
前回のヤンマー便りの１シーンですね。     
伊丹さん『キャビン前には特注で
　　　　ロッドホルダーをセットしたいな～！』     
田村『ではリガーマリンさんに作ってもらいましょう！』     
そんなやりとりで採寸し作成したのがコレですね

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。

前回の振り返り

ロッドホルダー＆ポッサム＆ＧＰＳ魚探
土遠さん 『伊丹さん！特注ロッドホルダーとポッサム取付完了！』
伊丹さん 『良いですね！場所も高さも希望通り！』
土遠さん 『次は何セットします？GPS魚探でもセットしましょか？』
伊丹さん 『そうですね。本体は右端が良いな。そそ！その辺で！』

夏までに何とか完成させて、伊丹さんには実釣を楽しんでもらいたい！
とにかく職人さんを急ぎ探して工事に掛かってもらおう！どこかに艤装工事
できるプロ整備士が居ないか探せ！
しかし・・・この時期は何処の整備士さんも職人さんも大忙し・・・
どうにも手が足りず作業に掛かれない・・・・
そこで急遽駆けつけてくれたのが、兵庫県赤穂市でヤンマー特約店を
営む『赤穂ヤンマー㈱』土遠社長！祖父の代から３代続くボート屋さんです。
船や釣りの事ならお任せあれなプロフェッショナルですね。
伊丹さんのカスタム希望を叶える為に、土遠さんも参戦し完成目指して加速しました。

伊丹さん 『さて！お楽しみのカスタマイズ♪早速、梱包開けて
みましょうか♪』

土遠さん 『開けちゃいますか♪特注スパンカーを♪』
伊丹さん 『どんな感じに出来てるか楽しみですよね！僕の

名前を入れてもらってるからワクワクですわ！』
土遠さん 『では開放しますよ～！どうぞ！』

伊丹さん 『土遠さぁぁぁぁぁぁん！休んでないで早く早く！次は何
をセットします？テント？スパンカー？』

土遠さん 『ちょっと休ませてよ・・もー暑くて・・体が痺れてきた・・
視界が狭く・・・あかん・・水と・・赤穂の塩を補給しよ・・・』

伊丹さん 『次は、夏の日差しや雨を避けるハーフサイズのテント
　　　    リガーマリンさんの人気商品ですね！』
土遠さん 『はいよ！水分補給も赤穂の塩もバッチリ補給しましたぜ旦那！
          ではセットしましょうか！』 

伊丹さん 『わぉ！かっこええですやん！青空にぴったり！良いですね！』
土遠さん 『白地に赤の文字がカッコイイ!』
伊丹さん 『伊丹カラーの赤が映えて最高！』
土遠さん 『これで早く沖に出たいですね！青い空、青い海、赤い文字♪』 

ヤンマー
ボートショップ芦屋

Facebook
毎週更新
しています！！
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伊丹さん 『暑い日差しを遮ってくれるテントもあるので、これで
バッチリですね!』

土遠さん 『後は船体に伊丹レッドのカッティングシートで
ステッカーチューン！』

伊丹さん 『7月に新規登録と定期検査です。
      　  7月中旬頃には釣りに行けますね。』          

ご覧の通り、伊丹さんのご希望でスッピンだったEX29がカスタマイズされました。
残りは、真っ赤な伊丹カラーのカッティングシートを船体に施工し、何処の海で釣りしていても伊丹さんだと判るようお化粧します。
７月中頃には、日本小型船舶検査機構の検査も済み、伊丹さんとの初釣行に出る事ができますね。
何を釣りに行こうかな？キス釣り？アジ釣り？鯛釣り？
次回は伊丹章カスタム艇での釣行を皆さんにご報告致しますね！良い釣果を報告できるよう頑張ります♪

皆さんこんにちは！ヤンマーボートショップ芦屋 田村です。
夏の海を満喫されてますか？釣りに夢中になり過ぎて、水分補給は忘れないでくださいね。
さて皆さん！題名にあります『EX29伊丹章カスタム艇』覚えてますよね～？  
前回のヤンマー便りでは、伊丹さんとカスタム打合せや現地打合せの様子をご紹介しました。
また、リガーマリンさんが特注ロッドホルダーの採寸、製造もご紹介しましたよね！ 
その後どうなったのか・・・・気になりますよね！

ポッサムはリガーマリンさんで販売中。   
これは素晴らしいアイテムです！   
ジグやタイラバが暴れないように   
ケースに収納しておくんです♪   

GPS魚探はHONDEXさんの１０インチ！   
アンテナ内蔵型なので取付も楽ですね。   

右ページへ

工事開始～!!

２ヶ所操作

スパンカー

進捗情報!!

