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EX34-HTｘ6LY440J

先ずは
洗練された

スタイリッシュな
ブラックハル
 フォルム！

皆様大変お待たせしました。

EX34にハードトップ仕様が登場！！
皆様に大好評をいただいておりましたあのフィッシングクルーザー、ＥＸ３３が９年ぶりに
新たに生まれ変わり、最新鋭の技術、装備を兼ね備えて新たに”ＥＸ３４-HT”
としてこの度、発売となりました！！ＥＸ３３での釣り機能、居住性はそのまま
継承しつつ、新型のハル(船底)、キャビンを採用し、インテリアも更に充実させ、
インバーターマリンエアコンも標準装備となって満足度が更にアップです！！
では今年１０月に発売されました、ＥＸ３４-HTの魅力について少しご紹介させて
いただきますね！

（440ps電子制御コモンレール採用）

寒い日でも３名がゆったり座れる
ドライバーズ＆ナビシート！
オプションで暖房(ヒーター)も
装備出来、この時期の釣行
にはもってこいです！
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先ほどのボートショー2018レポートでもご紹介をさせていただきました先ほどのボートショー2018レポートでもご紹介をさせていただきました
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皆さま今年も沢山のご来場、誠にありがとうございました＾＾！
今回もヤンマーからは６隻のボートを出品いたしました。２０１８年NEWモデルのEX34FB
(フライングブリッジ)と、この10月に登場したEX34HT(ハードトップ)はやはり注目の的。
フィッシング機能を追及しつつも、ゆったりとリッチな乗り心地を実現したスタイル
がヤンマーボートファン以外でもかなり話題となっています！
「いつもは来ないヤンマーブースにEX34を見に来たよ！」とのお声もチラホラ・・・♪♪

お陰様でEX34シリーズはどしどしご注文をいただ
いております！ありがとうございます＾＾★
またヤンマー便り読者が選んだ艤装アイテムを、一挙に
フル装備したBlack Zarpaは、ミニマムなサイズながら
ビシッっと引き締まったブラックボディでとにかく
格好いい!!!と大人気！

お子様から大人まで沢山の方が乗り込んで
くださいました～★
このBlack Zarpaがどうしても欲しい！と多数の
お声もいただきましたが、Black Zarpaはもう少し
キャラバン艇として各地で展示予定なのです。。。
みなさまどうかもう少しお待ちを・・・。
その他FX24EZ、EX30B、EX38も根強い人気で
終始見学のみなさんでいっぱい・・・！お気に入り
の１艇は見つかりましたか～？？
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今年はヤンマーマリタイムのメールマガジン
登録でヤンマーオリジナルネックウォーマー
をプレゼント♪
　寒い日の釣行に手放せないアイテムです!!
ヤンマー便りもメール配信になりますので
読者のみなさんはメルマガ（マリタイム）
登録必須です！まだ登録していない方は下のQRコードからどうぞ♪
そしてヤンマーブースにはなんと！釣りガールの河原さゆりさんが

遊びに来てくださいました♪
今後もヤンマーと河原さゆりさんで
楽しい釣行取材も企画中♪こちらも
目が離せませんよ～っ！
釣行の様子はマリタイムメールマガジン
やボートショップ芦屋のfacebookで
随時更新していきます＾＾！
ここのところ悪天候が続いていた
ボートショーですが、今年は３日間通
して快晴♪試乗も予定通り出航し、
たくさんの方に楽しんでいただきました！
今年もたくさんのご成約とお見積もりの
ご依頼ありがとうございます！

さて次回は４月です！春のボートショーでもまだまだヤンマー
ボートの魅力をお届けしますよ～！
皆さまのご来場お待ちしております～！

そしてヤンマーブースにはなんと！釣りガールの河原さゆりさんが
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さて次回は４月です！春のボートショーでもまだまだヤンマー
釣りガール ：河原さゆりさん

