎086-522-5505

8
春のノッコミ真鯛釣り

要予約予約 F.A.S.T.23、YFR-24使用艇

※巌流島の上陸は観光船桟橋を使用するため、事前に下関市観光課へ許可を取得します。お早めにご連絡く
ださい。また、関門海峡は大型船舶が頻繁に航行しますので、安全のため初回は必ずスタッフが同行します。

UBEマリーナ桟橋より出航し、一路関門橋を
目指して海峡へ。本州と九州を結ぶ関門橋を
真上に、行き交う大型船舶とともに海峡を往
来します。その先は選択肢が2つ。①巌流島ま
で行くか否か。②巌流島へ到着したら、上陸す
るか否か。どちらも上級者向けとなりますのでご
注意ください。②は係留許可を取りますので、

事前にお問い合わせください。※当プランの初回は、必ずスタッフが同行します。

宮本武蔵と佐々木小次郎に会いに
行きませんか?9

関門海峡を渡る！巌流島プラン

スタッフ同行料金13,200円（初回は必須）、食事代は実費（クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金
SR-X使用艇

山口県宇部市港町1丁目13番6号
ササキコーポレーション
UBEマリーナ ☎0836-32-0656

海に浮かぶ長崎空港、たくさんの無人島、西海橋にハウス
テンボス…。アルパマがある大村湾は、どの風景やスポット
にもまた訪れたいと思う瞬間がある、素晴らしいロケーション
です。ぜひ、マリーナ施設見学や体験乗船ができるミニクルーズに参加しませんか。
＊ミニクルーズの内容：海遊びメニューのご紹介、マリーナ施設見学、ミニ体験クルーズ
（アルパマを出港し、2つの無人島を一周、最後に長崎空港の離着陸を見て帰港）

大村湾とマリーナの魅力を体験しよう！

アルパマでは、魚の赤ちゃんを放流するイベントを今夏
も開催します。稚魚が手元から離れていく姿を見ながら、
みんなで「大きくなって帰っておいで～♪」と声掛けをしましょう！昨年はカサゴ・ヒラメ・カ
ニの稚魚を放流しました。ご興味のある方は、アルパマ（tel.095-882-1829）までお気
軽にお問い合わせください♪※開催日、放流する稚魚の種類は調整中です。

稚魚の放流体験、開催します！
開催時期:2021年夏
会　　場:アルパマ（ヤマハマリン西九州）

毎週水～土曜日日程

10

大村湾でミニクルージング

午前の部：10～11時  午後の部：13～14時時間 1週間前までにご予約ください。
3,000円／名（同伴者も同料金）

予約
4名定員

1名最少催行人数
小学生以上の方参加資格

AS-21 WB使用艇
料金

離発着を海から。大迫力 ！

関門橋 巌流島

良型の鯛がたくさん。時期やポイントによってはアコウも釣れます
瀬戸大橋

運が良ければサワラも ！

宮本武蔵と佐々木小次郎像

BBQはこちらの桟橋で

諏訪湖

「手ぶらで本格BBQ体験」の食材

目の前は黒潮が通る太平洋

伝説の決闘
を見物♪

絶好の釣り
スポット！

ノッコミシ
ーズンで

大漁のチャ
ンス！！

海上の特等
席!

うみんぴあ大飯マリーナ

若狭グジ（アカアマダイ） タイラバ初心者でマダイ75cmの釣果

最高級食材
を

釣ろう！

お任せプ
ランで

本格BB
Q♪

岡山エリア
岡山

和歌山
和歌山エリア

若狭湾エリア

福井

諏訪湖エリア 山口エリア

長崎エリア

長野
山口

福岡

何度も訪れたくなる海♪

豊かな自然に囲まれて釣り三昧！

新しい体験が待っている！

長崎

PICK UP !  ! 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
「シースタイル・チャータープラン」。今号も新着のプランをご紹介します。

※船長は会員様となります。

※使用燃料は約20～40L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。11 12

NEWホームマリーナ ! 詳細は21ページへ !!
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ボーティングは
コミュニケーション・レジャー
　家族や友人とのコミュニケーションを楽しめ
る絶好のレジャー、ボーティング。大自然の中
で会話を楽しみながらゆったりと過ごし、絆を
深め合うことができます。また子供たちにとっ
ても、遊びを通じて親から学ぶ「家庭内教育」
の場でもあります。だからこそ「乗せてあげてい
る」のではなく、大人と同様、一緒にボートを楽
しむ「一員」としての配慮を心がけましょう。

家族や友人を乗せる際に注意すること
　ボート操船の経験を積むと、次は家族や友
人を乗せてボーティングの楽しみを共有した
い ！ と思うものです。事前に不安要素を解消
し、快適なボーティングを実現しましょう。その
ための心構えを列挙します。
・ 無理のない出航計画を
・ 事前準備を確実に
・ 天候に不安があれば出航の見送りを
・ 慎重な操船を（ベテランの方ほど慎重です）
・ 家族や友人への配慮を忘れずに

