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操 船 研 修 会操 船 研 修 会
新入社員 高橋君が行く!!

ボート免許をせっかく取得したのにそれっきりってもったいないですよね。ということで、ボートショップ芦屋では
そんな社員の教育の一環として、操船研修会を実施しています！ これから春に向けてイベントも多くなりますので、
この寒い時期に勉強会を行い、いざ出陣!!というわけです。
そして、今回は!!　
新入社員の高橋君が操船研修会に参加し、リポートしてくれましたのでご紹介していきますね！！

はじめまして！2018年春に入社した高橋慶成です！
小学校から高校までは野球漬けの生活を送り、高校時代には甲子園にも出場しました！
また、大学時代にはバックパッカーとして世界中を旅してた冒険大好きの23歳です！
いつかは自分で船を操船し、世界中を自由に旅したい！という夢を抱きながら日々奮闘しています！
これから各地イベントも回って頑張っていきますので、見かけたらお声掛けください！よろしくお願いします！

その前に・・・新入社員の高橋君を紹介します!!

それでは、リポートスタート!! フムフム・・・ 皆さん真剣に話を聞いています。

日　時 ： 1月某日　10：00　　
天　候 ： 晴れ
場　所 ： AM 芦屋市立潮芦屋交流センター
  PM 芦屋マリーナ

講師はボートショップ芦屋の岩橋店長と
元ボートショップ芦屋ベテラン営業マンの田村さんです！
（拍手パチパチ～）
生徒は僕を含め全員で7名。
西日本各地の新人営業マンです。　

『免許を取得する時にはボートの基本的な知識や海でのルール
等を主に学んできたと思います。今度はお客さまを乗せて操船
するわけですからまずは安全航行ですね！』

午前中は研修の狙いや
イベント時の操船方法など
詳しく指導してくれました。

10：15 静かに座学がスタート!!と思いきやみんなの顔が緊張していた
のを察し、笑いの大好きな岩橋店長のなごやかな挨拶によりスタート!

フムフム・・・ フムフム・・・

皆さん！ 
本日はお日柄もよく・・・（笑）

練習艇 ： 
EX30B　 FX24EZ

さすが知識が豊富な先輩方！ 海や船の話がどんどん盛り上がり白
熱していきます！！ 新入社員の僕はとても勉強になりますね。。。

先輩方の新鮮で面白い話に没頭しているとあっという間に午前中の
座学が終わってしまいました。

さて、いよいよ午後からは実際に操船練習です！！



ヤンマー2019 最新モデル　　　　　　　　　が 登場します！！EX38FB

う～ん、いまいちイメージが湧かないなぁ～、、、そんなみなさまに、NEWモデルEX38FBをいち早く
ご覧いただけますボートショーをご案内します！

初お目見えは ジャパンインターナショナルボートショー2019
3月7日（木）～10日（日）（パシフィコ横浜）にてご披露させていただきます！
みなさま、クルーズフィッシャーEX38フライングブリッジに乞うご期待ください！

なお関西エリアでは、来る4月5日（金）～7日（日）新西宮ヨットハーバーにて開催されます
「関西ボートショー2019」にて関西初登場します！
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初お目見えは ジャパンインターナショナルボートショー2019
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「関西ボートショー2019」にて関西初登場します！

発売開始までにまだ少し時間がありますが、ヤンマー便りご購読の皆様に発売に先駆け
まして少しだけシルエットをご紹介させていただききますね！
発売開始までにまだ少し時間がありますが、ヤンマー便りご購読の皆様に発売に先駆け
まして少しだけシルエットをご紹介させていただききますね！

冬の釣行はいかがですか？？暖かくして海へ出かけてくださいね♪
さて今回釣果写真を送ってくれた方には

ヤンマーフロートキーホルダーをプレゼント！
これで海に大切な鍵を海に落としても大丈夫＾ ！^
ぷかぷか浮いてくれますよ♪
みなさまからの釣果写真ドシドシお待ちしております★★
●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）

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。釣果情報
募集！！ （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
※いただいたお写真はお返しできませんのでご了承ください。

