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みなさまこんにちは！ボートショップ芦屋の新人船長なっちゃんです^ ＾
先日和歌山マリーナシティに向け今年の4月に登場した新型フィッシン
グクルーザーEX34を廻航してきました！
朝10時に芦屋マリーナを出発し快晴、ベタ凪の海を順調に進みます。
免許を取得したのは昨年の４月。それから何度か操船しております
が、初めて操船するEX34にド緊張＞＜！
操船にあまり慣れていないためいつも波の衝撃が結構怖いのです
が、今回新技術を取り入れ硬く強くなったハルのおかげで衝撃が
弱くなりました！更にクッション性のあるドライバーズシートで快適性が
アップ！安心して廻航できましたよ～！
いつもいつも気になるのが、日差しです。。。海の上は想像よりはるか
に日差しがきついんですよね。。。
しかしEX34は窓に日射調整
フィルムが貼られているので厳しい
日差しの下でも快適♪に操船
できました！
キャビンの日焼け防止にも防暑
対策にもおススメのアイテムです！

出港から約２７ﾉｯﾄ（約５０km）のスピードで
1時間15分ほどかけて友ヶ島に到着で～す。
この日のために用意したJACKALさんのビン
ビンソルトで初の鯛ラバに挑戦です！！
鯛ラバを海底に落とし、着底したらすぐ
巻き上げる、という釣り初心者に非常に挑戦しやすい釣り方です！
着底後、鯛ラバを不自然に放置すると鯛も鯛ラバを見切って
しまうといわれているので要注意です！
落としては巻いてを繰り返すこと30分。
小さな小さなガシラが釣れましたー^ ＾笑 しかもエラに引っかかっ
てくれていました。（釣れたことにして下さい。笑）
今回はあまり時間がなかったため、
釣りはお終い。。。次回は大物の
鯛を狙うぞー！と友ヶ島を後にし
和歌山マリーナシティに到着
です～！
無事安全第一で廻航を終えること
ができました^ ０^

しかしボートに乗り込んで、中から
じっくりご覧いただけたのではないで
しょうかー！ 関西では初公開だった
EX34もご予約やお見積もり依頼も
頂戴しました。
その他たくさんのご成約をいただき、
誠にありがとうございました！！心より
御礼申し上げますm(__)m

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

メールアドレス登録後
メールマガジンを
毎月1回配信!!

2018年 4月6日（金）・7日（土）・8日（日）

関西ボートショー2018 出展リポート
in 新西宮ヨットハーバー

早速、ボートショーに出展予定の
サルパ(LF26CZ.LIMITED)を
大分県のヤンマー造船で建造中！！！

そこで皆さまに投票のお願いです！
同封の投票用紙でマイボートを購入したらこれは絶対に艤装したいーっ！
と思う艤装品を選んでご返信ください＞＜！
詳しくは投票用紙をご覧くださいね♪
皆さまからリクエストが多かった順にどんどん装備していってしまいます！
一緒にサルパを格好良く、快適にフル装備させましょうーーー！
(̂ 0 )̂/★★
艤装したサルパは秋のボートショーにてご覧いただけます。
投票結果は次号ヤンマー便りで発表いたしますのでお楽しみに～！！！

今年もヤンマーブースで
はアンケートにお答え
頂いた方にトートバックを
プレゼントしましたよ★
昨年のバックをお持ち
いただいている方もチラ
ホラおられました♪
次回、秋のフローティング
ボート シ ョーは 1 0月
19.20.21日です！

バウ(船首）とスタン（船尾）にスラスターを
装備すれば真横に平行移動できるの
で、離岸、着岸も楽々。
１軸シャフト船は、後進舵が効かないの
で、特にお勧めです。

バウ＆スタンスラスター

スタンスラスター バウスラスター 陸電アダプター 陸電ブレーカーパネル デッキウォシャー

今回のEX34は、インバーター式のエアコンを
標準装備。マリーナ等の陸電で、100Vをつ
なげば、エンジンを掛けなくてもエアコンが
使えます。(※陸上では使えません。）マリー
ナステイ等する方には、必須アイテムです。

陸電装置

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。
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関西ボートショー2018in新西宮ヨットハーバーへお越しいただき
ありがとうございました。
なんと前回に続き、今回のボートショーも天候に恵まれず、雨、
風、寒い！と三拍子揃った厳しい3日間でした＞＜涙
試乗もほとんどが中止となってしまい、とっても残念でした。。。
楽しみにお越しいただいた皆さま申し訳ありません(;0;)

新人船長         廻航&鯛ラバに挑戦!
NEW

EX34

QRコードから
アクセス

してください!

