
昼間の試乗会ではなかなかお見せ出来ませんが、EX34は、デッキライトや、
間接照明がオプション設定されています。めっちゃいい感じなんです。
フィッシングボートでもコジャレてます！！

こんにちは。いつもご愛読いただき誠にありがとうございます。
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ボート購入は大きなお買い物です！長くボートライフを楽しむ上で、
優先したい事柄を決めてボート選びをするのもひとつの方法ですね。
あなたにぴったりなボート選びを是非楽しんでくださいね～！！！

～皆さまに重要なお知らせです～

大好評！
潮見表付きカレンダーを
いつでもどこでも確認できる
ようになります

過去のバックナンバーを
読むことが出来ます！1

360度カメラを使用した
VR動画や写真が
ご覧いただけます！

購入した
ヤンマーボートの一番の
決め手はなんですか？

実際に購入されて
ヤンマーボートの特に満足な
ポイントを教えてください！

※アンケートはヤンマー独自の方法で実施し、集計しております。

長くボートを保有する上で経済性や
ボートの性能はとても重要なポイント
です。燃料費やメンテナスの負担が
大きく月に何度も釣りに行くのはちょっ
と …。なんてことも！＞＜
その点ディーゼルエンジンはトラブルが
少なく、燃費が良いのでコスト
パフォーマンスが最高です♪

大好評のカレンダーはご自宅でプリント
アウトしてもご利用いただけますが携帯へ
保存すればどこにいても潮見表の
チェックができますよ★★★

過去のヤンマー便りはもちろん、
あのクセになる長尾さんボートを買う
シリーズなども振り返って読めちゃい
ます♪また過去の釣果情報からは
今の時期何が釣れていたかチェック
できますよ！

これまで紙面だけはお伝えしきれなかった
ボートの情報をよりリアルにまるで実際に
ボートに乗っているかのような様子を
ご覧いただけます！そして釣行取材の
様子も動画でご覧いただけます！

2019年からヤンマー便り配信時
にはヤンマーメールマガジンにて
お知らせします♪

とにかく「釣り」をメインにボートが
選ばれています！ヤンマーでは、お客様の
釣りのスタイルや、いつもご同乗
される方の数などを考慮して、様々な
シーンに合わせた多様なラインナップ
からご案内していますよ～＾＾★
あなたのフィッシングライフにぴったりな
理想のボートに出会えるはずです！

釣り易さももちろんですがご購入後に
操船のし易さを改めて実感していただ
く方がとっても多いです！
高波の中の操船や、マリーナ内で小回りの
良さにじわじわと感動してくださるとのこと！
またディーゼルエンジンならではの
経済性の良さで、心行くまでボート
フィッシングを楽しんでいただいております♪ 

現在郵送でお送りしているヤンマー便りが2019年よりWEB配信に変わります！！！ 

ヤンマーを選んだ
理由はなんですか？Ｑ1 Ｑ2 Ｑ3

　　　選んでよかった♥
　 ヤンマーボート！

　　　選んでよかった♥
　 ヤンマーボート！
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ヤンマーボート購入者の70％が他社ボートから
お乗り換えいただいております！

ヤンマーメールマガジンの登録がお済みで無い方はQRコードから
アクセスいただき、必要事項を入力の上ご登録ください。
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尚、引き続きヤンマー便りの郵送をご希望の方は、下記電話かメールにてご連絡ください。
ボートショップ芦屋　TEL:0797-25-7280　　  :boatshop_ashiya@yanmar.com

やっぱりやっぱり

今回の取材内容は『ヤンマーマリタイム』で連載予定です！
釣りの仕掛、餌、ボートフィッシングの魅力などなんと、伊丹さんご本人が
詳しくご紹介してくださいます！お楽しみに！！！
そして必見★★『ボートショップ芦屋Facebook』では伊丹さんと川上さんと
一緒にフィッシングなう♪な気分になれる３６０度カメラの動画も随時

公開いたします！！！！
伊丹さんと川上さんが餌や仕掛に
ついて動画で分かりやすく解説して
くださっていて見所満載な内容です！
ボートフィッシングにチャレンジしたい
みなさま！是非ご覧ください★★
３６０度カメラの動画のため、スマホで
ご覧くださいね～♪
ヤンマーマリタイム、Facebookは
下記のＱＲコードからどうぞー！

キスのトリプルヒット～★★

プロアングラーと真夏の大阪湾フィッシングを満喫！

ヤンマー
ボートショップ芦屋

ヤンマー舶用システム
メールマガジン ヤンマーマリンブログ

プレジャーボート
フィッシングボート等
マリン製品に
関する情報やイベントを
いち早く発信する
ヤンマーマリンブログ

QRコードから
アクセス

してください!

