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冬季限定発行 電子クーポン進呈
今回より紙の割引券から電子クーポンに変わりました。→ 詳細はP.21へ



C O N T E N T S

小江戸の歴史散策や富山湾で釣り＆絶景を楽しむプランなど、今号も魅力的なプランが目白押しです。

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
11

16 連載

その⑧ 魚をさばく／皮引き
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

　鳴門海峡は「兵庫県淡路島の門崎」と「徳島県鳴門市の孫崎」との間の海峡で、幅は約
1.4km、「内海側の播磨灘」と「外洋側の紀伊水道」との干満による海面差が大きく潮の流れが急
なことから、人気観光スポット「鳴門の渦潮」が生じています。この渦潮が豊かな海を育み、鳴門海峡
は日本でも有数の漁場となっています。激しい潮流で育った「鳴門わかめ」や「鳴門鯛」は美しく味良
く絶品です。また、周辺は瀬戸内海国立公園の一部を構成しています。
　急潮と変化に富んだ地形が生み出す、大迫力の渦潮。その恩恵である、随一の魚影の濃さ。シー
スタイルで鳴門海峡を堪能し、思い出に残る体験にしませんか。

鳴門海峡
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全国のマリーナから、キラリと光る自慢や魅力をお伝えします。今号は魅力が異なる5つのマリーナをPICK UP !

�

��

�

新

しい海に

会

い
に行こ

う

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14回 タチウオ

●2021年クラブ艇 NEWラインナップ
●ホームマリーナ情報
●レンタルポイント・電子クーポンについて、アンケートプレゼント他

クラブからのお知らせ19

17 笑顔のフォトコンテスト2021 結果発表 ！
18 フィッシングコンテスト2021・春期 結果発表 ！

❷

❶ 鳴門と言えば、鯛釣り。一年を通じて遊べます  ❷ 鳴門は古くから水路が発達し
ている地域で、橋やこのような水門が点在。クルージングのアクセントになっています  
❸ 釣りのポイントは数多く、風向きや潮汐に合わせて場所を選択するとのこと

❷

❸

❶

クルージングでもフィッシングでも、訪れる人を魅了する「鳴門海峡・うず潮」を堪能してきました。
巻頭特集2

播磨灘と紀伊水道が交わる場所。国内でも最も早い潮流を生み、航行の難所と言われてきた鳴門海峡は、
鳴く瀬戸から転じて鳴門と呼ばれるようになったという。大鳴門・小鳴門と呼ばれる水域は
うず潮だけではない魅力に溢れている。ボートフィッシングにクルージングといった定番の遊び方も
ロケーションによっては楽しみ方ががらりと変わる。シースタイルならではの鳴門の海を訪れた。

9

沖縄の海を満喫するクルージングプラン、本格始動のFISHING CHARTERからイチオシのプランをご紹介します。

シースタイル・チャータープラン
Cruising Plan／Fishing Plan

離着岸は安全第一第3回

連載 安全で快適なマリンライフを

離岸・着岸時に気を付けるポイントと、見張りの大切さをお伝えします。
誌上マリン塾

14 ★うず潮の海へ
J o u r n e y  o f  N A R U T O
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うず潮の海へ
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鳴門教育大 鯔越水門

北泊漁港
カリフォルニアテーブル

播磨灘

紀伊水道

小鳴門海峡
（小鳴門筋）

鳴門海峡2 km
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て栄えていたという。時間にすればマリーナから小鳴門へは15分程度

だろうか。鳴門海峡を渡る航路なので他船の航行や渡し船などもあり注

意が必要だが、周囲に目を向ければ、競艇場があり製塩工場がありドッ

クもある、そして有名な鳴門の若布の養殖風景も見られる。ちなみにこ

の小鳴門筋の南端にあたる土佐泊は、阿波水軍で有名な森家の本拠

地となっていたところ。徳島の椿泊に移るまではこの土佐泊を拠点とし

て活動していたと伝えられている。

　土佐泊を抜けると、眼前には紀伊水道が、その向こうには淡路島が

見えてくる。視線を左に転じると大鳴門橋が鎮座しているかのようにそ

びえ建つ。鳴門側（大毛島）は砂浜続きの海岸線となっているので、

近寄る場合は水深に注意を払うこと。なぜ砂浜に近寄るのかというと、

土佐泊から大鳴門橋方面に向かうすぐ左側の砂浜は竜宮の磯と呼ばれ

ており、竜宮城伝説から名付けられた場所。かの太平記ではこの鳴門

に竜宮城の入り口があったとされていることから命名されたようで、そん

な話を知ってしまうとついついこの砂浜に引き寄せられてしまいそうだ。

ちなみにこの海岸から対面に見える島影が沼島で、日本神話に登場す

るイザナギとイザナミが作ったと言われる場所。陸上では神話として割り

切って見る場所も、水上から眺めると信憑性が増してくるのはなんとも

不思議なことだ。

　夢物語の場所を背に船を進めるといよいよ鳴門海峡が間近に迫る飛

島が目の前に。クラブ艇ではこの飛島を航行エリアの限度としているが、

なるほど近寄ってみると海峡付近では複雑な潮流が流れていることがわ

かる。瀬戸内海に点在する瀬戸や関門海峡などでは、3ノット程度の潮

流はごく普通に流れているが、これが10ノットともなれば20フィートクラ

ス100馬力程度の船外機艇では時に舵が効かなくなるほどの速さに達

する。ということで多くのプレジャーボートは、リスクの少ない小鳴門筋を

通ることになる。私たちも飛島でその風景を収めてからマリーナへと帰

港した。

　小鳴門筋の北側は二代目歌川広重が描いた諸国六十八景「阿波

北泊 小鳴門」の面影が残るエリア。潮流も小鳴門と言われるほど、

その流れは川のように目に見えて分かる。水路の両側は深い緑に囲ま

れて、南側から北へ向かうとその先に広がる播磨灘への期待を高める

ために工夫されているかのように蛇行しており、北端にある北泊漁港が

視界に入ると、紺碧の水域がその先に見えてくる。この日の北泊沖は

ベタ凪。鏡のような水面だ。

　「鳴門の海の特徴は北風が吹けば南側へ、南風が吹けば北側へと、

一日何処かしら遊べる場所があるところですね。特にボートフィッシング

が目的でしたら、マリーナから30分ほどの距離でポイントが多数ありま

すので、ロケーションに恵まれているエリアです」（大鳴マリーナ・山上

さん）

　北泊を抜けて大鳴門橋側へと向かう。この日の目的地は淡路島の南

側にあたる阿那賀沖。鳴門ならではのタイラバで本場のタイを狙おうと

いうもの。山上さん曰く30分もあれば「釣果は間違いなし」と言うほど

魚影の濃さが違うそうだ。

　「この辺はタイラバと言ってもイメージは横引きですね。それなりの速

さで巻き上げる感じです。普通だと真下に落として潮に合わせながらと

いう釣り方だと思うんですけど、ちょっと慣れるまでコツが要ります。そ

のコツさえ掴んでしまえば、あとは入れ食い間違いなしです」

　北泊から鳴門海峡までは10分ほど。海峡の北側を大回りで渡り、

対岸の阿那賀沖に着く。このあたりの水深は20～30メートル。潮の流

れ方を見ながら魚影を探してボートを流す。魚探にはなかなかいい反

応が出ている。

　「潮の時間で釣果が左右されることが多いので、狙い通りに行けば

先ず結果は出せると思いますが、釣る方の技術や経験もあるので、も

❶ 釣りはじめは端村さんが一方的に鯛をゲット。隣で釣る晴山さんも苦笑いです  ❷ 釣りのパターンを覚えたら晴山さんのロッドにも次 と々アタリが。
いいサイズの鯛が揚がってきます ❸ 内海にあるハート型の島。さてこの島の名前は ？ 大鳴マリーナまでお問い合わせを

