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関西フローティングボートショー2016“Best of YANMAR BOAT”リポート!
10月21日～23日に新西宮ヨットハーバーで開催されました『関西フローティングボートショー
2016』、3日間、たくさんの皆様にﾔﾝﾏｰﾌﾞｰｽﾍ足を運んで頂き、ありがとうございました。
今年の秋は出品艇がなんと！ど～んと6隻！！それでは、早速リポートしていきますね。
今回は、お客様のお気に入りのボートはどのボートなのか？を知りたくて一緒に参加し
てもらえる“Best of YANMAR BOAT”というイベントをしておりました。 受付でアン
ケートにご記入後、シールをお渡ししており、お気に入りのボートの前にあるボードにシー
ルを貼って頂くというイベントです。
さて、、、6隻の中でどのボートが“Best of YANMAR BOAT”輝いたのか！？
それでは、発表していきます!!

さて、皆さんが選んだボートは第何位でしたか？
お客様がいいなぁと思うボートというは、どのボートなのか？私達は大変興味がありました。
もちろん、見た目で決められる方もいれば機能性で決められる方もいらっしゃると思います。
我々は常に何が良くて何がダメなのかという意見に耳を傾け、日々勉強していきたいと思って
います。今後もお客様のご意見をお待ちしております。

さてさて、今回出品した6隻の中で3番人気だった、メージャークラフトさんとのコラボ艇、釣りに行く
人の為に艤装したといっても過言ではないFZ30ですが、ご覧いただけましたでしょうか？ボートショー
に来られなかった皆様にもわかるように説明していきますね。

耳寄り情報 こちらのＦＺ３０が身近でご覧になれます！
◆展示場所：オーシャンマリン株式会社 泉大津店 展示場
       　　泉大津市汐見町１１６番地 
ぜひ、見てみたい！というお客様は事前にご連絡をお願いします！「ヤンマー便りを見ました！」とお伝え頂きます
とスムーズにご対応させていただきます。またご来場されたお客様への耳より情報！
今回のＦＺ３０カスタム艇を、現品１隻限りにてどーんと特別価格にてご提供します。
ご検討中のお客様は見逃せません！！（なお現品１隻限りとなりますので、ご売約済みの際はご了承願います。）
☆ご予約・お問い合わせ先：ヤンマーボートショップ芦屋　TEL 0797-25-7280
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メジャークラフトさんとのコラボ艇!!
釣りに行くイメージが沸きやすいように

ディスプレイしていましたよ。
私はこのまま釣りに行きたかったです!!

newモデルＥＸ３８も強し！！
広さや機能性がバツグン。
一度乗ったら、諦められません!!

私も欲しいーッ！！

ずっと人気だったＥＸ３０も
なんと！今回、第4位！
トローラータイプなので

好き嫌いがはっきりしていますね。
私は、好きです!!

ガーーーン!!第6位！
リミテッド艇は579万円ですよ！！
もしかして・・見た目が他のボートと
比べてインパクトがなかったですかね？？

あーーー、残念です！！

個性的なEX29!!
リミテッド艇の人気も

継続的に維持しています。
でも、今回は艤装してないので、

カッコ良さが
伝わらなかったかな？
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イメージチェンジした
ブラックラインが

カッコイイですよね？！
私も気に入っています!!

作業台
川上さんチョイス

ラインシステムを組んだり、ジグの交
換に使えるんですよ。タックルボック
スも置けるので便利です！！

広瀬さんチョイス
これは説明するまでも無く必需品
ですよね!

ロッドホルダー

広瀬さんチョイス
ドテラ流しの釣りも人気ですが、
バーチカルに釣る流し釣りは基本です。
スパンカーは絶対必需品ですね。

スパンカー
広瀬さんチョイス

夏場の日差しを遮るテントは私の一押
し！ショートサイズでも必ず欲しいね！

テント

川上さんチョイス
最近は青物のキャスティングゲームが
人気だから必須やね！

キャスティングレール

Pick
Up

テレビや雑誌でおなじみのメジャークラフト
広瀬さん、川上さんチョイスのカスタム艇です。

（ヒロセマン）

プロアングラー
広瀬さん
（ヒロセマン）

プロアングラー
川上さん



皆さんはメジャークラフトってご存知ですか？ 釣具業界ではとても
有名なメーカーさんなんですよ。 残念ながら知らないんですって方へ
ご紹介致しますね。
まずはメジャークラフトさんのロゴマークをご紹介します。