やっぱり自分の手で船を動かすのは楽しい！！
最初に乗ったFX24EZは舵効きがとっても良く、まるで車を運転して
いるかのよう！

舵効き良い分、ボート初心者の
僕でも慣れてしまえば離着岸が
簡単！！
最後に後進で船尾を振って着岸
するのがとっても楽しい！

先生に質問するとなんでも経験
を交えて教えてくれます！

続いてはEX30Bに乗り換えて離着岸の練習です！

大きい船なので難しいかと思っていましたが、キャビンからの視界
もよく全然難しくない！！
スラスターもあるので余裕ですね！

研修会を終えて・・・
いい機会を与えてもらい、
大変勉強になりました。

試乗会での操船デビューがいつになるかわかりませんがその
際は皆様を安全に、且つ楽しめるような航行にできるよう努力
したいと思います。

これからも操船のことはもちろん、海のこと、釣りのことなど
どんどん知識を増やして仕事でもプライベート
でもマリン生活を楽しんでいきたいです！

船舶免許をこれから取られる方、最近取ら
れたばかりの方、これから一緒に操船スキル
をどんどん磨いてマリンライフをさらに高めて
いきましょう！！

まずはFX24EZからです！
先生のお手本を見て勉強。

さて、ここでロープワークの練習です。
ボートを扱う上でロープは欠かせません
からね！

続いては操船を交代し、
生徒の僕たちが操船!!

13：00 芦屋マリーナへ移動
練習するボートはEX30BとFX24EZの2隻です！

発売早々オーナー様より、大好評のフィッシングクルーザーEX38ですが、この度、フライングブリッジを装備し更なる進化を遂げ、2019年
NEWモデル EX38FB がこの春にデビューします。

クルージングの醍醐味は何といっても大海原を颯爽と駆け抜けるフライングブリッジでのクルーズの
爽快感がたまらないことです ！

発売早々オーナー様より、大好評のフィッシングクルーザーEX38ですが、この度、フライングブリッジを装備し更なる進化を遂げ、2019年
NEWモデル EX38FB がこの春にデビューします。

クルージングの醍醐味は何といっても大海原を颯爽と駆け抜けるフライングブリッジでのクルーズの
爽快感がたまらないことです ！

2隻を乗りついで研修に没頭しているとあっという間に日が暮れて
きて、研修も終了の時間に
なってしまいました。。。



フィッシングショー

OSAKA２０１９ レポート
in インテックス大阪

ヤンマーボートショップ芦屋の堀田
です！
2月2日、3日とインテックス大阪に
て、毎年恒例の釣りの一大イベント
【フィッシングショーOSAKA 2019】が
開催されました。今回で56回目と
なるイベントで毎年大勢の釣りファン
が訪れます。

などなど、みなさんそれぞれの楽しみ方があるイベントなんです。
ヤンマーも近年このフィッシングショーに出展しています。
3回目の出展となりました今回は、昨年大好評だった「アンケート記入でロッドベルトプレゼ
ント」を継承しつつ、近年取り組んでいますQRコードによるメルマガ登録でロッドベルト
プレゼントを行いました。連日、大勢の方にヤンマーブースへお越しいただきありがとうござ
いました。また、ブースには、一般の方以外にも、遊漁船の船長さんや、フィッシングプロや
釣りガール、いろいろな方々が遊びに来てくれました。

フィッシングナビゲーター伊丹さん！
ヤンマーのアドバイザーとしても、カタログ撮影・ヤンマーブログ・ボートショップ芦屋のフェイス
ブックなど、ご協力いただいています。お隣は赤穂ヤンマー土遠社長！ヤンマー船の販売
整備はもちろん、タイラバの名手でもあります。赤穂方面で、ボート購入の際には、是非
ご相談くださいね！
そして、釣りビジョンなどメディア等で、活躍中の
ナカジーこと、フィッシングプロの中島さん！
ナカジーさんは、ヤンマーのFX27Zを使用して、F×F
(エフバイエフ)というフィッシングガイドサービスも
されています！プロにもご愛用いただいている、ヤン
マーのフィッシングボート！

フィッシングショーは、毎年同時期に行われますので、ご興味のある方は是非行ってみてはいかが
でしょうか。新しい釣り方の発見、ナイスなアイテムやアイデアが見つかるかも知れません
よ！！　
まだ、ヤンマーのメルマガ登録されていない方！是非ご登録お願いいたします！ 
ボートショップ芦屋のフェイスブックもページに『いいね』とフォローお願いいたします！