小鳴門を走り抜ける。潮汐によってはここでも渦潮が見られる

❹

うず潮の潮流を体感する

諸国六十八景の世界へ

し初めてでしたら、マリーナに伝えていただければ、ベテランのスタッフ

がアドバイスできると思います」

　アングラーチームは晴山由梨さんと、マリーナスタッフでありボートフィッ

シングの達人の端村さん。魚影は濃いものの、タイラバへの反応は地

元の方も首をかしげるほどの低さ。晴山さんにはアタリがあるもののな

かなか乗り切らずという状況で、端村さんも同様だがさすがにロコアン

グラー。アタリを確実に釣り上げている。

　「同じタイラバでも、微妙にアクションが違うこと。あと端村さんのよう

に地元でも達人の域になると既製品のタイラバではなくて、ヘッドからネ

クタイ、スカート、針までオリジナルでやっているので、確率が全然違う

んですよ」（山上さん）

　1時間半程度で5枚ほどの釣果があったが、それでもこの界隈では

相当に渋いらしく、潮止まりの時間も重なって一旦マリーナへ。潮が動

き出した頃を見計らって再び出港し、今回は阿那賀沖の少し手前、大

鳴門橋の沖、播磨側で始めたところ、タイラバを落とす毎にヒットがあり

良型のマダイが揚がってくるという時合いに。午前中は苦戦していた晴

山さんでしたが、この時合いではすべてのアタリをキャッチするという、

釣りガールでもスキルフルで知られる彼女の腕前を目の当たりにすること

となった。

　「鳴門のマダイ釣りは、皆さんこれを求めて来られるんですよ。時

間と場所さえ合えば釣りの醍醐味である駆け引きがすごく楽しめる場所

なんです」

　確かに魚影の濃さを見てしまうと圧巻の一言に尽きる。紀伊水道で

は友ヶ島の方が馴染みのあるポイントだが、この鳴門も負けず劣らずで

ある。むしろマリーナからの距離や、ポイントに行くまでのロケーションの

多彩さで言うならば、こちらの方が趣を楽しめるシースタイル向けのポイ

ントかもしれない。

　鳴門といえばうず潮。二つの海が作り出す潮位によってわずか1.4キ

ロしかない海峡に、最大15メートルほどの渦潮ができ、その潮流の速

さは最大で10ノットにも達するという。ついついうず潮に目を奪われてし

まうが、この海の魅力はそれだけではない。今回ご協力いただいたホー

ムマリーナ、大鳴マリーナの山上さん曰く「見どころ釣りどころの多い場

所なので、きっと満足できると思います」とのこと。期待を胸に舫いを解

いて出港した。

　四国の東端に位置する鳴門は、紀伊水道からの太平洋、また播磨

灘からの瀬戸内海、淡路島、大阪湾と異なるロケーションが楽しめる場

所。絶好のロケーションだが、多くのオーナーは鳴門周辺でのボートフィッ

シングを楽しんでいる。そう、ここは異なる海が混じり合う場所であり、

魚影の濃さも随一とのこと。この海の釣果を知ってしまうと通い詰める人

がほとんど、とのことで、ボートフィッシング好きにとってはたまらない誘い

言葉だ。

　ホームポートの大鳴マリーナは鳴門市内でも唯一のマリーナで、内海

の一番奥にあたる三ッ石にショップとマリーナを構えている。桟橋は水路

に面しており、桟橋からのスタッフのサポートもあるので離着岸に気を使

わずに利用できるのが嬉しい。対岸や周りには民家が軒を連ね、牧歌

的な雰囲気を味わうことができる。マリーナから出港して橋をくぐり、水

門を抜けると鳴門を代表する風景のひとつである内海に出る。穏やかな

水面には数多くの筏が浮かぶ。聞くところによれば、この筏釣りは歴史

も長く、釣りと言えば市民の多くはまずこの筏釣りを連想するそうだ。釣

果もチヌにマダイ、イワシにカレイにウマヅラなど、四季折々に楽しめる

そう。船上から見える筏の数だけでも、釣果への期待は必然と高まる。

　内海を抜けて小鳴門筋へとボートを進める。私たちは鳴門海峡と呼

んでいるが、現地ではこの海峡を航行する二つのルートがあり、ひとつ

は大鳴門橋が架かる大鳴門筋（大鳴門海峡）。もうひとつが鳴門の島々

を南北へと抜ける小鳴門筋（小鳴門海峡）である。シースタイルに関

わらず、プレジャーボートは潮流の影響が少ない小鳴門筋を航行するこ

とが多く、大鳴門筋よりも安全に航行できることから、古くから航路とし

だいめい

うちのうみ

もや

※大鳴門橋への航行は
　ご遠慮いただいています。
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❶ 小鳴門の北側は趣のある水路。船を走らせると周囲の風景の変化が素晴らしい ❷ 鳴門は晴天に恵まれることが多く、古く
から塩作りが盛ん。現在も製塩業の工場が見られます ❸ 小鳴門筋にはドックもあり見応え十分 ❹❺ 釣りのポイントが点在して
いるのも鳴門の魅力です

❻

し初めてでしたら、マリーナに伝えていただければ、ベテランのスタッフ

がアドバイスできると思います」

　アングラーチームは晴山由梨さんと、マリーナスタッフでありボートフィッ

シングの達人の端村さん。魚影は濃いものの、タイラバへの反応は地

元の方も首をかしげるほどの低さ。晴山さんにはアタリがあるもののな

かなか乗り切らずという状況で、端村さんも同様だがさすがにロコアン

グラー。アタリを確実に釣り上げている。

　「同じタイラバでも、微妙にアクションが違うこと。あと端村さんのよう

に地元でも達人の域になると既製品のタイラバではなくて、ヘッドからネ

クタイ、スカート、フックまでオリジナルでやっているので、確率が全然

違うんですよ」（山上さん）

　1時間半程度で5枚ほどの釣果があったが、それでもこの界隈では

相当に渋いらしく、潮止まりの時間も重なって一旦マリーナへ。潮が動

き出した頃を見計らって再び出港し、今回は阿那賀沖の少し手前、大

鳴門橋の沖、播磨側で始めたところ、タイラバを落とすたびにヒットが

あり良型のマダイが揚がってくるという時合いに。午前中は苦戦してい

た晴山さんでしたが、この

時合いではすべてのアタリ

をキャッチするという、釣り

ガールでもスキルフルで知

られる彼女の腕前を目の当

たりにすることとなった。

　「鳴門のマダイ釣りは、

皆さんこれを求めて来られ

るんですよ。時間と場所さ

え合えば釣りの醍醐味であ

る駆け引きがすごく楽しめる場所なんです」

　確かに魚影の濃さを見てしまうと圧巻の一言に尽きる。紀伊水道で

は友ヶ島の方が馴染みのあるポイントだが、この鳴門も負けず劣らずで

ある。むしろマリーナからの距離や、ポイントに行くまでのロケーションの

多彩さで言うならば、こちらの方が趣を楽しめるシースタイル向けのポイ

ントかもしれない。

　今回はこの鳴門の海をぐるりと巡ってみたが、1日コースでは贅沢な時

間が味わえること間違いないだろう。なんといっても鳴門海峡を間近で

感じることができ、水運で栄えた頃の面影がどことなく感じられる小鳴門

をはじめとする水路や、釣り人には嬉しい魚影の濃さ等、初心者からベ

テランまでそれぞれに楽しむことができるのだ。さらに、徳島空港からも

30分ほどでマリーナに着くので、関西圏に限らず首都圏からの週末の

利用も候補に挙げられるだろう。陸上には渦潮関連の施設の他、世界

初の陶板名画が話題の大塚国際美術館や四国八十八ヵ所の一番札の

お寺である霊山寺などがあり、充実した時間が過ごせることは間違いな

い。週末、うず潮の海で戯れる。海の楽しさを知る人だけが味わえる

海がここにある。❺

大鳴マリーナ
　鳴門市唯一のマリーナで、鳴門海峡に最も近いホー
ムマリーナです。クラブ艇はF.A.S.T.23で、水路の多い
鳴門エリアにおいては、操船のしやすさと釣りやすさの
バランスが取れているベストボート。大鳴マリーナの魅
力は、地元の情報に精通しているのはもちろんのこと、
その日の潮汐に合わせてクルージング、フィッシングのプ
ランをサポートしていただけることです。アットホームな雰
囲気が人気のマリーナです。

住　　所 ： 徳島県鳴門市鳴門町三ツ石字八軒浜92
営業時間 ： 8時30分～17時
定  休  日  ： 毎週火曜日 ・ 第3水曜日
             

☎ 088-687-1108

（左）鳴門市内唯一のマリーナで、保管艇はすべて陸置き。場所柄フィッシ
グタイプのボートが多い。（右上）大鳴マリーナのスタッフの皆さん。写真中
央がお世話になった山上さん。鳴門の遊び方を熟知しているので、ぜひご
相談を。（右下）水路に面した大鳴マリーナは風や波の影響を受けにくいの
で、離着岸に戸惑うことはありません

今回お世話になったマリーナ

渦　潮

左／こちらは「渦の道」の入り口　右／エディは渦の道
に隣接している

鳴門と言えば渦潮ですが、関連の施設は大鳴門
橋周辺に点在。「渦の道」を始め、「大鳴門橋架
橋記念館エディ」などでは渦潮の仕組みや鳴門
海峡の地形、徳島の橋脚など、さまざまな視点か
ら渦潮を学ぶことができます。

見る

大塚国際美術館
大塚製薬が中心となっている大塚グループが設
立した日本最大級の陶板複製名画の展示を中
心とした美術館。すべて
原寸大のスケールで再
現されているので、作品
の迫力は圧巻の一言。
NHK紅白歌合戦で米津
玄師がこのホールから中
継したことで全国的に注
目が集まりました。

晴れの国を楽しむボーティングスタイル

カリフォルニアテーブル
マリーナのオススメはカリフォルニアテーブル。ホ
テルリッジが運営するレストラン「カリフォルニア
テーブル」は大鳴門橋を見下ろし、鳴門海峡を眺
めながら食事を楽しめるので、県内外からのお客
様に人気の場所です。現在は感染対策で座席
数が少なくなっているので予約は必須です。

食べる

ざまな文化交流事業が行われました。特に音楽
活動には熱心で、日本で初めて第九が演奏され
た場所がこの鳴門だったと言われています。

◀フレンチベースの
カリフォルニアキュイ
ジーヌ

▶日替わりのランチメ
ニューといってもすべ
てがコース料理。ロ
ケーションの良さが素
敵なエッセンスとなっ
ています

鳴門ア・ラ・カルト

霊山寺
空海とゆかりのあるお寺を巡る一行が大阪を出
発し、淡路を経由して撫養港に到着。一番近いお

寺がこの霊山寺という説から、四国お遍路八十
八ヵ所霊場の第一番札所となったとも言われてい
ます。社務所にはお遍路巡りグッズがたくさん販
売されています。

鳴門市ドイツ館
第一次世界大戦の時に捕虜となったドイツ兵を
収容していた「板東俘虜収容所」が鳴門にあり、
捕虜に対しても自由活動を認めていたので、さま

だい めい

阿那賀沖

大鳴門橋沖

小鳴門新橋

淡路島

大鳴門橋
北泊漁港

小鳴門海峡
（小鳴門筋）

鳴門海峡

大鳴マリーナ 2 km
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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て誕生した企画「マリーナ

