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今回は、釣りを愛するボートオーナーさんからの人気がじわじわと高まっている
今イチオシのスポット「若狭エリア」をご紹介いたします！！ヤンマー宮津営業所
のある京都府宮津市は、大阪市内から車で約２時間。日本三景で有名な
天橋立のある町です。
海の幸の宝庫「若狭湾」では若狭カレイ、イカ、ブリはもちろんですが
幻の高級魚「アマダイ」や「アコウ」がなんと港から15～30分ほどの
ポイントで釣れてしまう場所も！！太平洋側と比べて、日本海はとにかく
海が綺麗。美味しいお魚の種類が豊富なのも納得の場所です。

夏には海水浴場やマリンレジャースポット、宮津燈籠流し花火大会

など、ご家族揃って楽しめるイベントが盛りだくさんなのも人気の理由
のひとつです！
また若狭エリアは近畿の中でも施
設が充実したマリーナが多く、

釣り三昧を堪能してからＢＢＱ、
温泉など、一日中満喫できるのも
魅力♪釣りやレジャーをとことん楽し
みたいボートオーナーさんにぴったり
なのです！

そして、冬の味覚といえば、１１月から漁が解禁になる

『カニ』ですが、今回宮津駅前にある老舗の佇まい
の料理旅館「富田屋」さんで、解禁に合わせてカニを
頂いてきました！！（富田屋さんは宿泊もできます！）

地元の方にも大人気で、ランチタイムは行列ができ
るので少し時間をずらすのがオススメ。ボリューム

満点のカニのコースやお魚の定食が最高のコスト

パフォーマンスでいただけます。抜群の鮮度ゆえに
様々な食べ方で、焼き蟹・茹で蟹・蟹刺し・蟹すきと

たっぷり堪能！旬のカニは3月末頃まで楽しめま
す。冬のご旅行に、若
狭へ足を運んで
みてはいかがで
しょうか～＾＾！

舞鶴セントラルマリーナ

うみんぴあ大飯マリーナ

舞鶴セントラルマリーナは、舞鶴湾のちょうど真ん中に位置しています。
京都縦貫道が開通してから格段にアクセスが良くなり、一層活気溢れる
マリーナになりました。12トンの吊り上げ式クレーンや10隻の係留ができる広い
桟橋など本格的な設備が充実。また陸上保管は最大約１２０艇！メンテナンス
ヤードでは各メーカーや業者とも連携していてスムーズな対応が期待できます。
ベテラン揃いのスタッフさん達がとってもフレンドリーなのも魅力です！周辺海域や
釣り情報はもちろん、ボートに関する知識も豊富で非常に頼りになる存在で
すよ！敷地内にはボートオーナー様専用のログキャビンも併設。数日宿泊し、釣りのあ

とにはキャンプやＢＢＱを楽しむのがオーナさんたちに人気の過ごし方だそう＾＾♪桟橋からも立派なアオリイカが上がったり、サビキで五目
釣りも楽しめるのでお子様でも大物の釣果に期待★！空きバース・ログキャビンのお問い合わせは、是非お早めに･･･！

大自然の中で、釣りも
BBQも楽しめますよ～！

複合リゾート施設内にあるうみんぴあ大飯マリーナは、日本海側では初となる
海上係留施設（104隻）を中心に、陸上保管（70隻）、メンテナンス棟とクラブハウス
など充実した設備を完備しています。また海上係留エリアは更に拡大予定だそう！
1年中安定して穏やかな小浜湾内ではクルージングを楽しめ、若狭湾まで出ると
もちろん絶好のフィッシングエリアです。同敷地内には温泉、
ホテル、道の駅などが集合し、ワンランク上のシーサイドステイ
を満喫できます♪注目したいのはクラブハウス内2階に昨年夏
にオープンした“Cafe&Restaurantbar Bel”！！

リッチな内装でゆったりとした時間が流れる店内ではマリーナを見渡しながらイタリア料理とワインや
焼酎、福井県名産の日本酒などが楽しめます。定期的に開催されるマリーナ主催のフィッシングコン
テストも、うみんぴあ大飯マリーナのＨＰでチェックできるので釣果の参考になりますよ☆！うみんぴあ大飯
ならではの優雅でなひと時をお過ごしくださいね＾＾♪ ワンランク上のシーサイドステイを満喫できます♪
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若狭エリアでおすすめマリーナがコチラっ！！

フィッシングクルーザーとして絶大な人気を誇るEX30B。
実際の人気の理由って？！どこがどう釣り易いの？！
オーナー様にしか分からない乗り心地を教えて!!
昨年EX30Bをご購入されたＮ様に、
皆さまの気になるところにズバリお答えいただきました～!