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！
ラッキーくじの抽選結果はコチラから！

『ヤンマーマリタイム』にて
伊丹さん連載中！

大勢のお客様がキャビンに入った瞬間、「すごく
視界がいい！」と驚かれます。何とインバーター

マリンエアコンも標準装備。
もちろん100Ｖ電源もお使いいただけますよ！

ブラックで統一された大型コンソール。
ヨーロピアンステアリング採用により
操船する楽しさを演出してます！

クラス最高の高出力エンジンに
防振支持,床防音構造,消音器の装備で

クラス最高の低騒音を実現。 
ＥＸ３４-HTは現在、満を奏して全国でキャラバン試乗会を展開しております！関西地区については年明けに、セカンド試乗会を

予定しておりますので、詳しくは次号のヤンマー便り（WEB配信版)にてご案内させていただきます！ぜひ乞うご期待くださいね！

「乗る喜び」,「釣る喜び」に

コンセプトに

居住空間を最大限に

グレードアップ！

Ｂlack Ｚarpa の神髄に迫る！！

既にボートショーでご見学されたお客様も、また今回初めて
ご覧になられる読者の方へもボートショップ芦屋がこだわり
抜いたオプションの数々をご紹介させていただきますね！
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ご覧になられる読者の方へもボートショップ芦屋がこだわり
抜いたオプションの数々をご紹介させていただきますね！

釣り場でも注目度No,1となる

”Ｂlack Ｚarpa”！

ボートショップ芦屋では、

オンリーワンなカスタマイズを

ご提案させていただきます。船外機艇と同様にドライブ,プロペラが
水面から出るチルトアップ機構にて
安心して海上係留もできますよ！

何といっても"流し釣り"に必須な微速
機能も標準装備です！船外機艇とは
比べ物にはなりませんね！

読者が選ぶオプションランキング

サルパの充実した
標準装備
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輸入車にも多く施工されいる特殊な「パッケージシート」を採用し、
引き締まったツートンカラーで、釣り場でも人気の的です！

（お客様好みのカラーにもご対応できます）
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豪華お年玉プレゼントが当たる！！ ラッキーくじ！！豪華お年玉プレゼントが当たる！！ ラッキーくじ！！
当選者は当選したラベルを下記のいずれかの方法で
ボートショップ芦屋まで送ってください。

本文に①氏名②住所③電話番号を入力の上、
当選したラベルの写真をメールで送ってください。　

尚、プレゼントの発送は1月7日営業日以降となりますのでご了承ください。

特賞   伊丹章さんサイン入り フィッシングロッド
１等   伊丹章さんサイン入り タックルバッグ  
２等   伊丹章さんサイン入り メジャークラフトジグセット   　
３等  ヤンマーオリジナル 2WAY ネックウォーマー

ヤンマー便りの封筒の宛名ラベルに印字された６ケタの抽選番号をチェック！！！

FAXで宛名ラベルを
ポートショップ芦屋に送ってください。

お見逃しなく！！！

ついでにイイねも

お願いします！！

boatshop_ashiya@yanmar.com

MAIL1

FAX2

FAX : 0797-25-7287

☆☆ 当選者には豪華景品をプレゼント！！！

当選は１２月２８日（金）ボートショップ芦屋のFacebookにて発表いたします

全長：10.63m　全幅：3.30m　搭載エンジン：6LY440J(440psFW出力) 
航行区域：限定沿海/沿海　総トン数：５トン超　最大搭載人員：12名

2011年より始まり、みなさまに愛されてきたヤンマー便りですが、
今後もより多くの方へヤンマーの魅力をお伝えすべく！2019年より
メール配信に変わります！！！
ヤンマーメールマガジン「マリタイム」の登録がお済みでない方は
下記ＱＲコードより必要事項を入力の上ご登録をお願いします。
過去のバックナンバーもご覧になれますので是非ご登録ください♪

ヤンマー便りがメール配信に変わります！

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

2019年より

先ずは何といってもこのフォルム！（かっこいい！！）・・・芦屋スタッフの第一声でした（笑）
ステム,ハル,キャビンとも新型設計により、従来の３４フィート艇よりワンサイズ
ボリュームアップされています！
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既にボートショーでご見学されたお客様も、また今回初めて
ご覧になられる読者の方へもボートショップ芦屋がこだわり
抜いたオプションの数々をご紹介させていただきますね！

既にボートショーでご見学されたお客様も、また今回初めて
ご覧になられる読者の方へもボートショップ芦屋がこだわり
抜いたオプションの数々をご紹介させていただきますね！