自慢 ー新しい海に会いに行こうー」。今号も、魅力的なマリーナ自
慢をお届けします。
　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。胸が躍る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 ！

会

by Sea-Style

❶ ニューポート江戸川
❷ ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
❸ ハーバージョナサン
❹ ボートパーク広島
❺ 海の中道マリーナ＆テニス

関東エリア
関東エリア
中部エリア
中国エリア

九州・沖縄エリア

※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

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖  ☎ 0460-83-1112
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根144❷

都会の喧騒を忘れて、箱根の穏やかな湖
「芦ノ湖」を満喫しませんか？
箱根で唯一、 ボートがレンタルできる 「ザ・プリンス 箱根芦ノ
湖」。湖上から箱根神社の赤鳥居を望む、という特別な体験
ができます。これからの季節なら紅葉も一緒に楽しんでいた
だけますよ。 「ザ・プリンス 箱根芦ノ湖」のレストランでは、旬
の地元食材を活かしたメニューを多彩に取り揃えたビュッフェ
をご用意しています。都会の喧騒を忘れて、芦ノ湖で素敵な
秋の1日をご堪能ください。

3つのポイント
①箱根唯一のホーム
　マリーナ
②紅葉に、グルメに、
　秋にイチオシ ！
③日帰りも宿泊も大歓迎♪

ホテル館内 デザートの
種類も豊富

箱根神社
「平和の鳥居」

欲張りに楽し
もう♪紅葉も一緒
に。

オススメの
遊び方 ！ 紅葉狩りと絶品料理で秋尽くし ここが

自慢です

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

お勧め
グルメ ！ 最高のロケーションで本格イタリアンを 海とクルーザーが見渡せるイタリアンレストラン

ゆったりランチや夜景を楽しむディナーにいかが♪
ボートパーク広島は充実した設備を有し、快適で安心なマリ
ンライフを楽しめる複合施設です。中でもお勧めなのが、船と
海が一望できるイタリアンレストラン「キャナリィ・ロウ」。ラン
チ・ディナー共に、サラダなど約20種類の前菜が食べ放題で
す。ディナーは定番＆季節のデザートバイキングもどうぞ♪
シースタイルご利用の前後はもちろん、素晴らしい景色を楽し
むお食事としてもご利用ください。

3つのポイント
①季節毎のパスタ・ピザも
　ご用意
②オシャレなお店も施設に
　あって◎
③係留施設・設備が充実 ！

キャナリィ・ロウ 広島ボートパーク店　TEL.082-247-1881
営業時間／ランチ11:00～、ティー15:00～、ディナー17:30～22:00

レストランのご予約は
コチラ

デザートも
手作り♪

キャナリィ・ロウ
からの景観

開放感のある
テラス席

豪華な前菜が
人気 ！季節で変わ

る
ここが
自慢です

ハーバージョナサン  ☎ 053-522-4666
静岡県浜松市北区細江町気賀11152❸

ゆっくりと時間が流れる
静かで穏やかなマリーナへ、ぜひお越しください。
ハーバージョナサンは、時の流れを忘れてしまうのんびりとし
た雰囲気が持ち味です。静穏な浜名湖がゲレンデのマリー
ナだから、初心者の方でも安心。帰港後は、湖畔のテラスで
ゆったりとした時間をお過ごしください。ローカル線「天竜浜
名湖鉄道」で、田舎風景を楽しみながらお越しいただくことも
できます。最寄り駅「寸座駅」からは綺麗な浜名湖が望めま
すよ。スローなマリンライフを満喫しにきませんか。

3つのポイント
①穏やかなロケーションが
　自慢 ！
②湖畔のテラス席は
　特等席
③リピーター多数♪

クラブ艇は
「AS-21 WB」

寸座駅から
浜名湖を望む

ハーバー
ジョナサン外観

スローなマリンライフを体験しよう

非日常を
感じるテラス席

初心者
大歓迎 ！ここが

自慢です

海の中道マリーナ＆テニス  ☎ 092-603-2221
福岡県福岡市東区西戸崎18-25❺

海の中道海浜公園（国営公園）は遊びスポットが
目白押し ！ シースタイルと合わせて1日中楽しもう。
国営公園内にある当マリーナは、広大な敷地にある多くの遊
び場に加え「ザ・ルイガンズ.スパ＆リゾート」や「マリンワールド
海の中道（水族館）」も隣接しており、シースタイルと合わせ
て充実した1日が過ごせます。これからの季節なら、シーバス
釣りの後にホテルで食事も良し、公園でサイクリングも良し。
クルージングと水族館の王道の組み合わせなら季節を問い
ません ！  ぜひ、家族や仲間と遊びに来ませんか。

3つのポイント
①国営公園内でホテル・
　レジャー施設が充実
②市内中心部から車で
　約20分
③ウエイク・フィッシング
　ポイントまで約5分

これからの季節は
シーバスが狙い目 ！

福岡タワーと福岡
 PayPayドーム

四季折々の
お花イベントも開催

恵まれた
環境 ！ 遊び方、組み合わせいろいろ ♪

ザ・ルイガンズ.ス
パ＆リゾート

ここが
自慢です

海の中道マ
リーナ＆テニ

スと

普段では見られない角度から
東京の新しい一面を発見する旅へ出航♪
都内のクルージングや浦安界隈・東京湾で釣りが楽しめる好
立地のマリーナ、ニューポート江戸川。クルージングでは、都
内及び近郊の風景を普段見られない角度から堪能できま
す。 秋には浦安界隈でタチウオ・サワラ・イナダが釣れる ！ と
評判で、釣り自慢達が毎年集います。桟橋は全長約100m
と長く設けていて、ビギナーからも「停泊しやすい」と好評で
す。魅力満載のこの海に、ぜひお越しください。

3つのポイント
①東京湾屈指のクラブ
　艇数 ！
②マリーナレストラン
　「トリム」も自慢
③釣りスポットが豊富♪

ニューポート江戸川  ☎ 03-5674-7166
東京都江戸川区東葛西3-17-16❶

恵まれた
環境 ！ 都内の魅力的なスポットを堪能 ！

桟橋は
全長100m

充実のトリムの
メニュー♪

お台場も
航行区域

スカイツリーは
新鮮 ！

ここが
自慢です

船上から見
る

MARINA MAP

※レストランのコロナ対策としまして、ご自身の携帯電話からお席にてご注文いただけるオーダービュ
　ッフェ方式を採用しています（ご予約はWEBまたはお電話にて）。



シースタイル・チャータープランでプロのおもてなしを体験して、
船長としての知見を広げませんか。

フィッシングチャーターとは
　フィッシングチャーターは、貸し切り＆船長・釣りガイド付きで、初心者
から上級者までボートフィッシングを存分に楽しめる、新しい釣りのスタ
イルです。いつもご自身の操船で釣りをされている方や、釣り初心者の
方と一緒にボートフィッシングをしてみたい方にオススメ ！ ぜひフィッシ

フィッシングチャーターの特徴

魅力的なスポットとアクティビティに精通したスタッフがエスコートする新着のクルージングプランを、一部ご紹介します。

釣りに精通したスタッフがエスコートするフィッシングチャーターのプランを、一部ご紹介します。

ひとクラス上 のマリンスタイルへ

　熟練の船長による操船で、沖縄のマリンブルーを存分にお楽しみいただけま
す。コースは3つ、いずれも「クラブ艇利用料」「キャプテン派遣料」「燃料代」が
含まれたパッケージプランです。10:00～16:00（サンセットコースは17:00～
20:00）の中のお好きな時間帯でご利用いただけます。乗船定員：12名。

マリンランド「北谷フィッシャリーナ店」 TEL.098-989-0647
沖縄県中頭郡北谷町美浜54番地うみんちゅワーフ内

「グラマラス・ボーティング」をコンセプトに、抜群の加速性能と
走行フィーリングを備えたクラブ艇最大のボートSR330。
憧れの大型艇で沖縄の海を堪能しよう ！

北谷からもっとも近い国立公園、チービシ（ナガンヌ
島・クエフ島・神山島）エリアをクルージング。手付かず
の自然が残り、海の透明度が抜群です。

チービシコース
199,200円/組3時間

沖縄の西海岸でしか味わえない、水平線に沈むサン
セット。夕陽を海上から楽しむことができるクルージング
です。優雅に非日常を体験しませんか。

サンセットコース
159,100円/組1.5時間

断崖絶壁の絶景クルージング。高さ約30メートルの
断崖が約2キロも続き、海上から見上げる景色は迫
力満点です。絶景の観光地として大人気。

＜オプション＞ チービシコース、残波岬コースをご利用の方は、下記オプションの追加が可能です（別料金）。
■シュノーケリング ： 2,200円／セット  ■三線演奏 ： 22,000円／演奏者1名