【Ｎ様より】
スタイル、走破性、快適性、安定性、キャビンの実用性、
釣り易さ、安全性、全てにおいてネガが全く見当たらない、
私にとっては“完璧な船”です。所有して１年、まだまだ
気づいていない魅力があると感じています。
最後に今回お世話になった、マリーナ、販売店のスタッフ
をはじめ、関係者の皆様、本当にありがとうございます。
この場を借りて感謝申し上げるとともに、これからも
引き続きよろしくお願い致します。

ヤンマーボートオーナーN様の紹介

ヤンマーボート購入にあたりEX30Bを
選んだ理由を教えてください。

Ｑ１.

まず驚いたのは視界の良さで、以前所有していた

30ft艇よりも、大きさが掴みやすいことでした。

またステアリング、スロットルの位置、各種

機器類の視認性と操作性の良さも、申し分

ありません。同時にエンジンの静粛性や

振動のレベルも、過去の船舶用ディーゼル

エンジンとは別物で、しかもパワフルです。

内装も必要以上に華美でなく、しかし十分な

質感があり、ここも“漁船ぽくない”のが

ポイントでした。僅かな試乗時間でしたが、

30Bが持っているポテンシャルの高さを理解

したと同時に、外観と同様に中身においても、

過去のヤンマー艇の印象を根底から覆えすに

は十分でした。

初めて30Bを試乗した際の印象は？？Ｑ２.

離着岸は前後スラスターの恩恵もあり、以前

所有していたドライブ２機掛け艇より格段に

容易です。操船が上手くなったと錯覚して

しまいます(笑)航行中の安定感は何度

乗っても感動モノです。何より驚かされたのは

波が３ｍ前後はある荒天時の体験です。

いかなる状況でも、ハルの形状、船体の

剛性感、そして重量バランスの賜物だと思い

ますが、波をキレイにさばいてくれます。また

スプレーがほとんどかからないのも安心感

に大きく寄与しています。また普段は約3,200

回転、23ノット程度で巡行しますが、かなり

燃費が良く、燃料も３～４回出航して、200

リッター程度で済んでいます。

実際購入後の率直な感想は？Ｑ４.

釣りに関わる主な艤装は、魚探、スパンカー、
マロールの「釣り楽リモコン」です。特にリモコ
ンは、販売店の強い勧めもあり
(高価ですが)導入しました。結
果は大正解です。アンカリング
の苦労から解放されるだけで
なく、ポイントもある程度キープ
が可能で、移動も短時間で済
み、まさしく“楽に”釣果が出ます。(マリーナの
スタッフには『短時間で良く釣りますね』と言
われますが、リモコンのお陰です)別の船を所
有している友人と、時々一緒に釣りをしますが、

その友人も『もうアンカリングなん
てやってられない』とか、挙句
の果てに『もう自分の船で
釣りが出来ない』とまで言
われる程です(笑)またスパ
ンカーの効果も絶大で、静

止状態も横揺れが少なく、
安定感があります。あとデッキの広さと、イケ
スの大きさも特筆すべき
ポイントですし、ガンネ
ルもちょうど良い高さ
で、大人はもとより子供
でも安心して釣りが出
来ます。

一番気になる実際の釣行は
どうですか？

Ｑ５.

EX30Bボートオーナー様ご紹介！

ボートオーナーＮ様！ 
今回はご協力いただきましてありがとうございました！EX30Bで長く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N様の航海のご安全と大漁をお祈りしております～！！！！

艤装へのこだわりを教えてください！Ｑ３.

今回、船を乗り換えるにあたり、真っ先に頭に

浮かんだのがFX‐27Zでした。理由は約５年

程前、ボートショーにて試乗した時の印象が

とても良かったからです。ヤンマー船らしい

ソフトな波当たりと直進安定性、エアコン付き

であれば航行中も快適だと考えていました。

ところが2017年のボートショーで始めてEX30B

を目の当たりした時、バランスが良く安定感の

あるスタイルと、何よ

り良くも悪くもヤン

マーらしい？漁船のイ

メージを全く感じさ

せず、むしろ輸入艇に

負けないお洒落な外

観に惹かれました。

コンセプトは、
●EX３０Bのお洒落な外観を崩さず、

　さらに洗練されたイメージにする。

●楽に釣りが出来る。

●キャビンもより快適な環境とする。
でした。

艤装にあたり担当して頂いた営業マンから

多くの助言があり、理想的な形になりました。

特に外観では、舷窓に輸入艇をイメージさせ

る黒い菱形のカッティングシー

トと、それに連続するゴール

ドのサイドライン(オリジナ

ルはシルバー色)、そして後

部のピラーも黒に変更し、オ

リジナル以上に“引き締まっ

た感じ”になりました。

●趣味：ゴルフ
●ボート暦：ニュージャパンヨット→ベイライナー
　　　　　 →STR15→SRV20→EX30B
●釣り暦  約15年



ヤンマー便りがスタートして早7年。当初は関西圏の皆さまのみお届けしていましたが、
今では北陸、中部など、配送地域が日々拡大中！ そこで西日本各地のご当地情報を皆さまにお届けしていきますよ～！

