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豪華Ｘ’masプレゼントが当たる！！ ラッキーくじ！！

関西フローティング
ボートショー２０１７レポート!

10月20・21・22日に開催された関西フローティングボートショー2017。
みなさまご来場ありがとうございました！
初日から雨が降り、ひんやりとした幕開けでしたが、ヤンマーブースは熱く燃えておりました！！
今回もドドーンと6隻の出品艇！ 4月から艤装→実釣と大活躍中のEX29伊丹章さんコラボ艇も「実物の方がかっこいい！！」と
大好評★★特に女性に人気で沢山写真を撮っていただきました。
伊丹さんこだわりの艤装とスポーティな装いを船上からじっくりご覧いただきましたよーっ！

ヤンマーブースでは今回もアンケートに答えていただいた方に★オリジナル
トートバック★をプレゼント(^0^)/ 今年は昨年より更に大きく、軽くなって
登場！ 釣りやお買い物などに是非ご活用くださいね♪♪ そしてスタッフ
の願いも虚しく、残念ながらボートショー3日目は台風の影響で中止となっ
てしまいました(T0T)涙 今後もまだまだイベントも計画中です！
ご来場できなかった皆さまも、Facebookやヤンマーマリンブログではイベ
ント情報も更新しておりますので是非チェックしてくださいね！！！ 

★特賞･･･伊丹章さんサイン入り　メジャークラフトフィッシングギア
★ １等･･･伊丹章さんセレクト メジャークラフトジグセット
★ ２等･･･ヤンマーオリジナルワークキャップ
★ ３等･･･ヤンマーオリジナルポーチ
当選したラベルを返信用封筒にて郵送ください。 １月１０日消印有効 ※お電話でのお問い合わせはご遠慮願います。

ヤンマー便り封筒の宛名シールに印字された６ケタの抽選番号をチェック！！！
ボートショップ芦屋のフェイスブックにて１２月２５日（月）に当選番号を発表いたします☆☆
当選者に豪華景品をプレゼント！！！

右ページのフェイスブックQRコード、

もしくは「ボートショップ芦屋」で

検索してご確認ください。お見逃しなく！！！

ついでにイイねもお願いします。（笑）
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

Facebook
毎週更新
しています！！

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
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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！！

メールアドレス登録後
メールマガジンを
毎月1回配信!!

是非ご活用くださいね♪♪

キャビン・デッキをじかに体験！

EX29伊丹章さんコラボ艇！！

その他 FX24EZ.LTD、LF26CZ.LTD、EX30B、EX38を出品。ご希望の方
には船に乗り込んでいただきキャビン・デッキを実際にご覧いただき
ながら、スタッフが丁寧にご説明させていただきました★
試乗は天気の影響で欠航便もありましたが、満員御礼の大盛況（^0^）/
ボートショーでは多くのご成約と沢山のお見積もりのご依頼を頂き
ました。お足元の悪い中のご来場、誠にありがとうございました！！！

またオーシャンマリンさんとボートショップ芦屋が関西No.1の釣り
易さを追及した艤装艇EX31 Ycustomもとっても人気がありました！
アングラーにとってまさにかゆい所に手が届く細やかな艤装に皆
さん興味津々。。。こちらは大の釣り好きのY様にご成約いただき
ました！！

EX29LTD 伊丹章スペシャルで実釣リポートEX29LTD 伊丹章スペシャルで実釣リポート
夏の終わりの芦屋マリーナ。 伊丹さん自身の操船でポイントへ向かい、伊丹さん
自身の操船で船を流し、伊丹さん自身の操船で魚を釣ってもらいたい。そんな熱い
思い胸に、朝焼けの中マリーナに集合しました。
今回の実釣メンバーは、船長伊丹さん、操船の講師にマリンライセンスロイヤルの江口さん、
そして私、ボートショップ芦屋の田村です。

期待と不安でぎこちないかと思って見ていましたが、さすが
海での経験値が高い伊丹さん！余裕を感じさせる操船でス
ムーズに港外へ。 しかし！ポイント周辺に近づくと・・・・真
剣な眼差しで周辺海域をくまなくチェック。 ＧＰＳ魚探の反応
や等深線を見て停船ポイントを定めます。
スパンカーで船は風下に、流されてもマメにクラッチワークを繰
り返し抜群の操船技術で流し釣り。バーチカルにジグをしゃく
れるので、我々もストレスなく気持ちよく釣りに集中できました。
その後も、GPS魚探を確認しながらポイントを選ぶ。 その姿は
本物の釣師！ベテランボートアングラーの風格が漂います。 
多くの乗合船やチャーター船で積んだ経験値は、初めて自身の
操船で釣りに行くアングラーではありません。 我々も安心して
釣りが楽しめました。

移動し、伊丹さんがジグを投下。底取りから数回しゃくると・・・伊丹さんがヒット！！！！
ブルーワークに体重を掛け、メジャークラフトのジギングロッドを見事に扱いながら強烈な引きを
いなす。 江口さんがタモを用意し、伊丹さんが中々大きなサワラを引き上げようとしたその時、
田　村 『伊丹さん！写真撮らせて！はい今止まって！こっちむいて！はい巻いて！』