今回廻航した           にお勧めのオプションをご紹介!
NEW

EX34

今回も廻航中に遭遇した働く船について
勉強しましたのでみなさんにご紹介
します！！
底曳き網の漁船は網を
引っ張っているので船尾に
近づかないようできるだけ
大きく迂回しましょう。
シラス漁をしている船は二艘で
網を曳いているので真ん中も
通らないように注意します。
が！二艘は何百メートルも
離れている場合もあるのです！
真ん中を走ってしまっていることに
気づかないこともあるので
要注意です！
２艘の中央にはブイが浮いているはずなので広い視野で
周囲の安全を確認しましょう！

まるで恐竜の卵が乗っているようなLNG船などの大型船。遠くだと
かなりゆっくりに見えますが意外と速度が出ています！（20ノットほど
出ている場合も！）早い段階で進路を調整しましょう。また、引き波
も大きく舵を取られやすいのでできるだ
け近づかない方が安心ですね。
働く船を見るのは楽しいですがしっかりと
知識を身につけルールを守ってボート
ライフを楽しみましょうね～！！！

これは、EX34に限ったことではないです
が、魚釣りをするにあたり、デッキウォッ
シャーは必需品と言っても良いアイテム
ですね。
魚が釣れた時などに、海水で、デッキを
洗うことが出来ます。
マリーナ等へ帰って
から、真水(水道水）
で洗うことをお勧め
します。

デッキウォシャー



キ ス 編

水深60ｍ～150ｍ前後で、ジャー
クして、獲物をゲット！こちらも120g
～250g前後の重さのものを使用し
て、
太刀魚や、サワラ、ハマチ等をねら
う人気の釣りですね。形や、長さ、
色など、いろいろあります。
ブルーピンクや、アカ金、シルバー
などが基本ですね。

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
boatshop_ashiya@yanmar.com
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。

皆さまからの艤装品投票で人気順にLF26CZ.LTDにカスタムを
施します！ 完成後、秋にボートショーなどでお披露目を予定★
また、夢のマイボートを描いて送ってください！ お好きな艤装や
デコレーションでサルパを格好良くしあげてくださいね♪
みなさんから送っていただいた「夢のマイボート」は次号の
ヤンマー便りに載っちゃうかも！？
掲載させていただいた方にはヤンマーオリジナルグッズお楽しみ
セットをプレゼント！！
詳しくは同封の投票・応募用紙をご覧ください＾＾♪

3,000円以上のお買い上げてポイントカードにご入会
いただけます。
通常100円（税抜）お買い上げ毎に、１Ｐを進呈、毎月18日
イッパッチデーは、5Pを進呈、ご来店ポイントも進呈 
半期に５万円以上お買い上げで、最高10000円分の
クーポン進呈 
お買い上げに応じ、ゴールドステージ（100円お買い上げ毎に3P）、シルバー
ステージ（100円お買い上げ毎に2P）の特典あり

ミディアムライト～ハードなどのジギング専用ロッド
が近年人気です。
ベイトリールや、スピニング
リールを使って、ジャークと
呼 ばれる しゃ く り をい れ、
魚を誘います。

日本三景「天橋立」に程近い宮津営業所からは、
EX31Aをご紹介！
5月25日にできたてのほやほやのEX31A×6LY2-WST
（380Ps）がヤンマー造船より陸路で入荷しました！！
ご注文いただいてから半年以上お待ち頂きましたが、
お客様のご要望に沿った工場オプションを取り
入れ、ゼロからお造りさせていただきました。
海の幸の宝庫「日本海」で最高の釣行を楽しん
で頂く為に、さらにこだわりの艤装をこれから施し
ていきます。理想のカスタム艇にすべくスタッフ一同
がんばりますよ～！！！

今回ご紹介いたしますのは、富山湾に面した魚津市
に店舗を構えます、有限会社青島鉄工所です。
富山湾は日本海では唯一と言っていいほどオール
シーズン魚釣りができる最高のポイントです！
港からかなり近い場所でも本当に良く釣れます
＞＜（しかも美味しい魚ばかり！）
青島社長は、釣りがお好きなプロ級名人！
多様な釣りに対応した特殊艤装や近隣のオススメ
ポイント等も熟知していますし、マリーナのご紹介もおまかせです！現在は、納艇前のEX29
リミテッドを艤装準備中！！(電動オートスラスター、スパンカー等々）
北陸地区でボートについてのご相談は有限会社 青島鉄工所におまかせです～＾ /^★