存分に楽しむために必要なこと
フィールドを考える
　遊び場所の選定はボーティングの大切な
ポイントです。慣れるまでは、波の影響の少な
い穏やかなフィールドを選びましょう。
・ 波が穏やかで安全な水域を選ぶ
・ 自然豊かなロケーションが◎
・ 休憩で立ち寄れる桟橋があると良い

安全を考える
　安全を確保するのはキャプテンの責務。
ボートの点検やメンテナンスはもちろん、怪我
や事故等から守ることが大切です。
・ お子様は子供用ライフジャケットを着用し、 
   正しく装着する
・ ボート上での禁止事項や注意点をまとめ、
   乗船前に説明を
・ 十分な水分の補給など、熱中症の対策を
・ 長時間の航行を避け、適時係船・上陸して休憩を
・ 急発進、急停止の禁止

役割を与える
　ボーティングを皆で快適に楽しむために、コ
ンパスの数値確認や見張りなどの役割を設け
て、積極的に参加してもらいましょう。
　・ 役割分担をし、共同作業という意識を持たせよう

連載として前号からスタートした「誌上マリン塾」。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していきます。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2回は、家族・友人などの「大切な人を同乗させる際
の心得」をチェックします。最も基本的なことですので、必ず実践しましょう。

新

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。

★必要不可欠な知識、ロープワーク

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▶

★ボート係船マニュアル ★操船マスター Ⅰ ★離着岸マスター

　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 ! 

▲

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

不安要素を挙げてみると、その多さに驚くはず。

　多様なシーンで活躍するロープワーク。
ロープワークの用語や種類、ロープの選
び方などを丁寧にご紹介しています。

　ボートの大きさや係留施設、気象・海象
に合わせて安全にマイボートを係留するノ
ウハウを、分かりやすく解説しています。

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

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特典が
あります！※

※受講日より6ヶ月間有効の利用割引券、
　または電子クーポン3,000円分をプレゼント

ふ  し

第 2 回 家族・友人を誘おう
大切な人を同乗させる際の心得
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知っておこう！ライフジャケットの着用義務化とメンテナンス。

C h e c k

ライフジャケットは
メンテナンスを忘れずに
　膨脹式ライフジャケットを使用するうえで忘
れてはならないのが「メンテナンス」です。膨脹
式ライフジャケットには炭酸ガスを充填したボン
ベが搭載されており、一度、膨脹装置が作動し
て膨らむと、ボンベを新しい物に交換する必要
があります。また、使用状況や保管環境によっ
てボンベに錆などの傷み ※2 が発生する恐れ
があるため、定期的にボンベの状況も確認しま
しょう。

　さらに、カバーの中の気室部に破れやピン
ホール(穴)がないか、なども一緒に確認してくだ
さい。確認方法はいたって簡単で、搭載されて
いる補助送気管装置を使い、呼気などで空気
を送りこんで気室部を膨脹させて、萎んだりしな
いかをチェックします。いっぱいに膨らませた状
態で一晩放置、萎んでいるようであれば、気室
部の破れやピンホールがあることが疑われま
す。その場合はすぐに使用を中止し、購入した
お店へ相談するか、新しい製品と交換をしてく
ださい。

　以上、大切な命を守る「ライフジャケット」につ
いて、正しい知識と安全に利用する方法をご紹
介しました。不安なく、マリンレジャーを存分に楽
しめるよう、ぜひ実践してください。
＊ライフジャケットのメンテナンス方法は、必ず製品の取
　扱説明書をご確認ください。

　ボート乗船時に必ず着用するものとして
常識となった「ライフジャケット」。しかし、正し
い知識と安全に利用する方法について、ま
だご存知でない方も多いはず。本格的な
ボートシーズンを迎える前に本記事でチェッ
クして、安心安全にマリンライフを楽しみま
しょう。

ライフジャケット着用義務化と
安全基準

　平成30年2月1日より、すべての小型船舶の
乗船者にライフジャケットの着用が義務化され
ました。令和4年2月1日からは、違反をすると違
反点数2点が付され、再教育講習を受講しなけ

ればなりません。さらに、違反
点数が累積して行政処分基
準に達すると、最大で6ヶ月の
免許停止になりますのでご注
意ください。そして、併せて注
意したいのが、国の安全（型
式）基準に適合したライフジャ
ケットでなければならない、とい
うことです。国の安全（型式）
基準に適合した製品には「桜

マーク※1」がありま
すので、一度ライフ
ジャケットを確認して
みてください。
　また、乗船する船
舶や航行区域によ
り、規定のライフジャ
ケットの「タイプ」が
異なります。タイプは大きく分けてA・D・F・Gの4
種類が存在します。利用を予定しているマリー
ナに、事前に確認しておくと良いでしょう。