赤穂ヤンマー㈱
土遠社長！

伊丹さん 『カスタムって楽しいなぁ！早速、写真を伊丹のフェイスブックにアップしますね♪』
土遠さん 『よーし！とことんやりますか！次は2ヵ所操作をセットしよか！何処

でも穴あけまっせ♪』
伊丹さん 『2ヵ所操作って、キャビンの外で釣りしながら操船するシステム

ですよね！』
土遠さん 『そうですよ！釣り師なら必需品ですね。これが無いと釣りが

出来ないと言っても過言ではありません♪』

微速装置にクラッチにアクセルとセット完了♪
コレがあれば釣りに専念出来ますもんね。
手前船頭ってスタイルですね！
潮や風で流れラインが斜めに・・・
釣り難いなぁって時にクラッチをON/OFFしながら船を操るんですね。
流し釣り必須アイテムと言えますよ！ 

伊丹章ブログ
QRコードから
アクセス

してください！！

あっ！ヤンマーボートショップ芦屋のフェイス
ブックページを知ってます？ヤンマー商品や
イベント情報、そして伊丹さん最新情報を
タイムリーに掲載しているんですよ。
フェイスブックをされている皆さん！
ぜひフォローしてくださいね。



あえて言うなら！
残念ポイントはありますか？

Ｑ7.

題名だけ見てると・・・なんだそりゃ？？？ですよね（涙）
実はナカジーさんって・・・・知る人ぞ知る有名人なんですよ～！
一流釣具メーカーさんのジャッカルさんで、プロ契約されて活躍されているアング
ラーなんですよ！ そんなジャッカルさんとナカジーさんにFX27Z.AP-LTDをお買上頂
きました。ありがとうございます（＾＾）
この艇でナカジーさんが、大阪湾～神戸でチャーターボートを運営するんですよ♪
選ばれた理由は居住性と釣り性能！『おもいっきり釣りを楽しんで頂き、ゆっくり
キャビンで寛いでもらう。』コンセプトにピッタリだったんですね！

ヤンマーボートショップ芦屋からのお知らせ

今回は、ナカジーさんのチャーター業務、予約開始まで少し時間が掛かるそうですが、
ホームページ作成用の撮影をお手伝いして来ました。当日の様子を少しご紹介します。

さぁー皆さん！釣った魚を持って

カメラマンさんに見せてあげて！

僕ちゃん！こっち向いて笑顔頼むよー！

ボーダーシャツのナカジーさん
子供達をサポートしてます！
きっちり釣らすのがプロの
お仕事です！な様子ｗ

ヤンマーサンセットマリーナでは
国家試験免除・最短3日間で免許が取得
できる限定プランをご用意しております♪♪
今ならWEB申し込み限定２３,０００円OFF！！！
詳しい内容は別紙ご参照ください。

ペーパーキャプテン講習

参加者大募集！

サルパ２６ＣＺ.ＬＴＤオーナー様ご紹介！
これまでいただいたアンケートでヤンマーボートオーナー様のマリンライフやボートの感想など

実際のお声を聞いてみたい！と沢山のご意見をいただいておりました！

そこで今回、今年の６月にサルパ２６CZ.LTDをご購入された亀井様に取材させていただき、

根掘り葉掘り伺って参りましたよ～！購入の決め手や納艇後のご感想などオーナー様の生のお声を皆様にお届けいたします！！

オーナー様   亀井 恒一様 
趣味：ボートフィッシング,音楽鑑賞,自転車 
ボート暦：２５年程度 
以前の船：１４ft、１７ftの和船、ヤマハUF２５ 
保管場所：京都府京丹後市

海の近くに育ち幼少の頃から釣りが大好きでした。
日本海でもかなり早くからジギング、タイラバを始めましたよ。
32歳の時にボート免許を取得。その後14ｆｔと17ｆｔの和船に乗り
20年前にヤマハＵＦ２５（中古船）を購入し釣りを楽しんできました。
そして今年6月に念願のサルパ２６ＣＺ.ＬＴＤに乗換えを決意！
一人で気軽に操船ができ、小回りが利くサルパを大変気に
いっています！

これまで乗っていたディーゼル船内外機タイ
プのボートはドライブ全体が水面上に上が
らずメンテナンス性が非常に不便で、メンテ
ナンスに苦労していましたが、今回のサルパは
同じディーゼル船内機でもドライブ全体が
水上に上がり、メンテナンス性も良く、海上係

留の私にとって他のメーカーには
比べる船が無かったのでヤ
ンマーにしよう！と決めていま
した。

ＦＸ２７Ｚと比較しました。やはりあの大きさと
釣りのし易さに魅力を感じますよね・・・。

やはりリミテッド艇の特別価格と１人での
操船＋釣りのし易さです！普段釣りには１人か、
多くても３人で行くので、
「釣りのし易さ」が一番重要な決め手となり
ました！