ブツン・・・・・。
私の無理な要求のせいで、グッドサイズのサワラを逃がしてしまいちょっと変な
空気になってしまった船内・・・・。
伊丹さん 『では仕切りなおしで移動しましょう！次はブリ頼みますよ！』
潮も満潮に変わり、有力ポイントへ移動。もちろん操船とポイント探しは伊丹さん
が一人で行ないました。
伊丹さん 『さて！ここで頑張ってみましょう！ここは大型に実績場ですよ！』
伊丹船長の言葉に奮起した江口さん。自前のメジャークラフト製フルソリッドロッド
でジグを激しくしゃくりだす。
江口さん 『ワクワクします！伊丹さんが上手に操船してくれるんで釣りやすいです！』

スパンカーで船はビシッと風上に向き、風で流された船をクラッチ前進で漕ぐ。
斜めになっていたラインが綺麗に垂直になる。この作業を自身も釣りをしながらこなす伊丹さん。とても手前船頭初心者とは思えま
せん。 そんな伊丹さんの操船もあって江口さんにアタリが！！ フルソリッドロッドが綺麗に曲がり、強烈な引きで江口さんを翻弄し
ます。 それを楽しそうに見つめる伊丹さん！自身の操船で魚を釣らせる喜びを感じているようです。
伊丹さん 『江口さん頑張って！メジャーさんのロッド良いでしょ？どうですか？』
江口さん 『その・・問いに答える・・・余裕が・・・ありません・・・ハァハァハァ・・・・。』
田   村 『えーなー。楽しそうだな。刺身で焼酎呑むから、その魚くれ。』
江口さん 『あげない・・・。はぁー腕だるい・・・。まだ見えませんかぁぁぁぁ！』
伊丹さん 『江口さん頑張って！見えてきたよ！立派なメジロですわ！』
伊丹さん 『よっしっ！メジロとったどぉぉぉぉぉぉぉぉぉ！』
江口さん 『やったぁ！伊丹船長の操船術のおかげですよ！あざーす！』
田   村 『今夜の酒のアテくれ。それ俺にくれ。』
江口さん 『あげない。』
伊丹さん 『とにかく万歳！おめでとー！帰港して記念写真写しましょうよ！』
田   村 『自身で操船してポイントへ向かい、仲間に釣ってもらうのどうやった？』
伊丹さん 『楽しいですね！自分が釣るより嬉しい♪これはハマりますね～！』
田   村 『でしょー！この楽しさを皆さんに伝える為に力を貸してな！』
伊丹さん 『じゃー次いつにします？毎週行きましょうか！』
田   村 『アンタ元気ね・・・あたしゃ体力がもたないから・・・来月にして(P曲`q)』
そんなこんなで大盛り上がりの釣行記♪
次回は、伊丹さん絶賛のEX29LTD 伊丹スペシャルで、どんな獲物を釣上げるんで
しょうね！乞うご期待♪



2級免許取得から半年…操船練習も兼ねてEX38で
芦屋マリーナ→和歌山マリーナシティヨット倶楽部まで
初の廻航です★
「あの漁船は網を引いてるから後ろに気ぃ付けやー。」
「あそこは浅いから大きめに迂回した方がいいでー。」
と同行の田村さんのアドバイスを受けながら２時間弱。
大阪港は様々な働く船が往来しているので海のマナーを知っ
て安全にボートライフを楽しみたいですね♪

新人なっちゃん船長、操船特訓しております。

新艇はもちろん中古艇も取り扱っておられますよ。
事務所はマリーナを一望できる絶好の場所にあり、バーベキューもできちゃう
テラスも完備！！「お気軽に遊びにきてください^ ♪̂」とニコニコ笑顔の江本社長
は神戸出身で大阪と和歌山に事務所を構えておられ、関西のマリン事情に
とっても詳しいですよ！ぜひ一度ご相談してみてくださいね♪
関西でボートの購入を考えておられる方は！和歌山マリーナシティヨット倶楽部
内に事務所がありますリゾートマリン様へどうぞ！

こっそりひっそり

今回乗ったEX38はかなり安定感があって波切りも良く、
大きいですがボートに不慣れな私にもかなり操船し易い
良い船です！ 無事和歌山マリーナシティヨット倶楽部
に到着し着岸もスラスターで楽チン！
何度乗っても操船は本当に爽快でとっ
ても楽しいです★！
あぁ、ボート女子増えてほしいです～！＞＜
そして念願の和歌山ラーメンを堪能
大満足の和歌山廻航になりました～！

ＥＸ３８情報

ＮＴＰマリーナりんくう 伊勢湾陸運株式会社  飛島マリン

愛知県の伊勢湾側にあるマリーナ２件のご紹介！
第一弾！ 愛知県内伊勢湾側マリーナご紹介愛知県内伊勢湾側マリーナご紹介

中部国際空港近くにあるマリーナさんです。
2013年にオープンした中部地区最大級の
施設です。近くに大型ショッピングセンター
もあります。
住所：愛知県常滑市りんくう町3-6-1
TEL：（0569）35-7200