水感知膨脹式と手動膨脹式の
ライフジャケット
　ご参考までに、ヤマハ発動機グループのアク
セサリー事業を担う（株）ワイズギアが販売す
る、YAMAHA「膨脹式ライフジャケット」をご紹
介します。いずれも国の安全基準に適合した桜
マーク入りで、首掛け型、タイプはAです。2種類
の膨脹式の製品があり、1つ目は水を感知して
膨らむ「水感知膨脹式」、2つ目は搭載された
索を手動で引いて膨らませる「手動膨脹式」で
す。使用方法や製品の違いは、ワイズギアのサ
イト（下部の「製品詳細はコチラ」より）に詳細が
掲載されていますので、そちらをご覧ください。

 ワイズギア取り扱い商品

本格的なボートシーズンを前に、
大切な命を守る「ライフジャケット」についてチェックしておきましょう。

YAMAHA
手動膨脹式ライフジャケット
ベストタイプ ＹＭＶ-２３００
19,800円（税込）
カラー：４色 製品詳細はコチラ▶

　シースタイル会員様限定サービスのワイズギアオンラインショップ
「Sea-Style Market」では、本記事で紹介したライフジャケットをはじ
め、マリンウェアやグッズなどをお得に購入できます。さらに会員様に
は、10％の割引クーポンが毎年進呈されていますので、ぜひこの機
会にご利用ください。

YAMAHA
水感知膨脹式ライフジャケット
ベストタイプ ＹＷＶ-２６２０
26,400円（税込）
カラー：４色 製品詳細はコチラ▶

 Sea-Style Marketのご案内

10%割引
クーポンを
ご利用いた
だけます。

※2 ボンベが錆びて脱落した危険なもの ※1 桜マーク

違反すると処分あり！
違反した船長には違反点数2点が課され、
再教育講習を受けなければなりません。
5点以上で免許停止の対象となります！

※令和4年2月1日から違反点数の付与開始

最大6か月の免許停止

※2 ボンベが錆びて脱落した危険なもの 

Sea-Style Market▶

ヤマハ発動機グループ
（株）ワイズギア

取材協力



タックル＆仕掛け図

　標準和名の「イズカサゴ」と「フサカサゴ」
の2魚種のことを釣りの世界では「オニカサ
ゴ」と呼んでいます。見た目からは想像できな
いほど、美味しい魚です。

　１年中狙うことができる魚で、水深40メー
トルから150メートルの海で、砂泥や砂礫に
点在するバラ根や穏やかな起伏の海底など
に好んで生息しています。底生魚なので魚
群探知機ではその存在を捉えるのが困難な
魚です。

　ポイントの水深が深いので、ボートはアン
カリングせず、流しながらイトを垂らすいわゆ
る“流し釣り”が適しています。シーアンカーや
スパンカーを使うと安定した流し釣りが可能
となりますが、肝心なのは、ボートの流れる速
さとなります。オニカサゴのような底生魚は
船速が速いとエサに追い付くことができない
ので、時速0.5ノット以下が必須となります。
広範囲を流すことで居場所を探っていきま
すが、1尾釣れれば付近には必ず複数棲息
しているので、GPS魚探
のメモリー機能を使って
釣れたピンポイントをマー
キングし、繰り返しそのポ
イントを攻めることで追
釣しやすくなります。
 

第13回
オニカサゴ

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

第13回目は、真っ赤な体色で
岩礁のようにゴツゴツした容姿で決して
スマートとはいえない魚、オニカサゴです。

　仕掛け投入後にオモリを着底させたらイト
フケを取り、ボートの揺れでオモリがトントン海
底を叩く位置、あるいは海底から50センチほ
ど巻き上げた位置を基本ポジションとします。
時折ゆっくり1メートルほど誘い上げ、次に
スーッとサオを下げます。このとき、オニカサゴ
の目の前にエサをゆっくり落下させることをイ
メージしながら、このロッドアクションを繰り返
し行なっていきます。繰り返す間隔は底潮の
速さやオニカサゴの活性によっても変わって

くるので、当日のヒットパターン
を掴むまでいろいろ変化を与え
てみるといいでしょう。アタリは
明確であり、その時点で既にハ
リ掛かりしているので、あとはサ
オを水平に保って一定のペース
で巻き上げればOKです。

オニカサゴはこんな魚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!