【師崎ヤンマー三河支店】 愛知県碧南市港本町1-1  TEL 0566-42-7700

【ヤンマー北陸支店】  石川県金沢市神野町東70  TEL 076-240-1717

釣果情報・写真大募集!

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
いち早く発信する
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!!

ご当地からのお便り

名古屋支店 「㈱師崎ヤンマー商会三河支店リニューアル！」

中　部　地　区　情　報

ヤンマー北陸支店 「美味しいお魚釣れていますっ！」

北　陸　地　区　情　報

北陸地方から皆さまにお知らせ！
日本海の厳しい冬の寒さの中、今年もたくさん美味しい
お魚が釣れております･･･！
写真は超大物のマダラと剣先イカです！北陸ではハチメ
と呼ばれるメバルやアジ・タラ釣りも楽しいです☆
凍てつく寒さですがこの時期ならではの絶品のお魚を
是非ゲットしに来てください！ 

マダラ
イカ

■メールでの投稿方法
●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）
本文に上記をご入力し、釣果写真を添付の上

まで送信ください。

■郵便で投稿方法
釣果情報の投稿用紙に記入の上、お写真も一緒に同封の返信用封筒にてご投函ください。
※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。
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愛知県のヤンマー特約店、師崎ヤンマー商会三河支店さんが
リニューアルされました！ こちらでは愛知県内のマリンライフを
トータルでサポートしていただいてます。
漁船からレジャー艇までﾎﾞｰﾄのご購入、修理、保管場所等全
ておまかせください！ なんでもお気軽にご相談くださいね。
新しくなった事務所に是非お立ち寄りください。

釣果情報・写真 締切日 ： ３月３１日（水）必着 ですよ～（^^）

boatshop_ashiya@yanmar.com

ＱＲコードからメールアドレスと
入力フォームを読み取れます。

開会式の様子開会式の様子

こちらはオリジナルロッドアキパラへのサイン！

こちらはジグセットですね。

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。
皆さんは、2018年2月３～4日に開催された『フィッシングショー大阪2018』へは遊びに行かれましたか？
国内外から、釣りに関するあらゆる商品が一気に集まる超大型イベント！
釣好きにはたまらない2日間でしたね～！

テープカットと来賓の挨拶が続きます。 例年5万～６万人の
来場があるイベントです。 多くの釣り愛好家の皆様にご協
力頂き、環境保全や資源保護の輪が広がっているとご報
告されていました。フィッシングショーでは稚魚放流などの
募金活動などにも力を入れられてます。いつまでも釣りを楽
しむためには、大切な取り組みですね！

そうそう！ヤンマー便りクリスマスプレゼントも２月号
と共に発送されます。伊丹章さんのサイン入り
グッズもバッチリ準備が出来ていますよ♪
フィッシングショー大阪開場前に、忙しい伊丹さん
をヤンマーブースへ引っ張り込みクリスマスプレ
ゼント当選者の皆様用に、バッチリとサイン
を書き込んでもらいました。
これが証拠の写真でございます♪
当選者様へ早く届く様急ぎ準備をすすめますね！

釣果情報を送っていただいた方に!! ヤンマーボート
ショップ芦屋 オリジナルステッカーをプレゼント！
携帯電話やタックルボッ
クスに貼れちゃうクールな
デザイン！！ レアなＥＸの
ロゴステッカーを手に入れ
るこのチャンスをお見逃し
なく！！

フィッシングショー大阪2018
出展リポート! 2018年 2月3日・4日

ヤンマーブースはこんな感じでした！ヤンマーブースはこんな感じでした！

各ブースの様子はこんな感じでしたよー♪各ブースの様子はこんな感じでしたよー♪

各社大盛況でしたよ！人人人！人の波でした！ ヤンマーブースも凄まじい行列が出来、多くの来場者様に
プレゼントが届きました。ご来場感謝致します。

そんなこんなで大賑わいのフィッシングショー大阪2018！
また来年の出展を目指して皆さんに喜んでもらえる
ヤンマーブースを考えたいと思います！

アンケート用粗品も6,000個
バッチリ陳列で皆様の来場をドキドキしながら待機していました♪
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