実際に出航し、改めて小回りが利いて釣り
のポイントにかなり着けやすいと実感！
あとは泡かみが非常に少ないので、船速
を上げても魚探が使えるのはとっても便
利ですね！

ディーゼルエンジンなので、とにかく燃料費
が安くあがります！
頻繁に出航するなら気になる点ですよね！
ドライブ船なのでトラブルに強いのも良い
ですよ。流れものがスクリューに巻き付いて
もチルトアップすれば直ぐに取れます。
あとは小回りが利く点と、後進時の舵効き
が特に良く、非常に操船がし易いです！！
風流れ性能も漁船並みで綺麗に横を向
いて流れ、スパンカーを使えば、こちらも綺
麗に風にたちます。
収納力も充分にあって、アンカーストアーは
12kgのアンカーとロープ250mを入れても
まだまだ余裕があり、生簀もかなり充分な
スペースがあります。大漁でも安心ですね！笑
心配していたエンジンルームですが実際に
80ＬのクーラーＢＯＸが置けたり、座ってみたり、
意外と便利に活用できていてます！
少人数でのシビアな釣りをしたい方には
サルパ２６ＣＺが間違いなく
オススメです！！！

２ヶ所操舵＋微速装置、スパンカー、セミ
オートアンカーウインチ、８インチ縦向け

仕様の魚探

いつもは１人～友人２、３名で毎年30日は出航しています。よく行く
ポイントは久美浜・網野沖を中心に西は餘部（兵庫県）あたり
東は白石ぐり、冠島周辺、沖はオヨグリ辺りまでです。
ジギングを中心に、タイラバ、エギング、餌釣り（流し釣り・かかり
釣り）をしていますよー！

納艇後に選んでよかった！
と思ったポイントを教えて下さい！

こだわりの艤装のご紹介して
ください！

ボート購入を検討中の方に
サルパ２６ＣＺ.ＬＴＤをオススメ
するとしたらどんなポイント
ですか？

手すりをつけるという手もあると伺
いましたが艫デッキのブルワーク
の高さがもう少し高ければジギン
グの際安心感が高まりますね～。

ボートフィッシングをどのように楽しんでおられますか？

アンケートと釣果写真

いつもアンケートと釣果情報に
ご協力頂きありがとうございます。
今回は同封のアンケートと釣果
のお写真を併せて送っていただいたかたに
ヤンマーオリジナルグッズプレゼントいたします♪
皆様からのご返信お待ち
しております！
8月31日必着ですよ～！！

船舶免許は持っているのだけれど
しばらく使っていない・・・。たまには操船したいなあ・・・。
と思っておられるそこのあなた！
航行規則のおさらいやロープワーク、実際に
操船も行いながらペーパーキャプテン向けの
講習会を開催いたします！
詳しくは同封のご案内をご覧ください♪
ご参加お待ちしております～！！

　　　　免許取得応援!!

小型2級船舶免許取得

キャンペーン実施中！
ボートオーナー亀井さん！
今回は取材にご協力いただきましてありがとう
ございました！
サルパ２６ＣＺ.ＬＴＤでのボートライフを楽しんで
いただけるようこれからもヤンマーがサポート
させていただきます！
これからも亀井さんの航海のご安全と
大漁をお祈りしております～！！！！

９月2日（土）・３日（日）

ビンビンソルトのナカジーさんって知ってますか？ビンビンソルトのナカジーさんって知ってますか？

   ボートの乗り換えの理由は
   何でしたか？
Ｑ１. サルパと比較した船は

なんでしたか？
Ｑ2.

そこでサルパ２６ＣＺ.ＬＴＤを
選んだ理由を教えて下さい！

Ｑ3.

Ｑ4.

Ｑ5.

Ｑ6.

Ｑ8.

そして、釣れたのでハイポーズ♪

子供より喜んでるナカジーさんｗ

取材日は、鯛にキスにガシラと

色々な魚が釣れて大騒ぎ♪

今回撮影した画像を元にナカジーさんの
チャーターボートが本格的に始動したら、
皆さんにはすぐお知らせしますね！多くのイベ
ントに引っ張りだこのナカジーさんと、一日中
釣りが出来るなんて贅沢ですよね～♪
プロアングラーのマル秘テクニックを教わる
チャンスかもですよ！ ぜひご利用下さいね！
もちろんヤンマーボートショップ芦屋のフェイス
ブックページでも情報発信致しますので
お楽しみに♪
いち早く情報を得られますよう、ジャッカルさんの
HPをお知らせします。

株式会社 ジャッカル　
http://www.jackall.co.jp/

ヤンマーボートオーナー亀井様の自己紹介！！
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