エサ
サバの切り身

オニカサゴ釣り ボートコントロールと釣り方
スパンカーを使った流し釣りの例 シーアンカーを使った流し釣りの例1 2

仕掛けが沈
むまで3～
5秒待つ。

ゆっくりと1
メートルほど
誘い上げ、次に
スーッと④の
位置までサオ
を下げる。

オモリが海底
を着くか着か
ないかの位
置、あるいは
海底から50
センチ以内の
位置をキープ
する。

⑤と④を繰り返すこと
になるが、外道の活性
も考慮し、④での待ち
の時間を決定する。

オニカサゴ

釣り方のイメージ

釣
り
方
の
詳
細
説
明

オモリを着底
させたら、イト
フケを取る。

このアクションの速
さと周期を変えなが
ら、当日のヒットパ
ターンを探っていく。

❶ 着底 ❷ 待ち ❸底に這わす ❹ゆっくり誘い上げ ❺ヒット ！オモリ着底後はイトフ
ケを取り除き、ロッドア
クションにて付けエサ
を舞い上がらせ、魚の
目の前に自然に落下
するよう演出する。

テンビン
快適天秤マルチ
φ1.6-300

ミチイト
DAIWA
メガセンサー
12ブレイド
2号
300m

リール
DAIWA
シーボーグ
200J

サオ
DAIWA
オニカサゴX

オモリ
80号

フロロカーボン
7号
100cm

ムツ針 17号

ムツ針 17号

フロロカーボン
7号
30cm

フロロカーボン
7号
80cm

スーパーリチウム
11000WP-C

仕掛け
市販のオニカサゴ用仕掛け
例.「快適鬼カサゴ仕掛 KP SS」

　魚をさばく順序は、料理各種、目的により違
いがあります。「関東背開き、関西腹開き」と
云われ、ウナギやアナゴなど細長い魚を割く
時の様に、三枚おろしにも最初に刃を入れる
場所に違いがあります。概ね、魚の扱い、さば
きに慣れるほど変化に対応でき、加えてスピー
ドが要求されてきます。

 なにより無駄がありません。そうなりたいと憧
れを抱くと思われますが、まずは一歩一歩確
実に、複数匹をさばいても、全て同じ姿の「お
ろし身」となるよう、練習しましょう。

①両面とも背側より、さばき始める。
　身が薄い腹側よりも、刃を切り入れ進め、

背骨まで気負わず到達し易い背側から始め
ることで、失敗率は下がります。

②まずは背ビレ沿いに線を引くよう、
　皮だけを切る。

　皮の下に身、更に奥に骨、それぞれ硬さが
違います。それを一緒に切り進めてしまうと、包
丁を持つ手に余分な力が入ったり、足りな
かったりします。身よりも皮はしっかりと硬く抵
抗がありますので、先に切っておくことで、力ま
ずさばきに臨めます。皮の上に敷いた一本の
ラインがあることで、そこへ刃を差し入れると、
再認識させることにも繋がります。

③包丁を持つ手に力は不要。
　ぐっと握ってしまうと、身を切っているのか、
骨を切ってしまったのか、刃先からの微妙な情

報が指先に伝わらなくなります。刃は金属です
ので自重があり、その重みを利用して魚に触
れる。掌と指先は切り進める刃の方向を修正
する分だけ、力を加えれば良いのです。上身を
切っていたはずが、骨の下身に切り入ってい
た、という経験をしたことがある方は、力を入れ
過ぎた証です。骨は包丁を軽く持っている程
度では切れないのです。

④動きは「引く」一方通行のみ。

　魚をさばく包丁遣いにおいて、1ミリたりとも
押して切ることはしません。包丁が持つ刃渡り
全ての長さを使うよう、魚に無理押しするので
はなく、自分の方向、手前へ引く動きで切り進
めます。一度で背骨まで達することはありませ
んので、再び向こうへ刃を移動させる。押す動
きの時には切らないのです。

が大事。リラックスし、肩の力を抜いて挑んで
みましょう。

（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。

前号は魚の下処理をご紹介、今号では慣れる
までの「失敗しないさばき方」を伝授します。

プロのさばきは速くて綺麗。

失敗しないさばき方のポイント

何より魚に、包丁に緊張しないこと

その⑦失敗しないさばき方

Sea-Style LINE公式アカウント
の友だち登録をしよう ！
　Sea-StyleのLINE公式アカウントでは、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、ホーム
マリーナ情報、全国の釣果情報、各種お知らせ等を発
信しています。また、ご利用予約ができる「会員ログイ
ン」の入り口もあって大変便利です。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。

今なら友だち登録をしていただくと、オンライン会議などで
使用できる「Sea-Styleオリジナルバーチャル背景画
像」をプレゼント ！     〈期限 ： 2021年4月30日まで〉