釣り場でも注目度No,1となる

”Ｂlack Ｚarpa”！

ボートショップ芦屋では、

オンリーワンなカスタマイズを

ご提案させていただきます。船外機艇と同様にドライブ,プロペラが
水面から出るチルトアップ機構にて
安心して海上係留もできますよ！

何といっても"流し釣り"に必須な微速
機能も標準装備です！船外機艇とは
比べ物にはなりませんね！

読者が選ぶオプションランキング

サルパの充実した
標準装備

ご依頼ありがとうございます！
さて次回は４月です！春のボートショーでもまだまだヤンマー

皆さまのご来場お待ちしております～！

マガジン
ネックウォーマー

　寒い日の釣行に手放せないアイテムです!!
ヤンマー便りもメール配信になりますので

登録必須です！まだ登録していない方は下のQRコードからどうぞ♪

輸入車にも多く施工されいる特殊な「パッケージシート」を採用し、
引き締まったツートンカラーで、釣り場でも人気の的です！

（お客様好みのカラーにもご対応できます）

輸入車にも多く施工されいる特殊な「パッケージシート」を採用し、
引き締まったツートンカラーで、釣り場でも人気の的です！

（お客様好みのカラーにもご対応できます）

がヤンマーボートファン以外でもかなり話題となっています！
「いつもは来ないヤンマーブースにEX34を見に来たよ！」との

お陰様でEX34シリーズはどしどしご注文を
いております！ありがとうございます＾＾★
またヤンマー便り読者が選んだ艤装アイテムを、一挙に
フル
ビシッっと引き締まったブラックボディでとにかくビシッっと引き締まったブラックボディでとにかく
格好いい!!!と大人気！

お子様から大人まで沢山の方が乗り込んで
くださいました～★
このBlack
お声もいただきましたが、Black
キャラバン艇として各地で展示予定なの
みなさまどうかもう少しお待ちを・・・。
その他FX24EZ、EX30B、EX38も
終始見学のみなさん
の１艇は

ビシッっと引き締まったブラックボディでとにかく
格好いい!!!と大人気！ 皆さまのご来場お待ちしております～！皆さまのご来場お待ちしております～！

今回もヤンマーからは６隻のボートを出品いたしました。２０１８年NEWモデルのEX34FB
(フライングブリッジ)と、この10月に登場したEX34HT(ハードトップ)はやはり注目の的。

今年はヤンマーマリタイムのメール
登録でヤンマーオリジナル
をプレゼント♪
　寒い日の釣行に手放せないアイテムです!!
ヤンマー便りもメール配信になりますので
読者の
登録必須です！まだ登録していない方は下のQRコードからどうぞ♪
そしてヤンマーブースにはなんと！釣りガールの河原さゆりさんがそしてヤンマーブースにはなんと！釣りガールの河原さゆりさんが

読者の
登録必須です！まだ登録していない方は下のQRコードからどうぞ♪
そしてヤンマーブースにはなんと！釣りガールの河原さゆりさんがそしてヤンマーブースにはなんと！釣りガールの河原さゆりさんが

”Black Ｚarpa”　

豪華お年玉プレゼントが当たる！！ ラッキーくじ！！豪華お年玉プレゼントが当たる！！ ラッキーくじ！！
当選者は当選したラベルを下記のいずれかの方法で
ボートショップ芦屋まで送ってください。

本文に①氏名②住所③電話番号を入力の上、
当選したラベルの写真をメールで送ってください。　

尚、プレゼントの発送は1月7日営業日以降となりますのでご了承ください。

特賞   伊丹章さんサイン入り フィッシングロッド
１等   伊丹章さんサイン入り タックルバッグ  
２等   伊丹章さんサイン入り メジャークラフトジグセット   　
３等  ヤンマーオリジナル 2WAY ネックウォーマー

ヤンマー便りの封筒の宛名ラベルに印字された６ケタの抽選番号をチェック！！！

FAXで宛名ラベルを
ポートショップ芦屋に送ってください。

お見逃しなく！！！

ついでにイイねも

お願いします！！

boatshop_ashiya@yanmar.com

MAIL1

FAX2

FAX : 0797-25-7287

☆☆ 当選者には豪華景品をプレゼント！！！

当選は１２月２８日（金）ボートショップ芦屋のFacebookにて発表いたします

全長：10.63m　全幅：3.30m　搭載エンジン：6LY440J(440psFW出力) 
航行区域：限定沿海/沿海　総トン数：５トン超　最大搭載人員：12名

2011年より始まり、みなさまに愛されてきたヤンマー便りですが、
今後もより多くの方へヤンマーの魅力をお伝えすべく！2019年より
メール配信に変わります！！！
ヤンマーメールマガジン「マリタイム」の登録がお済みでない方は
下記ＱＲコードより必要事項を入力の上ご登録をお願いします。
過去のバックナンバーもご覧になれますので是非ご登録ください♪

ヤンマー便りがメール配信に変わります！

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

2019年より

先ずは何といってもこのフォルム！（かっこいい！！）・・・芦屋スタッフの第一声でした（笑）
ステム,ハル,キャビンとも新型設計により、従来の３４フィート艇よりワンサイズ
ボリュームアップされています！