残波岬コース
199,200円/組3時間

フィッシングチャー
ターと各プランの
詳細はコチラ▶

他にもたくさん
プランがあるよ ！

フィッシングチャーター
今後実施を予定しているマリーナ

◆ヤマハマリーナ沼津
◆「マリンインフォメーション」
　イオンモール神戸南

◆セントラル
◆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※2021年9月末時点

自信を持って大切なゲストをお招きしたい会員様へ

シースタイル・チャー
タープランと各プランの
詳細はコチラ▶

　「シースタイル・チャータープラン」は、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。ゲスト
への配慮（目配り・気配り・心配り）、魅力的なクルージング・フィッシングスポット、海域を知り尽くした安心安全な航行な
ど、すべて熟練の船長が担当して「おもてなし」をしてくれます。
　家族や仲間、大切なゲストを招いておもてなしをするための、船長としてのスキル・知識をレベルアップする目的での利
用や、たまにはすべてをお任せして洋上の特別な時間を過ごすための利用もOKです。いずれも、船長としての知見が広
がる貴重な体験になるはず♪ぜひお気軽にご利用ください。

SR330パッケージプラン
沖縄でSR330に乗ろう ！

 

01 気兼ねなく、自分たちのペースで楽しめる
02 いつでも綺麗なボートで快適な釣行
03 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
04 釣り具のレンタル料金込み（プランによって異なる場合有）

Cruising Plan

ングチャーターを利用し、船長に操船＆釣りガイドをお任せして、気の合
う仲間と釣りに専念して楽しんでみませんか。今後も続々と実施マリー
ナやプランが増加予定 ！ ご利用をお待ちしています。

Photo/SR330

クルージングプラン

フィッシングプラン

「釣りのことは何も分から
ない」「何年も釣りから離
れていて不安だ」なんて方
も安心。ポイントの案内だ
けでなく、釣り方や最新の
レンタルタックルの使い方
もレクチャーします。お気軽にご参加ください。

初めてのボートフィッシングは
穏やかな湖に決まり ！

磐梯マリーン猪苗代ビーチサイドマリーナ              福島県

大手釣り具メーカー「シマ
ノ」の釣りガイドでボート
フィッシングのエキスパート
椙尾和義さんが同乗し、
道具の準備から釣った魚
の処理までレクチャーしま
す。タックルの動かし方や東京湾のポイントも学びます。

自分たちでボートフィッシングを楽しめるよう
レベルUP ！

横浜ベイサイドマリーナ              神奈川県

釣り方を学びながら自分の
ペースで釣りができ、約4時
間でデビューを目指すプラ
ンです。時間は2つから選
択可。7:30集合なら釣れ
る可能性UP ! 8:30集合な
ら朝ゆっくり開始できます。メインターゲットは「真鯛」 ！

釣りに興味はあるが、何から始めれば良いか
分からない方へ。

湘南マリーナ              

操船があって、お子様と一
緒に釣りができない方の
ために、ファミリーフィッシ
ングプランをご用意。帰港
後、ご希望の方には、釣っ
た魚を美味しく食べるため
の処理の仕方や、料理方法等もレクチャーいたします。

釣りに行きたい ！ お子様と一緒に釣りができる
プランです。

クリエイションマリーナ              大阪府

楽しく快適に、和歌山県・
友ヶ島の五目釣りに出か
けましょ～！糸の結び方、釣
り方、ポイントもスタッフに
お任せください。ご家族や
友人と、プライベート空間
で一緒にボートフィッシングを楽しみましょう♪

「ちょっとボートで釣りをしてみたいな」と
いう方にぜひ。

いずみさの関空マリーナ              大阪府

鯛ラバ釣法を知り尽くした
後迫正憲さんと釣りを一
緒に楽しみながら、攻め方
や特別なテクニックを質問
するのにも良い機会です。
エキスパートからのレッスン
は釣果向上の最短ルートになるはず ！

有名テスターから、プロ直伝のテクニックを
船上で教わろう。

広島観音マリーナ              広島県

●使用艇／G3ポンツーンボートV322RF
●定員／1組5名様まで  ●対象／ボートフィッシング初心者
※船長兼釣りガイド1名が同乗します

●使用艇／F.A.S.T.26
●定員／1組4名様まで ●対象／ボートフィッシング初心者
※船長1名、釣りガイド1名が同乗します

●使用艇／YFR-24
●定員／1組4名様まで ●対象／ボートフィッシング初心者
※船長1名、釣りガイド1名が同乗します

●使用艇／F.A.S.T.26
●定員／1組5名様まで ●対象／ファミリー向け
※船長兼釣りガイド1名が同乗します

●使用艇／YFR-24
●定員／1組4名様まで ●対象／ボートフィッシング初心者
※船長兼釣りガイド1名が同乗します

●使用艇／SR-X
●定員／1組3名様まで ●対象／ボートフィッシング中・上級者
※船長1名、釣りガイド1名が同乗します

New
Style

Fishing Plan

神奈川県

※表示価格は2021年9月時点の税込価格となります。 ※価格、プラン内容は変更になる場合があります。 ※新型コロナウイルスへの対応につきましては、P.19をご覧ください。

ファミリーフィッシングプラン
【平日】 65,000円/組  【土日祝】 73,000円/組

友ヶ島でボートフィッシングに初挑戦 ！
【平日】 78,100円/組  【土日祝】 84,900円/組

後迫テスターの「鯛ラバ釣り」レッスン
【全日】 92,000円/組

手ぶらで挑戦 ！ ボートフィッシング<お手軽コース>
【全日】 46,800円/組

SHIMANO椙尾さんから学ぶ夢の6時間
【全日】 113,300円/組

4時間のボートフィッシングデビュープラン
【平日】 51,600円/組  【土日祝】 54,600円/組

★その他プラン有

★その他プラン有

★その他プラン有

★その他プラン有

10❾



中部エリア
関西エリア

マリンインフォメーションから片道およそ7マイルの
須磨沖・横瀬周辺に、シーズン終盤でも釣りやす
い太刀魚を狙いに行ってみましょう。GPS魚探を
駆使し、狙って釣った自分だけの太刀魚は格別で
す。ボートポジションを常に意識して、太刀魚の群
れの先頭がどこにいるのか想像しながら釣ってみ
ましょう。初心者にもオススメの「冷凍イワシを巻い
たタチウオテンヤ」を用いたり、自分のリズムで動
かすジギングも効果的なプレゼンテーションです。
オフシーズンになる前にぜひお越しください。

シーズン終了間近！  初心者にも
オススメの太刀魚テンヤ、太刀魚
ジギングに挑戦してみませんか？

天然のいけすと言われるだけあっ
て釣りポイントの多い富山湾。水
深300m以上の海底谷で様 な々
回遊魚が集まってくるため、底物
は年中釣れますよ。高級魚の「の
どぐろ」に出会えることも♪その他
にもイカのポイントがあり、存分に
釣りをお楽しみいただけます。ク
ルーズビュースポットも◎。晴れの
日に海から望む立山連峰は圧巻

です！ また、海王丸パークに停船している「帆船 海王丸」は、陸から眺める景色とは一味
違います。新湊大橋と海王丸が一緒に写真に収まる絶好のアングルを見つけてみてくだ
さい。クルーズならば3時間でも存分にお楽しみいただけます。

神秘の海！
富山湾に来られ～♪

通年日程

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

日本一深い駿河湾の奥にある内浦湾。その内浦湾にある当マ
リーナから出港して10分程走ると、水深は300m以上になりま
す。50㎝以上の真鯛や青物から深海魚まで、さまざまな釣りを楽
しむことができます。特に深場釣りは、赤むつ、黒むつなどの高級
魚が釣れることで有名です。

そんなロケーションの当マリーナより、2つのプランをご提案します。
❶「深場釣りがよく分からない」という方に、仕掛け・エサ・ポイント等をスタッフがレクチャー
します。❷雄大な富士山を眺めながらの内浦湾クルージング。海とのコントラストが素晴ら
しく、とても綺麗です。海底の地形や駿河湾の歴史など、あまり触れることのない沼津の
海を、スタッフが同行してご案内します。ご利用をお待ちしています。

富士山と日本一の深さを誇る
駿河湾で釣りを楽しもう！

通年日程

広大な水郷地帯の潮来から水門を越えて、水の郷さわら「川
の駅」で下船。レンタル自転車に乗り替え（歩きも可）、街中で
昼食をとりながら散策しましょう！ 帰りは大正時代に作られた横

利根閘門を通り抜け、水郷ボートサービスに帰港。利根川をボートでぐるっと回り、小江戸
さわらの町並みを自転車で散策する、充実の1日コースです♪

ボートとレンタサイクルでGO！
通年日程

名古屋市に立地する海蔵から、
伊勢湾へフィッシングに出掛けて
みませんか？ 初心者の方でも操
船のしやすい海域で釣りをお楽
しみいただけます。ワラサ、ハマチ
やサワラなどが回遊しているポイ
ントが多数あり、時にはブリの釣
果があがることも！ 詳細はスタッフ
へ気軽にお尋ねください。海蔵で
はフィッシングに適したクラブ艇
「F.A.S.T.23」を配備してお待ち
しています。

名古屋市内からも行ける！
伊勢湾でフィッシング

通年日程

晩夏～初冬日程

関東随一の魚影の濃さを誇る銚子マリーナ周辺。
何と言ってもその魅力は太平洋に面していること。

黒潮と親潮がぶつかる海域
に張り出したロケーションは
釣りに絶好です。これからの
時期はサワラやタイが狙い
目。ヒラメもそろそろ入ってくる
シーズンです。銚子マリーナ
で釣り三昧の一日はいかがで
すか？

出港したらすぐ太平洋！  
根魚から青物、ヒラメまで、
色々な魚種とのファイトを楽しもう！

通年日程

クルージングは3時間コースでも十分満喫できます。晴れた日に見え
る格別の「富士山」と「三保の松原」を、是非とも堪能してください。
シースタイル利用後は、清水ならではの観光スポット「エスパルスド