上のロゴはみたことありませんか？ メジャークラフトさんのロゴです。
そして、メジャークラフトさんの商品は？何を作ってるの？
メジャークラフトさんは主に釣竿を作られている会社なんですね。元々
は国内の有名な釣竿メーカーさんから独立された会社で、海外に生産
の拠点を置いて、安価で良い物を提供したいという私たちには嬉しい企
業理念で成長されてきた会社なんですね。現在はベトナムに自社工場も
持たれて、他社のロッドまで生産する一流ロッドメーカーなんです！
しかし！安価な入門ロッドばかりをではありません！ハイパフォーマンス
な上級者モデルもラインナップにあり、ベテラン釣師も納得なスペック
で多くの釣り人を魅了しています。
今回、FZ30コラボ艇のカスタム案を出して下さったのはメジャークラフトの社員
さんであり、国内のトッププロアングラーである広瀬さんと川上さんです。

左側が広瀬さん（通称ヒロセマン）右側が川上さんです。

お二人とも多くのメディアに出演されていて、とても有名な方達です。
二人の長年の釣行、取材で経験蓄積した、プロならではの艤装要望が
FZ30には詰め込まれています。
そんなFZ30メジャークラフトコラボ艇をマイボートにとお考えの方は！
来年早々にオーシャンマリン㈱泉大津マリーナへ常設展示されます。
ぜひお問合せ下さい。  ヤンマーボートショップ芦屋：0797-25-7280

そんなお二人が、世に送り出しているメジャークラフト商品を少しご紹介

上記のラインナップが展開されています、左から二列目のソルパラは、
安価な入門モデルです、まずは使って慣れて楽しんでですね。
そして、ビギナーから中級クラスのアングラーになるとワンランク上の
タックルが必要になりますよね。
私もブリを狙いに行くときは、メジャークラフトのジャイアントキリング
というシリーズのロッドを持っていきますよ。実際にブリやメジロを何本
も釣ってます。
是非皆様、これをきっかけにメジャークラフトタックルに興味をもってく
ださいね。 まずは安価なシリーズで釣りに挑戦してみてください！

今回の釣り道場 FZ30メジャークラフト コラボ艇はご覧になられましたか？

アンケート＆釣果情報 あのEX33Ⅱ(S/#5049)が!! ヤンマーオリジナルライフジャケット
当選者発表!!いつも釣果情報＆アンケートにご協力頂

き、ありがとうございます。
今回はアンケートと一緒に釣果写真も送っ
てくださった方にヤンマーオリジナルグッズ
をプレゼント!!どんなプレゼントかは、届
いてからのお楽しみにし
てください♪
2017年1月30日（月）
必着分まで
首を長くしてお待ちして
おります!!

秋のボートショーで出品しておりましたEX33Ⅱ
(S/#5049）がお買い得な価格になりました!!
ハルにはブラックラインが入り、キャビン内は
モダンな内装になっている、あのEX33Ⅱです!!
ヤンマー便りをご愛読の皆様には、一足お先に
お知らせいたしますので、気になっている皆様!!
まずは、お電話下さい。
“ヤンマー便りを見ま
した”と言って頂くと
スムーズな対応をさせ
て頂く事ができます!!
お問合せお待ちして
おります♪

ボート購入をされる際は、どんなボートにしようかと夢が膨らむと思います。
また、オーナー様の好みで様々な雰囲気を持つボートにも変わります。
今回は、艤装のあれこれをご紹介いたしますので、ボートをお持ちのオーナー様
はもちろんの事、ボート購入を検討されている皆様方も是非、ご参考になさって
くださいね。
それでは、まずはEX38の艤装の一部をご紹介します!!

艤装によってこんなに雰囲気が変わるッ!! 皆様、いかがでしたか？
今回ご紹介した艤装は、いつもお
世話になっているマリン大阪さん
で行っており、この外にも多種
多様なボートに様々な工夫を
施され艤装されております。
ご紹介した3艇の艤装はほんの
一部ですので、更に知りたい方は
マリン大阪さんのＨＰをご覧
ください。
私たちと一緒
にお気に入りの
ボートを造りま
せんか？

EX30Bでは・・こんなこともしています!!　

①キャビン内から楽々スイッチON。もう手動ではできません!!
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船名：Regina Ⅳ

②週末は家族でマリーナステイ!!翌朝釣りへ!!　

船名：BE・FREE

③ノーザンライツ社製補機6kwで船内100V電力量確保!!

船名：NST94

10月21日～23日に開催されました関西ボート
ショーで来場され、アンケートをご記入頂いた
お客様を対象に“ヤンマーオリジナルライフジャケット”
を抽選で5名の皆様にプレゼントさせて頂く企画
を行っておりました。
厳選に抽選した結果、下記の
皆様へお送りいたします。
①高原様　②亀川様
③小西様　④庄司様
⑤坂本様
おめでとうございました!!（拍手）