愛知県飛島村名古屋港奥にあるマリーナさ
んです。2015年にリニューアル。 マリーナ
で購入したヤンマーのボートはメーカー長
での保管料特典あります。
住所：愛知県海部郡飛島村金岡37番地
TEL：（0567）55-2888

中 部 地 区 情 報 コ ー ナ ー

ＥＸ３８　エンジン６ＣＸＢＳ－ＧＴ（４９５馬力）
陸上保管の極上艇！！試乗艇として、使用していましたので、
メーカーオプションがフル装備！
主要装備：2箇所操舵、オートパイロット、バウ・スタンスラス
ター、マリンエアコン他※魚探は付いていません。

展示艇として頑張ってきたEX38ですが、そろそろ
素敵なオーナー様のもとへお嫁に行きたいです♥♥
ということで、試乗艇特別価格になりました！
詳しくはスタッフまでお気軽にお尋ねください。
※限定一隻にて売約済みの際にはご了承願います。

即納艇
遊びに行こう！遊びに行こう！

ライフベストが
きつそうな

田村さん・・・(笑)

美味しかったぁ～
！！！

釣果情報大募集！釣果投稿用メール開設のお知らせ

釣果写真をメールに添付して下記内容を入力の上、
ボートショップ芦屋のアドレスに送ってください。
ＱＲコードからもメールアドレスを読み取れます。
投稿メールはいつでも何度でもご投稿可能です★
ご投稿いただいた釣果情報は次号のヤンマー便り
にて掲載させていただきます！

●お名前　●〒・ご住所
●掲載用ニックネーム
●釣果日　●釣れた場所　
●魚種・サイズ（センチ/キロ）　
●釣果のコメント（仕掛け・時合等）

boatshop_ashiya@yanmar.com
※お名前・住所の入力にお間違いのないようお気をつけください。

いつも釣果情報・写真のご投稿ありがとうございます！
これまで釣果写真は印刷して返信用封筒にて郵送いただいておりましたが
「写真はあるのだけれど印刷は面倒・・・メールで送りたいな。」というお声を沢山いただいていました！
そんな皆さまのお声にお応えして・・・！メールでの投稿が可能になりました！！

これまで同様に郵送でのお写真も受け付けております！
同封の返信用封筒にてご返信ください。
２０１８年１月３１日（水）必着で釣果情報を送っていただいた方
にはヤンマーオリジナル３色ボールペンをプレゼント！！！
そしてなんと！ 釣果投稿用メール開設を記念して！♪
メールにて投稿していただいた方に
先着で１０名様に★ヤン坊マー坊
卓上カレンダー★もプレゼント
いたします！
当選は発送を持って返させて
いただきます。
皆さまからのご投稿お待ちして
おります～～！！！

今年より
卓上カレンダーが

新登場

和歌山マリーナシティヨット俱楽部和歌山マリーナシティヨット俱楽部
大阪市内から車で約70分、芦屋マリーナから船で
2時間弱の場所にこんなリゾートが!!隣接エリア
にはホテル、黒潮市場、天然黒潮温泉、ポルト
ヨーロッパ等レジャー施設が充実。お子様も一日
中遊べますよ～★高級感溢れる館内では支配
人の船橋さんをはじめコンシェルジュスタッフさん
たちがお待ちしております～！釣り・レジャーのご要望か
ら会議室の利用など幅広くご対応してくださいます！
オーナー様は大浴場やスウェディッシュマッサージも楽しめます ô̂ !
至れり尽くせりの設備に…船を持ったら、絶対和歌山マリー
ナシティヨット倶楽部に置きたいーっ！>_<

大阪市内から車で約70分、芦屋マリーナから船で
2時間弱の場所にこんなリゾートが!!隣接エリア
にはホテル、黒潮市場、天然黒潮温泉、ポルト
ヨーロッパ等レジャー施設が充実。お子様も一日
中遊べますよ～★高級感溢れる館内では支配
人の船橋さんをはじめコンシェルジュスタッフさん
たちがお待ちしております～！釣り・レジャーのご要望か
ら会議室の利用など幅広くご対応してくださいます！
オーナー様は大浴場やスウェディッシュマッサージも楽しめます ô̂ !
至れり尽くせりの設備に…船を持ったら、絶対和歌山マリー
ナシティヨット倶楽部に置きたいーっ！>_<

●〒641-0014　和歌山県和歌山市毛見1516
●ＪＲ紀勢本線海南駅よりバスで約10分/阪和自動車道海南ＩＣより約15分
●tel:073-448-0033
●http://www.marinacity.com/yacht/

リゾートマリン株式会社　住所：和歌山マリーナシティ内 和歌山マリーナシティヨット倶楽部  tel:06-4866-5711  http://www.resort-marine.jp

魅力溢れる和歌山マリーナシティヨット俱楽部のご紹介ですっ！
ご家族で遊びに行くのはもちろんホームポートにも最適なのです！！
これでみなさん和歌山マリーナシティヨット俱楽部の虜ですよ～♪

江本社長

そんな和歌山マリーナシティヨット倶楽部の中には、充実のマリンライフをサポートしてくれる

「RESORT MARINE」さんがあります。
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