MARINAE
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❶

❷

❸ 刃が骨に当たっ
ているかを感じつ
つ動きを繰り返す

背ビレ沿いの皮
だけを、なぞるよう
に切る（刃先だけ
を使うのがコツ）。
ラインに刃渡り全
体を合わせ、刃を
手前に引く動きで
背骨まで切る

背側から 腹側から 切り離す

背側から切り始める

❺

❻

反対側の面（身）も同様にさばく

背・腹側とも刃が
背骨に達し、魚体
の下半分は貫通
する。
残る腹骨は背骨か
ら伸びている

腹骨の根元部分
に刃を当て、なぞ
る様に軽い力で
繰り返し切る

腹骨が切り離れる

刃を挟み
入れ、
尾を外す

魚を回転させ、腹側からも
背側同様に繰り返す ❼ 11 12

❽

❾

10

刺身。
完成をイメージ
しながらさばこう

ポイント
さばいている
身を再び切ら
ないコツは、
左指で身を持
ち上げること

魚は

鯵です
あ じ

2枚おろし
完成

3枚おろし
（身・骨・身）

完成

背 腹 背

&
2枚おろし、3枚おろしのさばき方

❹ 腹

＊写真は右利きでの紹介となります
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　新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、シースタイルでは、会員の皆さまとホームマリーナスタッフ
の安心・安全な環境を維持するため、感染拡大に対する予防衛生対策に万全を期して運営してまいります。
つきましては、イベントが延期または中止になる場合がございますので、予めご了承ください。会員の皆さ
まにおかれましては、ガイドラインの徹底に何卒ご理解・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

3/1（月）～8/31（火）期間

毎年、シースタイル会員様から多くのステキな笑顔が届く「笑顔のフォトコンテスト」、そして毎回大好評の「フィッシングコンテスト」
＜春期＞＜秋期＞の2021年開催日程が決定しました！ぜひコンテストへ参加して素敵な思い出をつくりませんか。

　シースタイルは2021年も、「シースタイル・フェスタ」をはじめ、「釣り講習会」、さらにはオンラインで開催する「フィッシングクラブ」など、
全国各地でイベントを予定しています。イベントの開催案内や延期・中止等の最新情報につきましては、メールマガジン
「Sea-Style FUN」や「Facebook」「LINE」で随時発信していきますので、この機会にぜひご登録をお願い致します。

2021年 クラブイベントについて

ボート釣りの基本を伝授！季節ごとの旬な魚の釣り方や話題沸騰中の新釣法まで、シースタイルで
釣果を上げるためのノウハウをオンラインで学べる大人気の講座です。講師はDAIWAフィールドテスターの
小野信昭さんとアングラーズアイドルの晴山由梨さん。お二人が配信をしながら、リアルタイムでチャットからのご質問
にもお答えします。この機会にボートフィッシングの基礎を学べるフィッシングクラブへ、ぜひご参加ください♪

アングラーズアイドル
 晴山由梨さん

フィッシングクラブ オンライン春季講座 開催概要

4月25日（日）
15:00～16:30 ※イベント内容は予告なく変更

　する場合があります。

★タックル・春の海釣りガイド
　「シロギス・アジ・サバ」内容 参加費

※事前予約制
1,000円（税込）／名

2021

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！

4/1（木）～6/30（水）
9/1（水）～11/30（火）

春期／期間

秋期／期間

4月24日（土）17:00まで
お申込み

DAIWA
フィール

ドテスタ
ー 小野

信昭さん

フィッシングクラブ 2021年 年間スケジュール
 4月25 日（日） 【春季講座】タックル/シロギス・アジ・サバ 
 7月11 日（日） 【夏季講座】話題の釣法！
   ルアーフィッシング/タイラバ・SLJ・エギ
10月17 日（日） 【秋季講座】レベルアップ！ /カワハギ・アマダイお申込み・フィッシングクラブの詳細はコチラ

第2回 オンライン講座（10月18日）の様子
2 回目のオンライン講座は「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」の二大釣法を中心
とした内容で、約 60名の方が参加されました！事前質問や当日のチャットの書き込み数が多く、小野さんと晴山さん
には時間の許す限り答えていただきました。最後は豪華景品が当たるオンライン抽選会も開催し、内容盛りだくさん
の講座となりました。

◆メールマガジン「Sea-Style FUN」

◆シースタイル公式Facebook ◆LINE公式アカウント

「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。

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。

ID:@seastyle
LINE の「友だち追加」から「QRコード」を選びQRコードを読み取る。
もしくは「検索」を選びIDを検索し、ご登録ください。

QRコードを読み取り、「フォローする（or いいね）」ボタンを
クリックしてください。

シースタイル運営に
関するガイドラインは

コチラ▶

イベントの実施にあたって

こちらからも
登録できます

※定員になり次第、終了とさせていただきます。

前回
2020年

W.T.B.あり

W.T.B.なし

2021年クラブ艇 NEWラインナップ

クラブからのお知らせ

全長:6.8m  全幅:2.45m  定員:7名
搭載エンジン:F115AX220

W.T.B.（ウェーブ・スラスター・ブレード）
クラブ艇 機能紹介

シースタイル・クラブ艇には、ヤマハが
約60年間培ってきた知識と技術が詰
まっています。その一つが左図の船底
部分、名称は「W.T.B.（ウェーブ・スラ
スター・ブレード）」。操船において重要
な役割を担っています。ぜひ、レンタル
時にボートの構造についてもチェックし
てみてください。