リームプラザ」や久能山のいちご狩り、海鮮グルメなどがオススメ ！  ぜひお越しください。

富士山と三保の松原を海上からパノラマビューで満喫
通年日程

中部エリア

関東エリア

富士山を見ながら
フィッシング＆クルージング！

久能山のいちご狩り

水門の操作ロープ

横利根閘門レンタサイクル

人気の山田うなぎ店

利根川閘門（水門） 水の郷さわら（川の駅）

銚子マリーナ空撮

出港後、右手に富士山を望む真鯛は一年中釣れる

1mオーバーが釣れることも

ダイイチ名古屋店 海蔵

立山連峰を船上から

新湊大橋と海王丸 のどぐろが釣れるかも♪

タチウオテンヤ40号に冷凍イワシは、大阪湾の定番ジギングも楽しめる

YFR-24、風車をバックに

季節ごとに異なる表情を見せる富士山

三保の松原

一日中楽しめる
エスパルスドリームプラザ

釣り&絶景
巡り

兵庫県神戸市兵庫区中之島
2丁目1-1イオンモール神戸南1F

「マリンインフォメーション」
イオンモール神戸南 ☎078-599-5277
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サーベルフィッシュプラン

富山湾フィッシング＆クルージングへ！

F.A.S.T.23、FR-20使用艇

ようやく爽やかな秋風を感じられる、心地良い季節になりました。今号も全国のホームマリーナから届
いたお勧めの海遊びプランをご紹介します。太平洋の様々な魚種とファイトする釣り三昧のプラン
や、雄大な富士山と三保の松原を巡るクルージング、釣りにランチにSUPを楽しむ1日満喫プランな
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。

※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。
※基本的に船長（操船）は会員様となります。プランによっては、スタッフが同乗するプランもございます。

★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。 

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

※事前予約制、平日のみのプランとなります※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。

要予約予約❶9:00～15:00  ❷9:00～12:00時間 F.A.S.T.23、SR-X使用艇
スタッフ同乗料金 ❶18,000円／6時間  ❷12,000円／3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

富山県高岡市城光寺120番日本海マリン 城光寺マリーナ ☎0766-44-8558

5

茨城県潮来市潮来5043水郷ボートサービス ☎0299-63-1231

1
小江戸さわら歴史散策

※レンタル自転車は予約が必要です。受付の際にお申し付けください。

要予約予約9:30～15:30時間 AR195使用艇
水の郷さわら（川の駅）桟橋係留料金 500円/回、
レンタサイクル2台まで無料、食事代は実費（6時間 クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金

愛知県名古屋市熱田区神戸町1001ダイイチ名古屋店 海蔵 ☎052-679-5601

6
伊勢湾でフィッシングに挑戦！

※写真にYFR-24が写っていますが、ダイイチ名古屋店 海蔵にYFR-24の配備はありません。

F.A.S.T.23使用艇
YFR-24使用艇

9:00～12:00時間 SR-X使用艇
駐車料金別途、食事代は実費（3時間 クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金

千葉県銚子市潮見町15銚子マリーナ ☎0479-25-7720

2
太平洋で釣り三昧

YFR-24使用艇

静岡県静岡市清水区折戸2丁目1番3号富士山羽衣マリーナ ☎054-337-1113

3
富士山ビュークルーズ

伊勢湾エリア

愛知三重

富山湾エリア

石川

富山

大阪湾エリア

大阪兵庫

アコウダイ高級魚のアカムツ・クロムツ
歴史を肌で

感じよう!

雄大な富士
山を

海上から眺
めよう

釣りもクル
ージングも

◎

太刀魚を狙
うなら今 !

最高の1日を過ごそう♪

釣りも絶景スポットも堪能しよう！

大物が海で待っている♪

駿河湾エリア

愛知
静岡

霞ヶ浦エリア

茨城

銚子エリア

千葉

初心者でも
安心♪

絶好の釣り
スポット!
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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。

食事代は実費（クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金

九州エリア

四国エリア

長崎県対馬市美津島町洲藻907☎0920-52-0308

浅茅湾 自然と歴史探索満喫プラン

10
ハタシママリーナ

F.A.S.T.23使用艇要予約予約

対馬の中心部にあるリアス式海岸が
広がる浅茅湾を、自由気ままにクルー
ジングできるプランです。歴史やありの
ままの自然、地元の人々の営みの風
景を間近でご覧いただけます。ランチ
は地元で獲れたての黄金あなごが味
わえる「あなご亭」で舌鼓 ！

ランチは「あなご亭」で
黄金あなごを堪能！

通年日程

秋の旅行にいかが♪

海を遊び尽くそう♪

関西エリア

赤穂店はフィッシングポイントに非常に恵まれたところで、1年を通して様 な々魚を釣ることができ
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・ア
オリイカなど。その他、タイは年間を通して釣れますし、季節や時間によってはブリが釣れることも
ありますよ ！ 釣りでファイトした後には、マリーナ近隣の温泉街で疲れを癒してくださいね。

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！
通年日程

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＆温泉街でリフレッシュ

F.A.S.T.23使用艇
温泉をご利用の際は実費、食事代は実費（クラブ艇利用料金・燃料費別途）料金

午前中はシースタイルで釣り！
お昼に帰港して何をしよう？
なんて言わせません！  
楽しみが満載の三豊で1日を
満喫してください。

通年日程

香川県三豊市仁尾町仁尾己918-12仁尾マリーナ ☎0875-82-3203

9
三豊を1日満喫プラン！

※あなご亭をご利用の際は、事前に係留・席のご予約をお願いします。詳細はハタシママリーナまでお問い合わせくだ
さい。

※ワイン食堂 Palmier（パルミエ）は事前予約がお勧めです（当日受付も可）。週末は満席になる可能性があります。
ご予約はパルミエへ＜0875-24-9301＞。※バーベキューハウスは事前予約がお勧めです（当日受付も可）。週末は
満員になる可能性があります。ご予約は仁尾マリーナへ＜0875-82-3231＞。※Free Cloud（フリークラウド）のご予
約は、お客様ご自身でお願いします＜080-3924-9610／http://free-cloud.jp/＞。

要予約予約9:00～12:00時間 AS-21 WB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

父母ヶ浜（ちちぶがはま）

SUP

バーベキューハウスワイン食堂 Palmier（パルミエ）

ランチはあなご亭がオススメ ！ 赤島大橋

古くから竜宮伝説が残る和多都美神社

自然と歴史
に

触れよう!

釣りの後も
楽しみが

いっぱい♪

釣りも温泉
も楽しもう！

午前中はマリーナ近海ポイントでキス・
アジ・マダイを狙ってフィッシング ！  近場
のポイントなので、半日でも大丈夫です。

お昼に帰港して午後
は… ？  まずはマリーナ
内にある施設でお昼を
お楽しみください。

■ワイン食堂 Palmier
（パルミエ）／マリーナ2階

地元食材を使ったカジュ
アルなフレンチビストロで
す。絶景のロケーションと
美味しい食事でバケー
ション気分を味わおう！

■バーベキューハウス／
マリーナ内

約10名様が囲める炉を4
基備えており、団体グ
ループでもご利用いただ
けます。
2,200円／炉

お腹が満たされたら
ちょっとのんびり夕日を
バックにSUP？ カヤッ
ク？ それともインスタ映
え？ 1日の締めくくりを
のんびり過ごしましょう！

■Free Cloud（フリークラ
ウド）／マリーナ近隣施設

SUP・カヤックでのんび
り、ゆっくりと瀬戸内の「海
時間」を五感で感じてみま
せんか。

■父母ヶ浜（ちちぶがは
ま）／マリーナからすぐ

南米ボリビアの天空の鏡
とも呼ばれる「ウユニ塩
湖」のような写真が撮れ
ると話題のインスタ映え
スポットです。

香川エリア
香川

播磨灘エリア

兵庫

香川
徳島

岡山

対馬エリア

対馬市
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初心者が操船の中で最も戸惑うのは
「離着岸」
　その大きな要因は、「ボートが流れる」という
特性があることです。ボートは、風や水流、推
進力の惰性でその場に停まっていてはくれま
せん。少し風が強くなるだけで四苦八苦しない
よう、離着岸のポイントを解説します。

十分に減速し、気持ちにゆとりを持っ
て、手順や風・潮を確認しよう。
　離着岸の難しさは、その時々の風や水流の
方向、強さによってボートのコントロールが左
右されることです。離岸前では、どの係船ロー
プを最後に外し、誰が船を押し出すか？の手
順を確認。着岸前は、一度船を完全に停め
て、風や潮にどれだけ流されるか？をしっかりと
確認し、気持ちのゆとりをもって、前進・ニュー
トラル（足りなければ前進）を繰り返し、微速
で着岸します。ニュートラルにしても惰性で前

進していますので、風に押されて丁度着岸で
きるくらいの慎重な操作がベストです。

　離岸にあた
り、「係船ロープ
を外す順番」や
「船を押し出す
方向」などを事
前に確認し、落
ちついて行いま

しょう。マリーナ側もできるだけ配慮して係留位
置を決めていますが、風が強い時や狭い桟橋で
は、船長と同乗者がテキパキと共同作業で行わ
ないと難しいケースもあります。自分達の技術
では難しいと感じた場合は、遠慮せずマリーナ
スタッフに応援を仰ぎましょう。

　桟橋のどの位
置に係留する
か。また、桟橋側
の係船具の位置
とタイプを確認
したうえで、右
舷・左舷のどち

ら側で着岸するべきか。それらを判断し、適した
ロープやフェンダー、ボートフックなどを準備す
るためには、時間が必要です。入港後、波の無い
穏やかなところで、係船備品の準備や作業の手
順はもちろん、役割、合図を出すタイミング、注
意事項等を、着岸する前に船長から同乗者に
しっかりと伝えましょう。

船長としての心得や操船スキル向上のためのポイント、ボートの事故・
トラブルを未然に防ぐ方法やその対処法などをご紹介する誌上マリン塾。
第3回目は、離着岸のポイントと大切な見張りについてチェックします。

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 ! 