サンテレビ『四季の釣り』や
各イベントのMCでご活躍
中のフィッシングナビ
ゲーター

今回の釣行取材
360度カメラでの
解説動画は
コチラから！

『ヤンマー
マリタイム』にて
伊丹さん連載中！

みなさんお馴染み伊丹さんと、ヤンマー便りには
お久しぶりの登場！メジャークラフトの川上さんが
釣り初心者のヤンマースタッフに向けて釣りのいろはを
レクチャーしてくださいました～！！
芦屋マリーナから朝５時に出航！仕掛やオススメの
ポイントを教えていただきながら、まずは、キスの
ポイント須磨沖に向かいます！ちょい投げで
キス狙いでしたが、いきなり川上さんが良型
サバをGET…！さすが川上さん★★もちろん
キスも釣れましたよ～！
その後は大阪湾横瀬付近でタチウオをなんとか１匹、狙い通り釣り上げました！
最後は淡路の岩屋沖にてジギング！三箇所のポイントでそれぞれ
釣り方を変え、色々と試しながらボートフィッシング堪能～♪♪

釣行中、伊丹さんと川上さんには、釣り
初心者さん向けにご解説いただき、３６０度
カメラで動画を撮影っ！釣具について
かなり分かりやすく説明してもらいました＾＾！
（動画視聴方法は最後にご案内しています＾＾）
今回釣行に使用したのは2018年NEW
モデルのEX34！
猛暑の海上でもエアコン付きでキャビンは
１日快適空間。そしてゆとりのある居住
性も確保。6名の釣行でも充分な
フィッシングスペースで同時に楽しめ
ちゃいます！
そしてこの日は１日ずーっと伊丹さんに
操船いただいておりました！
昨年大好評だった「ヤンマー×伊丹さんコラボの
カスタム艇EX29」での操船に慣れている
伊丹さんでしたが、今回のNEWモデルEX３４
での操船もバッチリ。
「視界もよく、加速時のレスポンスもGOOD！」と
ご感想をいただきましたよ～！

伊丹章さん
メジャークラフトで釣具の
製作・企画、開発を手掛け、
アングラーとしてメディア
でも活躍中。

川上哲さん

６人でも快適＾＾

３６０度カメラの動画で解説も

分かりやすくリアルっ！

釣具のプロ
が解説!!!

今回EX３４に搭載されているエンジンは電子制御タイプのエン
ジンなので、排気ガスもクリーン。アフトでの釣りも、ディーゼル

独特の臭いが少ないところも最大の魅力なんです～！
なんとも暑い一日でしたが無事釣果をゲットし、大満足で夕方１６時ごろ帰港～。
伊丹さん、川上さん！朝早くから釣りのご教示ありがとうございました！
さて次回は何を狙いましょう～？？？？？♪

2018年NEWモデル

EX34で

広々フィッシングスペース



前号で募集していたサルパ26の”艤装アイテム人気投票”と”夢のオリジナルマイボート”。。。
ありがたいことに非常にたくさんの投稿をいただきました＞＜！！！

早速ですが艤装アイテム人気投票集計結果から発表していきますよ～！！！

どれも格好良く、一向に意見がまとまらず。。。
ボートショップ芦屋では審査に困難を極めましたが、
沢山のご応募の中からこちらの7名の方に決まりました！
みなさんにはヤンマーオリジナルグッズ詰め合わせを

プレゼントさせていただきます～(̂ 0̂ )/　おめでとうございます☆
早速ですが、この中からデザイン・カラーを参考にさせていただき、

人気投票の艤装アイテムを取り付け、着々と皆さまの夢のマイボートサルパ26が造られていきます♪♪　
また、その様子は随時ヤンマーボートショップ芦屋のフェイスブックでご紹介していきます＾^ ♪

コチラも是非チェックしてくださいね！
どんなサルパになるのか今から楽しみですっっ＞＜！

それではみなさん秋のお披露目までお楽しみに～★★

皆さまご協力、

誠にありがとうございました！

皆さまご協力、

誠にありがとうございました！

電動リールコンセント

100ｖ電源システム

26票

27票

その他皆さまからのリクエストで採用させて
いただいた艤装アイテムはコチラ!!