《役割》
❶舵効きの向上
W.T.B.が水中に食い
込み、スムーズに方向
転換が可能（図1）

❷風流れ抑止
図2のように、風を受け
た時に船が流れにくく
なる

❸波当たり改善
船底全体が海面にぶ
つかる前にW.T.B.が
突き刺さり、海面からの
衝撃を和らげる（図3）

圧倒的な乗り心地と、
風流れ抑止性能を発揮

AX220【予告】

家族や仲間などのグループで使いやすい新型ボートの登場で
す。深めのフロアは初めて乗る方でも安心感があり、前後の広い
デッキスペースは釣りに最適。ナビシート前には、マリントイレも装
備可能な使いやすい個室スペースが用意されています。大型
ゲートにはトーイング用のフックが装備され、トランサムステップと合
わせてマリンスポーツも楽しめる、マルチパーパスなクラブ艇です。

広々としたデッキと効率的なレイアウトが
魅力のマルチパーパスボートが導入されます。

YFR-27 利用料金:平日3時間利用 30,600円～2021年4月より順次配備予定

2021年秋頃から順次配備予定

2021年から順次開始する「フィッシングチャーター」を実施する一部のマリーナにて、「YFR-27」の稼働がスタートします（配備マリーナでは、
通常のご利用も可能です）。27フィートという船体の長さ・幅における物理的な制約がある中で、広 と々したフィッシングスペース、機能的
かつ大きな収納スペースを実現。そして、ゆとりのある快適な居住空間と、船外機艇としての卓越した風流れ抑止性能を両立させました。
アングラーの要求に応えた、ハイバランスなフィッシングボートが仲間入りです。

❶バウデッキ　❷スターンデッキ
❸バウ釣り座　❹コックピット
クラス最大級のフィッシングスペースと充実のフィッシン
グ機能を備えています。

多人数のファンフィッシングや、初心者から本格派まで幅広く対応。
アングラーを新たなステージへと導くフィッシングボートが登場！

上
下
G
パ
ワ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル

   「快適性」「高機能」を追求した充実装備
◎エアコン（BE-COOL） ◎バウスラスター（2系統） ◎トランサムレール ◎フィッシングに適した広いデッキスペース

 AX220の特徴
◎定員７名全員が座れる
　レイアウト
◎操縦席前に、荷物が濡れない
　ドア付きの収納スペースを
　確保
◎USB電源や定員より多い
　ドリンクホルダーなど、
　便利な機能を装備
◎乗り降りしやすいステップと
　高い静止安定性で安心の
　乗り心地

全長:8.8m  全幅:2.7m  定員:10名
搭載エンジン:F250DET2XYFR-27 ※実際のクラブ艇は、写真と仕様・カラーが異なる場合が

　あります。予めご了承ください。

❶ ❷

❸ ❹

W.T.B.あり W.T.B.なし

図3

図2

W.T.B.を下から見た図（艇はF.A.S.T.23）

W.T.B.（ウェーブ・スラスター・ブレード）

Widespread Flare
スプレーをかぶりにくい
大型フレアー

Flat Keel
自然な操船
フィールを
実現

図1

波  長

※実際のクラブ艇は、写真と仕様・カラーが異なる場合が
　あります。予めご了承ください。

一般的なプレジャータイプ
船外機艇比較
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シースタイル会員様へ大切なお知らせ 「ポイント制度」導入に伴う、「会員ステージ判定基準」等の
変更について

キャンセル料金の改定について
シースタイル発足当時から一律としておりましたキャンセル料金について、
一部改定をさせていただきます。
　2021年4月1日ご利用分より、当日のキャンセル料金を変更いたします。シースタイルご利用日の3日
前17時以降のキャンセルはこれまで通り「キャンセル料金 5,500 円（税込）」、前日17時以降～当日の
キャンセルはキャンセル料金として「クラブ艇利用料金の50％上限55,000円（税込）」を申し受けま
す。ご予約のキャンセルはお早目にご判断をいただき、ご連絡をお願いいたします。
（Light会員、法人会員Light専用コースでは、キャンセルポリシーが異なります。）

　シースタイルの会員ステージは、これまで前年の「クラブ艇利用回数」または「クラブ艇利用金額総計」に
応じて決定していましたが、ポイント制度の導入に伴い、1月から12月の 1年間に利用されたクラブ艇の
ご利用料金（税抜）に基づく「会員ステージ判定対象ポイント」による決定に変更となります。

「シースタイル会員メニュー
ページ」の「ポイント履歴」
または「クーポン履歴」から
ご確認いただけます。

2021年11月1日ご予約分より、「シースタイル会員メニューページ」ログイン後、ご自身で予約システムにてご予約いただく場合のみ、
ポイントを使用可能です。ホームマリーナ、およびホットラインへご予約いただいた場合は使用できません。