何と言ってもおとして巻くだけの簡
単な釣り。
最近では種類も豊富。マダイだ
けでなく、青物など他の魚もヒッ
トすることも。
水深や、潮の流れによって重さを
変えて6 0 g～1 3 0 g前後のものを
使用します。カラーは、赤系や、オ
レンジ系が基本ですね。
お店には、交換用のスカートも売っていますので、状況
によって交換して釣果をあげましょう！

タイラバ用の基本タックル。
竿先が柔らかめの、タイラバ専用ロッドが近年
人気で す。基本 的 には、ベイト リ ールで、何
メートル糸が出たか、カウンター付のリールも多く
なってきました。

フィッシングエイトへ取材してきました！

ヤンマー造船から「EX31A」が入荷しました！

北 陸 地 区 情 報

釣果情報を送っていただいた方に
ヤン坊マー坊クリアファイルをプレゼント!

北陸地区販売店のご紹介！

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～！

釣果情報募集中! 艤装人気投票＆

「夢のマイボート」募集！

ボートでのエサ釣り基本！

近年とっても人気のタイラバ今回紹介する店舗！

すぐ隣にある、店舗で、こちらは、
ルアー釣りがメインとなっています。
こちらも店内には、ほぼ天井まで商品
がずらり豊富に揃っています。

ボートでのルアー釣りの基本
と言えばボートジギング！

基本のタックル＆リール

基本のタックル＆リール

基本のタックル＆リール

イチバンエイトグループのポイントカード特典

詳しくはお近くのフィッシングエイト店舗スタッフへ！
親切丁寧に教えてくれます♪
みなさんボートフィッシングをたのしみましょう！

みなさん、4月からボートショップ芦屋に転勤してきました、元名古屋支店の堀田です！
先輩田村が転勤・・・。 センエツながら後を引き継ぎます！
第一弾はTVCMでたまたま見ていて気になった、関西の方ならご存知“フィッシングエイト様”を突撃取材!
今回は、ボートフィッシングの基本的な道具のご紹介を致します。（知ってるかもですが）

締切日：7月15日（日）必着

大分県からようやく到着しました!
やっぱりカッコいい!!

EX31A!

艤装の相談はお任せ下さい!

艤装準備中のＥＸ２９関西リミテッド

釣り名人！
青島社長
（あおし～）

ヤンマー 北陸支店 石川県金沢市神野町東70 TEL 076-240-1717　有限会社 青島鉄工所 富山県魚津市寿町7-9 TEL 0765-24-3541

ヤンマー宮津営業所 京都府宮津市字獅子崎小字しきの浜両側849 TEL 0772-22-6265

宮 津 地 区 情 報

ご当地からのお便り

タイ・青物など編

初心者にもお勧めのエサ釣り。 専用の仕掛けを使って、ゴ
カイやアオイソメなどのエサをつけて、キス釣りが人気。
また、専用の仕掛けと30号前後のオモリを使って、オキアミな
どのエサをつけて、水深60ｍ～40ｍ付近でタイや、アジなど
いろいろな魚を狙えて人気です。

両軸のリールが基本で、予算があれ
ば、小型の電動リールが近年人気と
なっています。竿は、船竿と呼ばれて
い る 種 類 で、先 調 子の オールマイ
ティーな竿が人気です。

スピニングリールが基本で、竿
は、キス釣り用の竿が、店頭に並
んでいます。
まずは、この辺りのタックルで、
狙ってみてはいかがでしょうか？

締切日：7月15日（日）必着

ＱＲコードから
入力フォームに

アクセス！

大阪府摂津市学園町1-1-37（中央環状線・近畿道摂津北ＩＣ）
T E L：072-636-0008

入口から、旬のお勧めの商品が並ぶ
店舗で、店内にはほぼ天井まで商品
がずらり豊富に揃っています。
こちらは、エサ釣りを中心に商品が置い
てあります。

大阪府摂津市学園町1-1-33（中央環状線・近畿道摂津北ＩＣ）
TEL：072-636-0820
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