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■ スプリングボートフェア2018～ボート展示・試乗会開催！

航海に求められるもの全てをこの1台に

集結させたFURUNOの14.1型マルチ

ファンクションディスプレイTZT14。

タッチパネル式でスマートフォンやタブ

レットでも操作可能。海底の詳細な地形

状況や魚群の位置関係等も3Dで映し出

す高性能ソナーも搭載しています。

5月12日(土)～13日(日)、秋田マリーナにて秋田日

光マリン・スプリングボートフェア2018 ボート展

示試乗会が開催されました。クラブハウス前には新

艇のFG-35Ⅱ・YFR-24・F.A.S.T23の他、中古

艇も展示され、またYFRと定点保持オートパイロッ

ト付きのUF-25O/Bが試乗艇としてラインナップさ

れました。会場には航海計器各メーカーのブースが

設けられ、最新GPS、航海計器が展示されました。

薄型ディスプレイモニターやオートパイロット、釣

楽・潮立リモコンシステム等が並び、たくさんの

方々が見に来られ航海計器の説明や最新艇の試乗を

楽しんでおられました。



■ ピックアップ釣り情報

■ フィッシングコンテスト2018 開催のお知らせ

秋田マリーナ 男鹿マリーナ本荘マリーナ

6/1よりフィッシングコンテストが開幕となります。昨年に引き続き、対象魚種は設けず全ての釣魚を対象としたポイント制でのコンテ

ストとなっております。（今年度より配布するポイント表を一部改正しております）エントリーは無料ですのでどなたでもお気軽に参加

できる内容となっております。優勝者には３万円分の商品券と表彰楯、以下第二位、第三位に賞品をご用意して皆様のご参加をお待ちし

ております。開催要項の詳細はマリーナで掲示しておりますのでご確認ください。

NEW
ﾓﾃﾞﾙ

ＰＲ

新艇・中古艇 オーナー・レンタル会員特別価格で展示中～！

■ 夏のイベントスケジュール

秋田マリーナ

全国各地で大盛況を博しているボートゲームフィッシ

ング、昨年は15艇50名の参加者が集まった秋田大会

が今年も開催されます。仲間や家族を誘ってルアー

フィッシングを楽しみましょう!
秋田マリーナ所属艇のみならず、本荘・男鹿マリーナ
所属艇の皆様のご参加もお待ちしております！

10/

7(日)

７/

1(日)

秋田マリーナ７/
28(土)

29(日)

男鹿マリーナ

秋田マリーナ

７/

16(月)

海を身近に感じてもらうために、大人も子供

も一緒に楽しめるイベントをご用意して皆様

のお越しをお待ちしています!!
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14(火) 男鹿の夜空を彩る

10,000発の壮大な花

火。男鹿マリーナでは、

海からでも陸からでも

絶好のポイントで観覧

できます。

優勝、準優勝、第三位の他各賞多数、
たくさんの賞品をご用意して皆様の
ご参加お待ちしております。大会の
釣果の一部は近隣の特別養護施設へ
寄付させて頂いております。こちら
も併せてご協力お願いいたします。