▲

　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
　電子クーポン3,000円分をプレゼント

ふ  し
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気持ちにゆとりをもって慎重に第 3 回 離着岸は安全第一

　同乗者が初心者の場合で船長が主に作業する
となると、着岸前の準備はかなり忙しく、操船上
危険ですので必ず船の行き足を止めてから行っ
てください。

操船における船長の役目
同乗者への「気配り」「見張り」が大切
 航行中の同乗者への気配りはとても大切で
す。自分よがりにスピードを出し過ぎたり、急旋
回などを行ったりしてはいけません。事前に同
乗者へ注意を促していても、初心者なら不注
意な動きや危険な行動をとってしまうことがあ
ります。特に子供に対しては、航行中はキャビ
ン内に居てもらい、常に誰かが見張れるように
してください。フライングブリッジなどで操縦席
からの死角がある場合は、同乗者に見張りを
協力してもらいましょう。また体調面では、途中
で気分が悪くなったり、何かにぶつけて怪我を
したりすることも考えられます。
 

　安全で楽しい一日を過ごしてもらうために
は、同乗者へ注意を向け、船長が気配りをし
つつ見張ることが大切です。

離岸時

着岸時



タチウオの名は、姿が「太刀」に似ている
ことや、頭を斜め上方に向けた「立ち」泳ぎが
得意なことからなど、諸説ありますがとにかく
美味しい魚です。

１年中狙うことができますが、生息場所の
条件としてはベイトフィッシュ（捕食する小魚
類）の有無に左右され、具体的な水深は10
メートルから150メートルまでと幅広いうえに、
神出鬼没であることから「幽霊」として例えら
れることがよくあります。

タチウオの行動はベイトフィッシュの行動
に左右されるので、その動きに対応できる
ボートコントロールが求められます。具体的に
はボートはアンカリングせず、スパンカー流し
やドテラ流しでタチウオの魚群反応の上に
ボートを乗せ続けることが大切であり、タチウ
オの移動にボートを追従させるのが理想とな
ります。
但し、タチウオ釣りのメッカとなっている大

阪湾や東京湾では遊漁船やプレジャーボー
トが密集する傾向があるので、タチウオへの
ボートの追従よりも他船との接触事故に留
意した実釣中の
見張りの励行が、
何よりも大切な
ボートコントロー
ルとなります。

第14回
タチウオ

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

　

第14回目は、細長いシルバー
ボディーにいかつい顔ですが、
釣りの楽しさと味覚の良さから
大人気のタチウオです。

タチウオはこんな魚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。

タチウオ用ジギング
タックル＆仕掛け図
ライン
DAIWA
UVF メガセンサー 8ブレイド＋Si
1.5号 300メートル

ロッド
DAIWA
鏡牙X
63B-2

リール
DAIWA
スパルタン 
MX IC
150H

ルアー
DAIWA
鏡牙ジグーH（フック付き）
80グラム～160グラム

リーダー
DAIWA
ディーフロン 船ハリス
6号 2メートル

ラインとリーダーの
接続はFGノットなど

ボートコントロールCheck!

タチウオ狙いには様々な釣法があります
が、今回はルアー（疑似エサ）を用いるジギン
グについて紹介します。魚群探知機に映し
出されたタチウオらしき反応の下側5メートル
までルアーを降下させ、魚群反応の中にル
アーを通過せていくことになります。
その際、ルアーにアクション（動き）を与え

ることで、あたかも本物の小魚が存在するか
のようにアピールします。
但し、タチウオの食欲によって適したアク

ションが異なるので、様々なアクションを試し
てみて当日に適したものを見つけることが大
切です。ヒットしたらラインテンションを維持す
るようにリールを巻き、最後はリーダーを掴ん
で取り込みます。タチウオは歯が鋭いので口
元からルアーを外す際にはプライヤー等を使
用し、ケガのないよう注意しましょう。  

釣り方Check!

タチウオジギング ボートコントロールと釣り方

基本はリールのハンドルを
回しながらロッドを上下させ
るワンピッチジャークとする

ジャークの長さやステイ
時間を変え、当日のヒット
パターンを探る

●ジグは形状によって動きが異な
り、さらにジャークのストロークを変
えることで様々なアクションを作り
出せる

●ジグの色は水中の明るさや濁り具
合によって使い分ける タチウオの層の下5メー

トルまでルアーを降下し、
ジャークを開始する

●タチウオは表層近く
にまで浮いていること
があるので、魚探を見
ながら攻める範囲を
決定する

タチウオ
の泳ぐ層

スパンカー流し ドテラ流し ＋ 補正

●タチウオの反応の真上を維持するように操船する

釣り方のポイント

操船のポイント

釣り方 1 釣り方 2

　魚をさばくことは難しいですが、ポイントとコ
ツをしっかりと認識し、短いスパンで繰り返すこ
とで急速に上達していきます。その近道とは、
魚と包丁に慣れることなのです。さて、前号で
3枚におろしたアジの身。

　頭側より数センチほどは、横たわった腹骨
の下に、縦方向に小骨が位置していて、お互
いの骨が接続されています。先にここを切り
離しておきます。
　続いて、3枚おろしで皮にラインを引いたよ
うに、切り取る範囲に浅く切り込み、ここへ刃
を入れると認識しておきます。骨の上に刃を当
てて切り進めた3枚おろしの工程とは逆に、骨
の下へ差し入れて切ることになります。刃の角
度を下向きにしてしまうと、脂がのって美味し
い身の大半を失いかねませんので、意識して

刃の上側に位置する骨に密着できるよう、湾
曲した骨と白く残った腹内側の皮もすくい上
げる動きで、端まで切り取ります。最後は身の
中心にある小骨のラインと平行に切り離す
と、綺麗に見えます。次に、

　身幅のあるブリなどは、先に小骨のラインに
沿って切り分けてから皮を引きます。皮引きの
ポイントは3つ。
①魚と包丁は90度
　慣れるまでは魚に対して刃は直角に当て
て、寝かします。
②包丁の柄はまな板の外へ
　意識して刃を寝かしても、柄には厚みがあ
るために皮と密着できませんので、まな板手
前側に魚を位置することで、刃が皮に沿うよう
に配置します。

③両手を寄せ・離す動きで
　寄せ、離すという小刻みな動きで、少しずつ
刃を進めます。
　尾の端部分は筋張っていて刺身に適しま
せんので、少々大目に外すつもりで、またしっ
かりと保持する意味で、親指第一関節分くら
い使って尾は離さないこと。特にアジの皮引き
は、食材を切る作業の中でも難易度は高いで
すので、気負わず臨みましょう。もし途中で皮
が切れてしまっても、アジの場合は頭側から
シールを剥がすかのように捲り取ることもでき
ますので、ご心配なく。

　少しでも多く身を残したいでしょうが、身に骨
を残す方が問題ですので、少々大胆でもしっ
かりと、骨の左右に包丁を垂直に入れて切り
離します。アジなど身幅の広くない魚の場合、
骨抜きで抜くのもお勧めです。その場合、骨が
傾いている頭方向へと抜くのがコツです。骨
も皮も外した柵の状態となれば、刺身はもう目
の前です。

（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。

これまで下処理～3枚おろしをご紹介しました。
今号は腹骨のすき取り～皮引きを伝授します。

次は腹骨をすき取ります。 アジは身幅が狭いので先に皮を引きます。

最後に小骨を外します。

その⑧魚をさばく／皮引き

❶

❷

❸

▲身の中央の小骨と平
行に切り落とすと綺麗

▲腹骨をすき取った身

◀すき取る腹骨の
端に沿って浅く切
れ込み線を入れる
（青線）。横向きの
腹骨と縦向きの小
骨を、包丁で5mm
程差し入れて切り
離す（赤線）

◀皮引きは尾側から。フキンを使い、親
指第一関節分の幅でしっかりと持つ。
爪に刃を当て、包丁を持つ手には力を
入れずに切り入れる
・力を入れると皮が切れ失敗する
・魚と包丁は90度
・包丁の柄はまな板の外へ（柄に厚み
があり、皮に密着できないため）

◀刃の上の骨から離
れず、すくい上げる感
じで腹骨をすき取る

▲包丁がまな板（魚の
皮）から離れなければ、
皮に身は残らない

◀中央にある
小骨の左右を
切る。包丁は垂
直に

▲身だけの柵取りの完成
▲プロの皮引きは90度ではなく
狭角。刃は手前に引く一方通行

◀皮引きの完成

▲包丁を押し引きし、包丁の
幅分切り進める。寄せ・離す
（2cm程の小さな動き）を繰り
返して前へ前へと進む包丁
の先・刃元どちらもまな板から
浮き上がらないよう注意する

腹骨処理 皮引き
❺

❻ ❼
10

11

❽

❾

▲外した骨（右）に身が
付いているが「身を少
なく」と意識しすぎて身
側に骨を残しては意
味がありません

❹

＊写真は右利き
  での紹介とな
  ります

　

柵取り

参考

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.078-599-5277／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
4,300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

初めての方でも失敗のない魚のさばき方と魚料理のコツ
料理／ツバスのカルパッチョと煮物・ツバス大根

内　容

▲さばき方を分かりやすく解説 ▲関西での呼び名ツバス（小型のブリ）▲和食の定番ツバス（ブリ）大根
申込期間 ～11月4日（木）

失敗のない魚のさばき方をマスターしよう ！
わかりやすいと大好評!