マリン大阪 検  索

この２艇もすべてマリンエアコンは、現地取付のインバー

ターマリンエアコンを装備しています。 EX38の3艇同様に、

マリーナスティができ、音も静かなマリンエアコンです。

青森県大間のマグロ釣りの漁師さん達も使用している、マルチ

スキャンソナーを装備しています。（モデルは違います）

上記ソナーは停泊時、普通の魚探として使用し、魚群を

探す時には、船底からセンサーが水中にニョキニョキと

出して、センサーの中身が回転をして、海中

をドーナツ型みたいな輪切りをして魚群

を探し出せます。自船の真下の海中を３６０°

魚探で見る事が出来ます。

また、Amami艇は、キャビン内はカーペット

ではなく、現地にて施工した、フローリング

仕様になっております。拭き掃除が楽で、

夏場も涼しく過ごせますね。

こちらのRegina Ⅳ艇は日本海での釣りがしやすい様にアンカーを落として釣る掛かり釣りをする場合は、船首にある
アンカマン（ウインチの商品名）をキャビン内から遠隔で操作出来る様になっています。電気のスイッチ操作で
アンカーを落としたり、アンカーを引き揚げたり出来ます。また、アンカーコロ（先端の金具）も特注製作品です。
このアンカマンを取付けている場所は元々標準の船体をくり抜いて、FRPの桶を新たに作成してデッキより落とし込
んで取付けています。（写真Ａ）
キャビン上部には、現地にて特注製作したステンレスレーダーアーチを装備し、日本海の夜釣り（イカ釣り）が出来る
様に、補機の１００Ｖ電源を使って集魚灯も１２灯装備しており、非常に
明るく、釣果もすごく良いとの事です。（写真Ｂ）
操船部については、フルノ製最新鋭ＴＺＴ１５インチ　タッチパネルを
カウンターに埋め込み取付しています。（取り付けスペースが小さい中、
大型１５インチを埋め込んでいるのは技がいります）（写真Ｃ）
Ｖバース部の天井には、可倒収納式の液晶テレビ（ディスプレイ）も
装備しています。（写真Ｄ）
この他にも船内で家電製品が使用出来るよう補機（発電機）オナン
５ＫＷを装備しており、左舷ロッカー部を現地にて改造し、電子レンジ、
ポット等を装備しています。

こちらのBE・FREE艇はオーナーさんは週末家族でマリーナに来て、船中泊し、翌朝から釣りに行かれる為、マリーナ
スティが出来る様に艤装しています。その為、マリンエアコンはインバーターマリンエアコン（バッテリーを利用したエアコン
設備）を装備しています。走行時には、バッテリー電源で、マリーナ停泊時は、マリーナの１００Ｖ電源でエアコンが駆動
しますので、夜でもエアコンの音は静かです。家電については、電子レンジを現地にて装備。また、その他家電も使用
出来る様に、１００Ｖコンセントも沢山取付しています。
アフトステーション部は、手前船頭（一人で船を操って釣るスタイル）が
出来る様に、２ヶ所操舵、微速装置、清水設備（水道蛇口）、スラ
スター操作スイッチ、GPS魚探２ステーション、１００Ｖコンセント、船頭
専用シート等が装備されているので、アフト部のシートに座ったままで、
すべての操作をゆっくり操作し、釣りも出来ます。（写真Ｅ）

バウバース部は、標準のクッションのシートを現地特注で質感の良い、オレンジシートに変更してます。（写真Ｆ）
また船中泊時、子供さんが楽しめる様に、大型液晶ディスプレイを装備し、テレビ、DVD、ゲーム等で遊べる
様な仕様にもなっています。（写真Ｇ）
キャビン左舷側の横面を利用した、オリジナルのロッドホルダーも珍しいです（あとキャビン天井にも、
特注ロッドホルダーが付いています）（写真Ｈ）

こちらのNST94艇は船内に１００Ｖ電源が取出せる様に、ノーザンライツ補機（発電機）６ＫＷを装備しています。
このノーザンライツ補機（発電機）は国内で生産されており、平成元年製作開始より、約３万台が生産されております。
納入実績は、海上保安庁、警察、漁船等幅広く使用されております。また補機本体のエンジン回転数が、海外
仕様の発電機と異なり、1800回転と低くなっている為、非常に静かで、安心信頼出来る発電機なんです。
オーナーさんは、主にマリンエアコン、家電製品使用の為に装備しております。
GPS魚探についてはHONDEXの最新１２インチで、Wi-fi機能が付いており、GPS魚探の画面が携帯・タブレット等に
Wi-fiにて飛ばすことが出来ます。（写真Ｉ/Ｊ）
フロントガラス・サイド窓ガラスには、非常に機能が優れたフィルムを
張っています。
IR(赤外線)を大幅にカット出来る機能があり、夏場の暑さ対策も
しています。（写真Ｋ）

アフトステーションも、操舵システムはマロール製のリモコン（エンジンリモコン、操舵リモコン、釣り楽リモ
コン）の３点を装備したリモコンが付いており、釣行時すべてこのダイヤルで操船できます。また１２インチ
のＧＰＳ魚探もアフト部に装備しています。（写真Ｌ）
画像はありませんが、マリントイレも標準タイプではなく、お尻にやさしい、TOTO製のウォシュレットの便座
が装備しています。（冬場もありがたいですね）
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