の マイボートの マイボート
みんなのみんなの

Zarpa26CZ.LTD夢夢
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スパンカー

オーニングテント
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トランサムレール
キャスティングレール

スタンレール

13票

13票

10票

艤装工事の
様子を
リアルタイムで
UP中～！

さて！艤装アイテムは決まりました！！！ヤンマー造船にて建造中のサルパにどんどん装備していきますっ^ ♪^さて！艤装アイテムは決まりました！！！ヤンマー造船にて建造中のサルパにどんどん装備していきますっ^ ♪^

お次は”夢のオリジナルマイボート”のご紹介です＾^！
選ばれしマイボートはコチラっっっ！！！！！

お次は”夢のオリジナルマイボート”のご紹介です＾^！
選ばれしマイボートはコチラっっっ！！！！！

これまで沢山のＥＸシリーズにお客様のご希望に沿う艤装を施し、
お納めさせていただきました！！
宮津営業所は遊漁船などの特殊艤装を手掛けることも多い
ため高い技術とノウハウを持ったエキスパートが勢ぞろいです。
このような高い技術を要する艤装をフィッシングボートにも取り
入れたい！というご要望を叶えるのがEXシリーズです！
EXシリーズならバウデッキで安全に釣りが楽しめるように大型
バウレールの加工や、底釣りで水深の深いポイントからポイント
への移動に便利な油圧アンカーリールの装備など、若狭湾
ならではの様々な釣りに対応した本格的プロ仕様のボートが
実現できるのです！！

福井・石川・富山でキャラバン計画中！！

納艇されたDA51V2のバウパルピットと
ハンドレールのご紹介！！

若狭湾には多彩な釣行スタイルに合わせた

EXヤンマー艇がズラ～り！！

ヤンマー西日本【北陸・宮津・名古屋】の営業所もからみなさまにご当地ならではの情報をお届け！

北陸支店に展示艇～っっ！ 宮津営業所で人気の EX シリーズ！

【北陸支店】石川県金沢市神野町東70  TEL：076-240-1717

お客様のご要望でDA51V2の船体にEX46のブリッジを搭載し、
釣りにおすすめの一艇をヤンマー造船にて製造しました！
微妙に起伏があるEX46ブリッジ前面部には安全に
釣りを楽しんでいただけるよう３D形状のハンドレールを
ブリッジ前面を囲う形で取り付けしました。見事な
仕上がりです！バウパルピットはオーナー様のご意向
により、大きく、そして扇形に広がる美しい形状で作成
しました！アンカーローラーも磨いてあってピカピカですね。
まだまだこだわりの艤装工事は続きます！次回はこれらを
取り付けたスペシャルな1艇の全体写真をご紹介します！！

展示艇がやってくることが少ないため北陸でご覧にいただけるチャ
ンスはなかなかありません！
やはり直接見て、乗ってみると欲しくなるんです…！涙
ということで、人気艇種FX27Z.LTD-APも早々にご成約になる
可能性大ですっ！
見学希望の方はお早めにご連絡ください＞＜！

エアコンパッケージ(AP)仕様は   
・エアコン   
・マリントイレ(電動)   
・クッション(バース・ロッカー前)   
・カーペット(キャビン)

★これまで納艇したEXシリーズはこちら↓↓★

名古屋 支店はヤンマー造船で
カスタマイズ中！

ご投稿いただいた方の中から抽選で１０名様に
NPO法人UWH

  クルージングマップ in 瀬戸内海
【新瀬戸内パノラマ海図】13,440円(税込)を

  プレゼント！！！

※当選は発送をもって返させていただきますので
　ご了承ください。

上記を本文に入力し、釣果写真を添付の上、

boatshop_ashiya@yanmar.com
へ送信ください。
（尚、釣果情報・写真は郵送でも受け付けております。
〒659-0035芦屋市海洋町8-1 ヤンマーボートショップ芦屋宛
※頂いたお写真はお返しできませんのでご了承ください。）

★★釣果情報・写真メールにて大募集！★★
●氏名と掲載用ニックネーム ●〒・ご住所 ●釣果日 
●釣れた場所 ●魚種・サイズ（㌢／㌔） 
●釣果のコメント（仕掛け・時合等）

おまたせしました！！ 今ダントツ

DA51V2

なんとうれしい上記が標準装備‼

FX27Z.LTD-AP

170PS・エアコン付き

ダミー

モモさん

ひろさん

レッド号さん

JUNさん

たぁ〜さん

ほーちゃんさん
播磨灘の海援隊さん

2位2位

1位1位

3位3位

●２ヶ所操舵　●微速装置　●イケスサブハッチ
●トランサムステップ　●ナビゲーターシート　●デッキライト

【名古屋支店】愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 TEL:0567-95-5043

【宮津営業所】
京都府宮津市字獅子崎
小字しきの浜両側849番地 
TEL：0772-22-6265

ロッドホルダー 28票

?
?

?

絶対必需品！最近は多様なタイプが揃っていて、釣り方に合ったものを自分で取り付ける方も多いですよ。

中深海でもラクラク狙えちゃう！

これがあるだけで疲れ方がほんとに全っ然違うんですっ！ by岩橋所長

高さや形をオリジナルにカスタムするのが流行り♪