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。

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」。今回の魚種は「ツバス（小型の
ブリ）」で、カルパッチョと煮物・ツバス大根に挑戦します。奮ってご参加ください ！

次回、刺身に

切りつけます

予 告

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！

講習後には、自らさばいて調理したツバス料理を、昼食として召し上がっていただきます（ご飯・味噌汁付き）。

リンク先:
マリンインフォメーションHP

「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15日（月） 10:30～13:00日　程

1615



2021

結 果 発 表 ! 

　　　空と海とタイトル
★埼玉県 LS さん

　　　初めてのジギング！タイトル
★兵庫県 kazu さん

　　　初めての船タイトル
★千葉県 ヨッサン さん

　　　釣り楽しい～タイトル
★千葉県 しーちゃん さん

　　　ぼくがキャプテン！タイトル
★兵庫県 しのくん さん

　　　お母さんからの
超絶サプライズ！！
タイトル
★千葉県 ゆーり さん

　　　はじめてのクロソイ！タイトル
★石川県  u-1 さん

職場の釣りガールYちゃん。
はじめてクロソイが
釣れました！
お刺身にするそうです。

　　　初めての魚釣りタイトル
★広島県  とっちー さん

コロナ禍のなか会社の
部下とのコミュニケーションを
取る手段のひとつとして
釣りサークルを作りました。

南房総半島浮島で初めての海水浴タイトル
★神奈川県  キャプテンパパ さん

孫の夏休み家族8名でサニーサイドマリーナ ウラガよりS-QUALOをレンタルして
南房総半島浮島へ海水浴、楽しい1日でした。

パシャリをパシャリタイトル
★神奈川県  SAKURA さん

江の島シーキャンドルをバックに写真を撮ってあげている息子を
撮っちゃいました。

　　　　 春一番 横浜港タイトル
★神奈川県 happy さん

　　　大海原を満喫♪タイトル
★東京都 machy さん

　　　免許とって良かった◎タイトル
★東京都 K.N さん

　　　ハロウィンクルーズタイトル
★兵庫県 カブキさん

大賞（1名）
入賞（3名）

特別賞（10名）

　第 8回目となる「シースタイル笑顔のフォトコンテスト 2021」。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とステキな
笑顔をありがとうございました。Sea-Style 大賞を受賞された「キャプテンパパ」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。

ただいま好評開催中！ 

　今回も大好評だった「フィッシングコンテスト2021＜春期＞」の結果を発表いたします。
全国の皆様から大変多く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！
　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。ぜひ次回もお気軽にご参加ください。

　全国1位&豪華賞品をゲットしよう！ 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をお待ちしています。ランキ
ングは随時ホームページで更新していきます。

■期間 2021年4月1日（木）～6月30日（水）
■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

＜春期＞概要

●のり子さん
ナカヤマリーナ

●田中さん
セントラル

●ヌシ友の会さん
横浜ベイサイドマリーナ

●グレイレグイさん
ナカヤマリーナ

●yoshiさん
大阪岬マリーナ

●後藤さん
小樽港マリーナ

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！

9/1   11/30水 火
2021 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！

釣った場所：
マリーナ沖定置網付近
●スガコさん
湘南サニーサイド
マリーナ

＜2位：46.0cm＞
●gyosaiさん
　（湘南マリーナ）
＜3位：43.0cm＞
●アンドゥーさん
　（小浜マリーナ）

釣った場所：
友ヶ島
●与那嶺さん
大阪岬マリーナ

＜2位：80.0cm＞
●上杉さん
　（富士ボーティング（静浦マリーナ））
＜3位：75.0cm＞
●山崎さん
　（片倉ボートマリーナ）

釣った場所：菅浜沖
●コヤマさん
マリンポート美浜

＜2位：79.5cm＞
●いっしーさん
　（大阪岬マリーナ）
＜3位：79.0cm＞
●カーリーさん
　（大阪岬マリーナ）

釣った場所：
トド岩沖
●シャクさん
小樽港マリーナ

釣った場所：小浜沖
●古本さん
小浜マリーナ
＜2位：23.0cm＞
●田島さん
　（セントラル）

カサゴ部門 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 
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＜3位：22.0cm＞
●ともちゃんさん
　（広島ベイマリーナ）
●フジさん
　（デルタマリン江波マリーナ）
●グッチさん
　（湘南サニーサイドマリーナ）

釣った場所：亀城根
●のりさん
湘南サニーサイドマリーナ

＜2位：40.5cm＞
●櫻井さん
　（小浜マリーナ）
＜3位：39.5cm＞
●紀野さん
　（小浜マリーナ）

釣った場所：金沢港沖
●りょうまさん
さざなみマリン

＜2位：72.8cm＞
●宮島ファミリーさん
　（マリンポート美浜）
＜3位：71.3cm＞
●ナガオさん
　（マリンポート美浜）

＜2位：43.4cm＞
●こうちゃんさん（小樽港マリーナ）
＜3位：43.0cm＞
●まさやんさん（小樽港マリーナ）
●西垣さん（小樽港マリーナ）

●いっしーさん
大阪岬マリーナ

＜2位：65.8cm＞
●こうちゃんさん
　（小樽港マリーナ）
＜3位：60.0cm＞
●後藤さん
　（小樽港マリーナ）

いいサイズが
揃ってました!
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保管隻数はなんと200隻以上 ! 関東最大規模の陸置きマリーナ

※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。ホームマリーナ情報

クラブ艇のご利用について

会員以外の操船禁止について

　千葉県浦安市に位置する、関東最大規模の陸置きマリーナとして有名な浦安マリーナ
が、ついにシースタイルを開始します。迫力満点の「東京ゲートブリッジ」や水上から眺める
「スカイツリー」など、クルージングスポットが盛りだくさんです。またフィッシングスポットも豊富
で、浦安マリーナ付近には砂地やストラクチャーが点在し、シーバス釣りなどが楽しめます。
他にも、これからの時期ならタチウオやサ
ワラが狙い目です。クルージングもフィッシ
ングも楽しめて、都心からのアクセスも良
好。まさに最高の都市型マリーナがオープ
ンです！ぜひ遊びに来てください。
クラブ艇：F.A.S.T.23

☎ 047-316-5510
I n f o r m a t i o n

〒279-0032
千葉県浦安市千鳥1番地
営業時間 ：  9:00～18:00
               （7・8月：8:00～19:00） 
定休日 ： 水曜日（7・8月は無休） 

浦安のテーマパークに隣接する浦安マリーナがシースタイルに参入 ！

2021年10月
OPEN予定 千 葉浦安マリーナNEW

写真は製品写真です。

19 20

N浦安マリーナ

京葉線

東京ディズニーランド
東京ディズニーシー

舞浜

清新町

新浦安

浦安市役所

旧江戸川
首都高速湾岸線

東京湾

10

318

357

276

首都高速
中央環状線

2021年クラブ艇 NEWラインナップ

クラブからのお知らせ

AX220 2021年10月以降順次配備予定

家族や仲間などのグループで使いやすい、オープンスタイルの新型ボートが登場しました。深めのフ
ロアは初めて乗る方にも安心感があり、前後の広いデッキは十分な釣りスペースを確保しています。
また、定員の７名全員が前方を向いて座れるシートを装備しているので、クルージングも快適に楽しむ
ことができます。大型ゲート※にはトーイング用のフックを装備、トランサムステップと合わせて様々な
マリンスポーツに対応しています。どんな遊び方も限定しない海のマルチプレイヤーが仲間入りです。

　シースタイルをご利用の際は、事前に「船長の心得」をご覧いただき、
「船舶職員及び小型船舶操縦者法」等の法律と「ヤマハマリンクラブ・
シースタイル利用規約」を遵守していただきますよう、お願いいたします
（右下のQRコードから確認できます）。また、ホームマリーナによっては、
初回利用時に安全レクチャーの受講が必要になります 。 安全レクチャー

　ボート（クラブ艇）等を操縦できる方は、満18歳以上で2級（5海里限定）以上の小型船舶操縦士免許、また
は特殊小型船舶操縦士免許を保有している会員で、かつ運営会社にて指定し、加盟マリーナにて実施する講
習を受講した個人に限ります。ただし、未成年者は保護者の同意を必要とします。
　なお、会員資格を有しない者に操縦させたり、運営会社が指定した加盟マリーナにて実施する講習を受講せ
ずに操縦したことにより、運営会社、加盟マリーナまたはその他第三者に対して損害を与えた場合は、保険の適
用対象外となります。免責額その他の保険金により補填されない損害については、会員の負担となります。

の開催日・時間・料金などはマリーナによって異なりますので、「シースタイ
ルホームページの各マリーナ詳細ページ」でご確認いただき、レンタルの
ご予約前に必ず安全レクチャーのご予約もお願いいたします。なお、安全
レクチャーは各マリーナへお電話でご予約ください（WEB予約はござい
ません）。

❶ 広いデッキ・センターウォークスルーで快適　
❷ USB電源でデジタルデバイスの持ち込みに対応 
❸ 水しぶきや雨に濡れない収納スペース 
❹ バウ＆スタンレール標準装備で安心して釣りを
　 楽しめます