このイベントの魅力は・・・

①各メーカーNEWモデルなど、色々な製品を見たり、手にとって触ったりできる！
②釣り番組や、各イベント、釣りプロ等で活躍中の人たちに直接逢える。そして一緒に写真を
撮ったり、憧れの釣りプロと直接、お話ができたり、サイン貰ったりできる。（堀田も、以前
サイン貰いました）

③トークショーなどもあり、釣り方や、釣り番組の裏話などが聴ける！
④スタンプラリーや抽選券付の紙袋が販売されていて、豪華景品がゲットできるチャンスが
あったり、各ブースでアンケートなど答えて限定グッズが貰えるところもある！

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

リアルタイムで随時更新！
「いいね」とフォローお願いします！

『ヤンマーマリタイム』にて
伊丹さん連載中！



宮津営業所の中村です。
昨年の12月に「ヤンマーZD30N2」を2隻納入しましたので、ご紹介します!!
ZD30N2の特徴は、何といっても全幅をクラス最大級とした広いデッキスペースを確保!! それによって、養殖・運搬作
業船として最適な機能を装備できます!!
こちらの2隻は、京都・舞鶴にて「丹後とり貝」の育成業をされている漁業者様に納品させていただき、漁業者様との
打ち合わせで各々の作業性を考えたオーニング（テント）やデッキライト、雑用水ポンプ、インバーターなどの装備を
現地で施しました。
以前所有の船よりも幅が広く、低燃費、耐久性に優れたヤンマー
ディーゼルエンジンにご満足いただいております。
これからも安全に航行でき、大漁でありますように。。。

皆様こんにちは！北陸支店の谷村です。
今回は艤装中のFX27Z-APをご紹介します。
オーナー様は約4年半前にFX24EZをご購入いただき、釣りライフを楽しんでおられ
ましたが、サイズUP・エンジン出力UP・エアコン付きのFX27Z-APに乗り換えたいとの
ご希望により購入を決断!!
ご購入ありがとうございました。
今回のこだわりは、離着岸が楽になる電動スラスターとQUICKDRAW CONTOURS(自
動等深線作図機能)を搭載した
ガーミン製GPSMAP7410xsuを設置
したことです。
＊個人的にはガーミン製品を初め
てご購入いただいたので、楽しみに
しています。その他、スパンカー、
レーダー、GPSプロッタ魚探等々も
設置!! 納艇が待ち遠しいです
ね～‼（＾＾）

名古屋支店の三井です。
今回は東海地区のヤンマー特約店さん「㈱師崎ヤンマー
商会」（以下師崎ヤンマー）さんのフィッシングクラブについて
ご紹介させていただきますね！
 以前、新社屋完成の記事にてご紹介をさせていただきました
師崎ヤンマーさんですが、漁師さん向けの漁船、エンジン、漁労
機器はもちろんの事、交通艇、作業船、プレジャーボートと
海洋関連商品を幅広く取り扱いされております。（もちろんメンテ
ナンスもばっちりです！）
 その師崎ヤンマーさんですが、釣り好きな社員さんが中心と
なって釣り倶楽部 “Team M-power” を運営！ 知多半島の
師崎エリアを中心として、伊良湖沖、伊勢湾、鳥羽沖など
遠征をされております。
 今回はその釣り倶楽部 ”Team M-power” さんからの敏腕
アングラーの釣果の一部をご紹介させていただきます！
 写真のとおり、今はなんと！大型のブリが爆釣中みたいですね！！
うらやましー！ ぜひぜひ行きたい！釣りたい！食べたい！ですね！
 近くにお越しの際は一度、師崎ヤンマーさんに釣果情報を
お伺いしてみてはいかがでしょうか？

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

宮津営業所

北陸支店　

ヤンマー「ZD30N2」2隻を納入!!

艤装中の「FX27Z-AP」をご紹介

名古屋支店　
ただいまブリ爆釣中！

TEL:0772-22-6265

TEL:076-240-1717

TEL:0567-95-5043

さてさて、とり貝はとり貝でも
「丹後とり貝」をご存知
でしょうか？
丹後の栄養豊富な穏や
かな海の中で成長し、
肉厚で柔らかく、とっても
美味しいんすよ!!
グルメの間では、絶賛
されています。是非一度、
ご賞味ください!!