秋田マリーナ



秋田マリーナ

普段の釣り情報をもとに、近場の港内でア

ジを探したいと思います。魚探で反応を探

し、活性の高いアジを狙っていきます

■ マリーナスタッフ 今年の目標はこれだ！！

金田編 ～新魚種開拓！目指すは春のコウイカ！！～

皆様こんにちは。本荘マリーナの金田です。私の今年の目標はズバリ、春のコウイカを釣ること！！

昨年漁師さんからコウイカが網に卵を産み付けているとの話や、実際に釣ったという話も聞こえており、

自身も一度釣行に向かいましたが全くの収穫なし･･･。今年こそは！とコウイカの釣り方について調べ上

げ、燃えに燃えている次第です。

ポイントは？

番外編釣り方は一般的にテンヤ仕掛、中おも

りを使ったエギ仕掛け、エギングの３

種類。私は今回はエギング仕掛けで

チャレンジしてみます。

注意が必要なのは釣り方で、常に海底

のエサを意識しているコウイカはアオ

リイカ狙いの時のようなキビキビと跳

ね上げるようなアクションは×。基本

は海底をズル引きで、たまにエギの存

在をアピールする為にシャクリをいれ

るのが肝となりそうです。

以前テレビ番組「ザ ! 鉄

腕!DASH!!」のアマダイ釣り

で使われていたストローで作

るエビの疑似餌。見た瞬間コ

ウイカに使えるかも！と思い、

真似して作ってみました。こ

ちらも今期釣行で使って試し

てみたいところです。

仕掛け・釣り方は？

ベタ底を意識する為にもエ

ギは重めのティップラン用

が◎エギング用のエギ

（2.5号～3.0号）も使用

できるが沈下速度を速め、

確実な底取りが出来るよう

追加シンカーなどで対応が

必要な場合も。

堀野編 ～秋田マリーナで挑戦！ワインドでシーバス＆ヒラメ爆釣！！～

皆様こんにちは。秋田マリーナの堀野です。秋田マリーナへ異動してから釣行に出向けておらず、秋田の

漁場の勉強段階にすら入れていない私ですが、今年の目標は『ワインドでシーバス＆ヒラメ爆釣！』で

す！←目標は高く(笑)。一昨年、男鹿のポイントで初挑戦した際には実感が無いままヒラメが1匹釣れてし

まいましたが、今年は秋田の漁場で試し、ワインド釣法を定着させるべく頑張って行きたいと思いま

仕掛け・釣り方は？ポイントは？

仕掛け・釣り方は？

皆様こんにちは。男鹿マリーナの秋山です。今回の目標のアジングですが、陸っぱりからすごく人気の高

い釣りと聞きます。私自身、アジングをしたことがなく、初めての釣法となります。そんなアジングで

ボートだとどうなのかチャレンジしてみたいと思います。まずは、アジングについていろいろ勉強してか

らチャレンジしてみたいと思います！

ライン ：ＰＥ０.３号

リーダー：フロロカーボン1号

ロッドはシーバスロッドでOK。PEは1号

前後でリーダーは16～20lb(4～5号)。ジ

グヘッドの重さは14～21ｇを基準とし、

水深で使い分けましょう。ワインドはダー

ト(左右)の動きが肝となりますので、ジグ

ヘッドにワームをセットするときはズレが

無いよう真っ直ぐ差し込みましょう。

アクションの基本は1回のシャクリに対

しハンドルを1回転させるワンピッチ・

ワンジャークです。大きくシャクるの

はNG、糸ふけを程よく作り、軽くシャ

クってワームを跳ね上げるイメージで

ダートさせると良いです。

ジグヘッドにワームを付けた仕掛けで、ジ

グヘッドは2～8ｇくらいの物で試してみよ

うと思います。ラインは、ＰＥ0.3号、

リーダー1号くらいを使用しチャレンジし

てみます。アクションは基本のリフト＆

フォール。他にもどんなアクションが効果

的か探っていきます。ボートアジングだと

水深と速い潮の流れがあるので、軽いジグ

ヘッドを使った時に、アジの居る水深まで

届かせられるのかが問題となりそうですが、

1匹1匹アジの引きを楽しみたいと思います。

次号Home Portで実釣レポートを掲載致しますのでお楽しみに！！

果たして・・・釣果は如何に！？次回予告

近場の秋田港内～秋田マリーナ北側の砂地

帯を狙ってみようと思います。6月頃から

港内ではキスも釣れ始めるのでヒラメが狙

い目です。シーバスは沖からベイトが入り

ボイル祭りに遭遇すれば爆釣も夢じゃな

い！？

ポイントは？

秋山編 ～ボートアジングで狙うは大アジ大漁！！～

コウイカは春から初夏にかけて浅瀬の藻

などに産卵します。ストラクチャーを好

み根の荒い所に多くいるアオリイカに対

し、コウイカはなだらかな砂泥地の海底

を好み、また遊泳力も弱い為、比較的流

れの緩い所がポイントとなるそうです。

実際昨年の産卵場所は、秋田マリーナ北

側～天王付近の水深10～15m程の平坦

な砂地帯だった事からも、このようなエ

リアが狙い目のポイントとなりそうです。
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～貴船の航海の安全を祈ります～U W