広さと機能性を確保したデッキレイアウトと充実装備のマルチパーパスボート

   AX220の特徴
◎十分な通路幅のセンターウォークスルーで、快適にデッキワークが可能
◎USB電源、定員より多い9つのドリンクホルダー等々、便利な装備が充実

全長 ： 6.8m  全幅 ： 2.45m  定員 ： 7名
搭載エンジン ： F115

AX220

※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。

※クラブ艇により、取り付けがない場合もございます。

❶ ❷

❹❸

シースタイル運営
に関するガイドラ
インはコチラ▶

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
　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、並びに再開時のガイドライン遵守へご協力をいただき、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、ガイドラインの
徹底につきまして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。

ボート初心者の方や、久しぶりにクラブ艇を利用さ
れる方のために、電動マリントイレの基本的な使い
方をご案内します。事前に確認しておけば、長時間
の航行も安心です。ベテランの方も復習を兼ねて
ご確認ください。

電動マリントイレ
クラブ艇に装備された
電動マリントイレの使い方

※本記事は、電動マリントイレの基本的な使い方のご説明となります。取り扱いの詳細については、各マリーナへご確認ください。
※クラブ艇の種類によって、電動マリントイレの形状が異なることがございます。または、設備がない場合もございます。

直流電源メイン
スイッチをON1

使用後は、便器が洗浄
されて排水されるまでトイレ
スイッチを押し続ける

4 使用後は注水用
・排水用バルブを
閉じる

8

注水用・排水用
バルブを開く2 使用前にトイレスイッチを

押して水を流す3

スイッチの形状は
複数あります

ON !

注水用バルブ

開

閉

開

閉

PUSH !

排水されない場合

5
6
7

注水用バルブを閉じる

排水されるまでトイレ
スイッチを押し続ける

再度注水用バルブを開き、
2～3秒トイレスイッチを押す

開

閉

ホースと平行に
なるように

!
●トイレットペーパー（水溶性）以外は流さないでください。故障の原因となります。
●走行中は、注水用・排水用バルブともに「全閉」にしておいてください。開いた状態で航走すると
　浸水・故障の原因になります。

排水用バルブ

クラブ艇  機能紹介

使用後

使用前

電動
ポンプ

注水用
バルブ

排水用
バルブ

カッター
船底

マリントイレは、電動ポンプ
で水を汲み上げていて、水量
が家庭用のものより少ない

電動マリントイレの仕組み

利用料金 ： 平日3時間利用 10,500円～

 事故・トラブル防止のため、各ホームマリーナでは「船の取扱い方法」や「水域の特徴」などを随時ご説明し
ています。また、ボート利用時には動画（DVD）「ヤマハマリンクラブ・シースタイルセイフティガイド」もご用意
していますので、利用前にご視聴をお願いいたします（WEBサイトからご視聴可能な動画もあります）。

安心安全に航行できるよう、利用前に確認しよう !
この海域に注意
してくださいね。

※スポーツボートご利用時にも、安全レクチャーの受講が必要です。※マリンジェットご利用時には、別途ライディングスクールの受講が必要です。
詳しくは右のシースタイルジェット「レンタルご利用ガイド」をご確認ください。

セ
イ
フ
テ
ィ
ガ
イ
ド

● 入会後、初めてご利用の方→マリーナにて必ず視聴

● 2回目以降のご利用の方（最終利用日より1年以上経過の方）
　→マリーナにて必ず視聴
● 2回目以降のご利用の方（最終利用日より1年以内の方） 
　→事前にWEBサイトで視聴可能（当日マリーナでも視聴可能）

基礎編

ウェイクボード編
ウェイクボードをされる方

安全編

●シースタイル初回利用、または最終利用日より1年以上経過の方
　→マリーナにて必ず視聴
●最終利用日より1年以内の方
　→事前にWEBサイトで視聴可能（当日マリーナでも視聴可能）

「レンタルご利用ガイド」はコチラから

シースタイル シースタイルジェット

該当する免許を保有し、加盟
マリーナが実施する講習を受
講した会員様のみが操縦可
能です。



最上級のチャータープラン、シースタイルプレミアム。
マリーナ厳選の新プランをご用意して本格始動

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・クルー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。

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、そしてどこまでもなめらかで快適
な走り。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。

港・ヨコハマの象徴「みなとみらい」が
舞台のアーバンクルージングへ。楽し
みや魅力が異なる、マリーナ厳選の3
プランをご用意しました。会員様のご
予定に合わせてお好みのプランをご
利用いただけます。特別な日に大切
なゲストと、プレミアムなひと時をお過
ごしください。

チャーター艇に「EXULT 36 
Sport Saloon」を採用

海の街、みなとみらいを
チャータークルーズ

＊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。

ショートクルーズ

シースタイル・プレミアム
についての詳細はコチラ▶

横浜ベイサイドマリーナ
お問い合わせ・お申込みは

TEL. 045-775-4153
■ 住所 ： 神奈川県横浜市金沢区白帆5-2  ■ 営業時間 ： 9:00～17:00  ■ 定休日 ： 火曜日・水曜日（11～2月）

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・カラーが異なる場合があります。

DAY  ショッピングモール立ち寄りクルーズDAY  サンセットクルーズN I G H T  

所要時間/3時間
出発時間/18:00 

価格 396,000円
所要時間/3.5時間
（アウトレット滞在1.5時間）
出発時間/10:00～17:00

価格 200,000円
所要時間/1.5時間
出発時間/10:00～17:00
◆オプション
みなとみらい発着 15,000円

価格 135,000円

マリーナ厳選の3プラン 定員/各プラン 6名

　右のQRコードを読み取り、アンケートへご回答いただいた会員様の中
から抽選で50名様に「電子クーポン 3,000円分」をプレゼント！

　魅力的な海をご紹介する特集記事や季節に合わせた海遊び
プランなどをご紹介する、年2回（3月・10月）発行のマリンライフ情
報誌「See Sea Style」（シースタイル会報誌）は、会員メニューか
らバックナンバーをご覧いただけます。これまでの情報から欲し
かった情報が見つけられるかもしれません。ぜひご覧ください。

　ポイント制度の導入により、これまでの「冬季限定発行 ご利用料金割引
券（紙製）」に代わり、「冬季限定発行 電子クーポン」を進呈いたします。

アンケートプレゼントのお知らせ

シースタイル会報誌の
バックナンバーについて

冬季限定発行 電子クーポンについて（対象会員様のみ）

　日本百景にも選定されている
「鳴門海峡」が今回の特集です。

関西圏からは車で2時間強、徳島空港からは車で30分
程で到着できます。釣りはもちろん、水路巡りをすれば新
しい発見がいっぱい。陸上には1日で見きれない「大塚
国際美術館」も。新しいスポットへ行ってみよう！（ K ）

編集後記

21

2021年11月7日（日）まで締 切 ※電子クーポンの有効期限は、
　付与後1年間となります。

会報誌最新PDF
（発行月翌月に更新）

コミュニケーション

メールマガジン申込み・停止

◆会員メニュー ＞ 
　登録情報の確認・変更 ＞ 
　コミュニケーション ＞ 
　会報誌最新PDF

レンタルポイント・電子クーポン
2021年11月～  使用開始について
　2021 年 1月より新サービス「ヤマハマリンクラブ・シースタイル ポイント制度」が導入されて
おりますが、いよいよ、2021 年 11月1日のWEBでのご予約分（11月3日レンタル利用分）から、
レンタルポイント・電子クーポンの使用が可能になります。

　シースタイルご利用の際の「クラブ艇利用料金」に応じて「レンタルポイント」がたまるサービスです。
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」として使用可能です。
また、キャンペーンやイベント等の特典として付与される「電子クーポン」も、同様にご使用いただけます。

ポイント制度とは

＊100円未満は四捨五入

・クラブ艇利用の延長料金、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。

・これまでの利用割引券に代わり、発行されます。
・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。

クラブ艇利用料金（税抜）100円につき1ポイントがたまります 

レンタルポイント 電子クーポン

●Web予約システムによりご予約される際に、有効期間内
の全日（平日・土日・祝日）、通常の正規のクラブ艇利用料
金（税抜価格）より3,000円分を割り引きいたします。

●1回のご予約につき1つの電子クーポンを使用可能です
（レンタルポイントとの併用可）。
●燃料費、消耗品費、安全レクチャー等のクラブ艇利用料
金以外の諸費用には、電子クーポンは使用いただけま
せん。

・シースタイル会員様 3,000円分×2※
・シースタイルジェット会員様 3,000円分×1※

有効期間：2022年10月31日（月）まで

※各会員種別の、月会費2ヶ月
分に相当する金額分（不課
税）となります。

2021年 11月 1日のWEBでのご予約分（11月3日レンタル利用分）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Web予約システムによりご予約いただく場合のみ、レンタル
ポイント・電子クーポンの使用が可能です。

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

「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。ポイントの確認方法

2021年
11月1日（月）～
ご予約分より
ポイント使用
可能！

◀アンケート
　はコチラ
　から

▶会員メニュー
　はコチラ
　から

レンタルポイント ご使用は500ポイント単位
（1ポイント＝1円換算） 電子クーポン １回のご予約につき、1つの

電子クーポンを使用可能

ポイント制度やポイントの使用方法等の詳細については、右のQRコードからご確認ください。
同封のチラシ「レンタルポイント・電子クーポン2021年11月～使用開始について」でもご案内しています。

クラブからのお知らせ

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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