　2021 年 1月から開始した新サービス「ヤマハマリンクラブ・シースタイル ポイント制度」について、
改めて詳細をご案内いたします（サイトの「会員ページ＞会員様へのお知らせ」でもご案内しています）。

2021年1月よりスタートした「ポイント制度」の詳細について

シースタイルご利用の際の「クラブ艇ご利用料金」に応じて「レンタルポイント」が
たまるプログラムです。たまったポイントは、シースタイルをご利用の際に「クラブ艇
のご利用料金の割引」としてご使用いただけます。
　また、ポイント制度の導入に合わせて「ご利用料金割引券（紙製）」を、順次「電子
クーポン」に移行いたします。

ご利用料金割引券（紙製）の
ご使用について

ご利用料金割引券（紙製）は、記載されている有効期限の日までご使用いただけます
（最終有効期限：2021 年 12月末日）。シースタイルご利用時のお支払いの際、
マリーナへご提示ください。

ポイント制度については
右のQRコードからも
ご確認いただけます。

・使用上限は、クラブ艇ご利用料金（税抜）の10%まで
＊ご予約の際に表示されます
・有効期限は、直近のシースタイルご利用日から1年後の月末まで
＊ご利用の都度、有効期限が延長となります

ご使用は500ポイント単位（1ポイント＝1円換算）

キャンセルを
したいのですが…

はい。ご予約の
お日にちはいつ
ですか？

・クラブ艇ご利用の延長料金、燃料代やその他オプションの
料金は、ポイントに含みません。
・ポイントはシースタイルご利用後に付与されます。
・2021 年 1月1日のご利用分よりポイント付与を開始し、
2021 年 11月1日ご予約分よりポイントを使用いただけます。
・チャータープランは、ご利用料金の内「クラブ艇のご利用料金」に
　ついてポイントが付与されます。

・有効期限は、電子クーポンの種類により異なります
＊「シースタイル会員メニューページ」の「ポイント履歴」
から確認可能です

１回のご予約につき、1つの電子クーポンを
使用可能 ＊使用する電子クーポンの選択も可能です 

ポイント制度・会員ステージ等、ご不明な点は
ヤマハマリンホットラインまでお問い合わせください。 受付時間 9:30～17:30（年中無休 /年末年始を除く）

0120-730-344

キャンセル期日が定休日と重なる場合は、期日の前日17時までとなります。 悪天候等によるマリーナ判断の出航取り止めについては、従来通りキャンセル料金はいただきません。
※１. クラブ艇利用料金の50%が5,500円に満たない場合は、キャンセル料金として5,500円をいただきます。
※２. クラブ艇利用料金が5,500円に満たない場合は、キャンセル料金として艇利用料金の100％をいただきます。

キャンセル料金表 3日前 17時～前日17時 前日17時～当日 備考
現状 5,500円

5,500円 上限 55,000円
下限   5,500円

50%クラブ艇利用料金の
2021年4月1日～改定

2種類のポイントについて

・入会特典の際は入会完了後、キャンペーンやイベン
ト等の特典の際は参加実績確認後に電子クーポ
ンが付与されます。
・特典内容により、電子クーポンの条件や金額は異な
ります。