■男鹿マリーナ

〒010-0511

男鹿市船川港船川字海岸通り1-20

TEL 0185-23-2515

FAX 0185-23-2516

■秋田マリーナ

〒011-0911

秋田市飯島字堀川118

TEL 018-847-1851

FAX 018-847-1852

■本荘マリーナ

〒015-0012

由利本荘市石脇字田尻32

TEL 0184-24-5864

FAX 0184-23-8448

■ スタッフ紹介 ～今年も宜しくお願いいたします～

■ 海のルールを守り安全で楽しいマリンライフを！！

大高　誠　 堀野　雄平 山田　則隆 村上　寿美子 手塚　真理 伊藤　伸

（業務部長） （チーフ） （専務） （フロント） （フロント） （業務課長）

左から

金田　崇史（チーフ）

志村　啓一

加藤　仁

東海林　史子（フロント）

伊藤　孝志 保坂　寛治 大渕　和男

秋田マリーナ

本荘

マリーナ

男鹿

マリーナ

左から

秋山　孝洋（チーフ）

佐藤　重光

佐々木　英美

三浦　真由美（フロント）

皆様もご存知のとおり、平成30年2月1日より小型船舶の船室外の甲板上では、原則、すべての乗船者にライフ

ジャケットを着用させる事が船長の義務となりました。平成34年2月1日以降には、違反点２点の付与が開始され

ます。国土交通省の法令改正により、国の安全基準に適合したライフジャケット（桜マーク付き）を着用する必要

がありますが、桜マークの基準やタイプの種類についてはまだ認知度が低いと思います。今回は桜マークのライフ

ジャケットについてまとめましたのでご覧下さい。※ 国土交通省HP参照

型式承認試験及び検定への合格の印で、水中で浮き上がる力が7.5kg以上ある事や顔を水面上に維持できる事など

様々な試験を行い、安全基準に適合したライフジャケットには桜マークの印があります。

桜マークのついたライフジャケットには、使用できる船舶・海域ご
とにタイプ A・D・F・Gの4種類が用意されています。海で釣り
をするならどんな状況でも対応できるタイプAを着用しましょう！

1・誤った方法で着用されないように作られたものであること

2・浮力 7.5kg以上（体重 40kg未満の小児用は浮力 5kg 以上

体重 15kg未満の小児用は浮力 4.0kg以上）

3・非常に見やすい色のものであること

4・顔面を水面上に支持できるものであること

5・笛がひもで取り付けられていること

1・索を引くこと等の方法により、膨脹するものであること

2・口で充気できる給気口が取り付けられていること

1・気室に充気しない状態で浮力 6kg 以上

2・口で給気口から充気できる程度に、

水中において、顔面を水面上に支持できるものであること

3・口で充気できる給気口が取り付けられていること

～安全基準～ ボンベ等により膨脹させて浮力を得るものの場合は、

左の各要件に加えて以下の要件が掛かります。（膨脹式）

呼気により膨脹させて浮力を得るものの場合は、

以下の要件が掛かります。（呼気併用式）

違反点数 死傷事故を伴う場合

救命胴衣着用義務違反

発行前の検査義務違反
２点 ５点

違反内容

酒酔い等操縦、自己操縦義務違反

危険操縦、見張りの実施義務違反
３点 ６点

＜ライフジャケット以外にも＞

上の表の赤文字2つは、平成28年７月より行政

処分の対象となっています。ルールを守り安全

で楽しいマリンライフを！