電子クーポンは、2021年11月1日ご予約分より
ご使用いただけます。

シースタイルのご予約1回につき「レンタルポイント」と「電子クーポン（1つ）」との併用が可能です

ポイントの使用方法

ポイントの確認方法

クラブ艇ご利用料金（税抜）100円につき
1ポイントがたまります。 ＊100 円未満は四捨五入

レンタルポイントの付与率が、会員ステージにより
変わります。

レンタルポイントの付与率アップ！

＊ステージ決定後の2月から翌年 1月まで
＊会員ステージを決定する際の合計レンタルポイント数は、下記の
ステージ特典付与率は反映されません（×1倍でカウント）

スタンダード 会員 × 1倍

ゴールド 会員 × 1.25倍

プレミア 会員 × 1.5倍

従来、「ご利用料金割引券（紙製）」でお渡ししていました
が、下記電子クーポンによる付与に変更となります。

電子クーポンの進呈

＊予約期間内における予約可能回数
　（合計 3回：2回＋平日1回）の特典は変更ありません

「ご利用料金割引券」について

ゴールド会員
3,000円分の電子クーポン

プレミア会員
5,000円分の電子クーポン

～2021年 ステージ判定時 2022年～ ステージ判定時

999ポイント以下

1,000～1,999ポイント

2,000ポイント以上

スタンダード会員

ゴールド会員

プレミア会員

利用回数
0～4回 or

利用金額総計
10万円未満

or利用回数
5～9回

利用金額総計
10～20万円

or利用回数
10回以上

利用金額総計
20万円以上

会員メニューページ

レンタルポイント・電子クーポン履歴ページ

ポイント制度とは

レンタルポイント 電子クーポン

レンタルポイント 電子クーポン

（税込）

クーポン履歴

ポイント履歴

5,500円に満たない場合は下限5,500円 ※1
艇利用料金が5,500円を下回る場合は艇利用料金の100％ ※2

2019

クラブからのお知らせクラブからのお知らせ



国土交通省からのお知らせ ～ 遵守事項を守りましょう ～
「免許者の自己操縦」の項目について必ずご確認ください

　前号に同封しましたアンケートにはたくさんの会員様にご協力をいただき、誠にありがとうござい
ました。皆様からお寄せいただきましたご意見、要望につきましては、今後のクラブ運営に役立て、
また様々な課題にも取り組んでまいります。これからもシースタイルをよろしくお願いします。

モーターボートや水上オートバイなどのプレジャーボート、その他の小型船舶を安全に利用していただくため、小型船舶操縦者
（船長）に対し、法令で遵守事項が定められています。本格的なボートシーズンを前に、改めて確認しておきましょう。

アンケートへのご協力ありがとうございました。 　今回は、淡水と海水が混ざる汽水湖の
「浜名湖」を特集しました。釣りに、トーイン

グに。それともマリンジェット !？ 自分好みのマリンスポーツを楽し
んでください。また、リニューアルしたヤマハマリーナ浜名湖にも、
ぜひ一度お立ち寄りください。（ K ）

編集後記

▲諏訪湖から
富士山を望む

▲BBQはこちらの桟橋で
◀本格BBQは
いかが？

※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。

21

クラブからのお知らせ

ホームマリーナ情報

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

　東京・名古屋、いずれも車で約2時間半の距離。諏訪湖は標高759m、周囲16km、平
均水深4ｍの盆地の湖で、湖ならではのゆったりとしたクルージングをお楽しみいただけま
す。また、桟橋の上で本格的なBBQをご堪能いただける海遊びプランをご用意しており、夏
には湖上ならではの演出たっぷりの花火大会も開催されています。近くには諏訪大社や温
泉などのスポットや、車でお越しの方に人
気の「霧ヶ峰」や「ビーナスライン」のドライ
ブロードなど、魅力的な場所が目白押し。
充実した1日をお過ごしいただけると思い
ます。皆様のお越しをお待ちしています。

☎ 0266-52-2285
I n f o r m a t i o n

クラブ艇：FR-20LS

〒392-0027
長野県諏訪市湖岸通り1-4-1
営業時間 ：  6:00～17:00
定休日 ： 4～11月 無休（8/15を除く）
           12～3月 休業

日本の真ん中に位置し、富士山を望む
標高759mの「諏訪湖」がゲレンデのマリーナ。

2021年4月
OPEN予定 長 野ウインドウェーブNEW

写真は製品写真です。

N

諏訪湖
ヨット
ハーバー

湖畔
公園

しんきん
諏訪湖
スタジアム

諏訪 I.C.

諏訪湖S.A.

中央自動車道

中央本線
上
川
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487

50

ウインドウェーブ

上
諏
訪

諏訪
大和
郵便局諏訪

警察署

■ 酒酔い等操縦の禁止

■ 見張りの実施 ■ 発航前の検査 ■ 事故時の人命救助

■ 危険操縦の禁止 ■ 免許者の自己操縦■ ライフジャケットの着用
シースタイルでは、船
室の内外を問わず、乗
船時は全員ライフジャ
ケットを着用して頂き
ます。

が行政処分の対象となりました  ！

●ライフジャケットは船室外にいるすべての乗船者に着用が義務となります ！
●「見張りの実施義務違反」「発航前の検査義務違反」

シースタイルでは、各クラブ
艇の操船資格を有した会員

様で、指定する各ホームマリーナでの
安全講習を受講した会員様以外の
操船は認めておりません（万一の事
故の際、保険の適用外となります）。

!

● 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
シースタイル・チャータープランのお申込みは

食事や飲み物の

手配も可能 手軽に

楽しめるプランです

熟練の

キャプテン付きで

操船を気にせず

ゆったり過ごせる

ひとクラス上のマリンスタイルへ
シータイル・チャータープランは、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・チャータープラン」はキャプテン（船長）付きの優雅なプラン。いつもおもてなし役の会員様
も、このプランではゲストと一緒にゆったりとした時間を過ごせます。操船は「熟練の船長にお任せ」だか
ら、遠くの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、大切な家族や友人とマリンレジャーを満喫できます。
たまにはキャプテンをお休みして、洋上の特別な時間を過ごしませんか。

●BBQやランチBOXなどのお食事、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。
●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。
●マリーナにより、提供可能なサービスが異なります。

シースタイル会員どなた様も利用可
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