
～ Enjoy Your Marine Life Around The Sea-Area Lat. 40°N ～

September 2018

■ マリンウィーク'18 開催しました！ ～秋田マリーナ・男鹿マリーナ

7月16日(月・祝)、秋田マリーナと男鹿マリーナにてマリンウィーク'18が開催されました。昨年は荒天の

為、秋田マリーナのマリンウィークは中止となっていましたが、今年は天候も安定し開催する事ができま

した。秋田マリーナでは海洋レクリエーション体験スクールとして『ヨット体験スクール』『ボート

フィッシング体験スクール』が開催され、一般の方54名のご参加をいただきました。ヨットは風に乗って

走り、ボートフィッシングではアジが大漁となり、良型のヒラメの釣果も出る等大盛況となりました。男

鹿マリーナでは『モーターボート･ヨット体験乗船＆稚魚の放流』が行われ、一般の方25名のご参加をい

ただきました。稚魚の放流では15cm程のヒラメの稚魚とふれあい、ヨット体験航海では『面白かった！

また参加したい！』とのお声もいただき、両マリーナとも子供たちの笑顔が溢れるイベントとなりました。

ご協力下さいましたボランティアの皆様、ありがとうございました。



秋田マリーナ

6月26日(火)と7月31日(火)にビーエルエス

東北にて船舶免許を取得・取得予定の方をご

招待して、ジギング＆タイラバ釣行に行って

参りました。ボートフィッシングは初心者の

皆様でしたが、マダイやシイラの他、カサゴ

やマゾイ等の底物も釣れ、様々な魚種の釣果

を楽しんでいただきました。

7月11日(水)、上州屋秋田店・外旭川店様ご協力のもと、ボートフィッシン

グ未経験の上州屋メンバーズ様を対象とした釣り体験会を開催しました。冒

頭では上州屋様よりタックルや仕掛け、リーダー等の説明を行ってもらい、

実釣では各ルアーのアクションを実際に学んでもらいました。波風があり渋

い海況でしたが、70cmオーバーのマダイを釣り上げる事ができ、参加され

た皆様も初めてのボートフィッシングを存分に楽しまれていました。

7月28日(土)～29日(日)の二日間、アキレス×上州屋様による2

馬力の船外機を搭載した免許不要ボートの展示・試乗会が開催さ

れました。クラブハウス内ロビーでは計器類の他、艤装された

ボートの展示があり、ボートについてのご質問もアキレススタッ

フが丁寧に説明しておられました。試乗の方でもたくさんの方が

訪れ、賑わいを見せていました。

7月28日(土)18：00より、秋田日光マリンPresents『ヨットと

ジャズと夕陽のコラボ』が開催されました。当日はあいにくの強

風で屋外での演奏とはならず、クラブハウス内ロビーでの演奏と

なりましたが、たくさんの方々にお越しいただき、【THE

BRIDGES】の演奏に魅了され、大盛況のライブとなりました。

8月2日(木)に『おとな釣り倶楽部』タイラバ体験会を開催いたしました。シ

マノ・アドバイザーの佐々木洋三さんを講師に、そして今回はナビゲーター

の弥園奈津美さんも乗船しての体験会となりました。冒頭ではシマノ様より

ご用意いただいたタックルや仕掛けをもとに座学を行い、実釣の方ではター

ゲットのマダイも連日の暑さに夏バテ気味でしたが、青物の他、良型の黒ソ

イやアマダイの釣果もあり、暑い中皆様最後まで頑張っていただきました。

■ イベントレポート ～秋田マリーナ

7月1日(日)、オーナー艇6艇・15名の方にご参加いただき、第14回秋田マリーナキ

ス釣り大会が開催されました。熱いキス釣りバトルが繰り広げられた結果、総重量

2,400ｇを釣り上げた【Tackle】安田さんが優勝となり、1,260ｇの【Tackle】佐

藤さんが準優勝、1,130ｇの【大政丸】伊藤さんが第3位、大物賞は24.0cmを釣り

上げた【ワイルドグース】渡辺さんが獲得されました。参加された皆様のご厚意によ

りいただいたキスは特別養護老人ホーム『海松園』様へ寄付させていただきました。



秋田マリーナ

Boat Game Fishing 2018 in Akita  出場チーム募集中！
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9/2（日） ジュゴン 菅原さん

マダイ 75.5cm・5.61kg

7/27（金） Sun Tomato 高橋さん

マダイ 83cm・6.59kg － 塩瀬沖

8/29（水） SurferAngel 佐藤さん

サバ － 西目沖

■ 2018シーズン ピックアップ釣り情報

10/7（日）ボートゲームフィッシング2018 in 秋田大会が秋田マリーナにて開催されます。ルアーフィッシングの釣り大会で、船単

位でのチーム戦になります。対象魚はマダイ、スズキです。要綱は届き次第フロント、ホームページに掲載いたします。

本荘・男鹿マリーナオーナーの皆様で参加をお考えの方へは移動・準備期間として大会前後１ヵ月間（9/7～11/7）の秋田マリーナの

月単位桟橋利用料は無料となります。ご家族、ご友人をお誘いのうえ、たくさんの皆様のエントリーをお待ちしております。

貴方の愛艇にオススメ艤装
■オートパイロット
■スラスター
見積もり随時受付中！

マリーナ会員特別価格で展示中です！
お気軽にご来場ください！

冬はもうすぐ！！
ヤマハ除雪機のご予約

はお早目に！

8月14日(火)、第16回男鹿日本海花火が『スポーツの祭典～光と平和のア

スリート～』と題して男鹿マリンパークを会場に開催されました。当日は

曇り空で度々雨も降りましたが、スポーツをテーマとした鮮やかな１万発

の花火が音楽に合わせ夜空を綺麗に彩り、皆様ご家族・ご友人と共に存分

に楽しまれていました。今年は山形県山形市にお店を構える手作り生パス

タのお店【Caferestaurant JuRI】がキッチンカーで出店し、手作りの

パスタとピザが好評で賑わいを見せていました。来年はまた違うテーマで

の花火をご覧になれますので、まだ見た事が無いという方も是非一度男鹿

の花火をご覧になられてはいかがでしょうか？

8月18日(土)～19日(日)、男鹿マリーナを会場に『第33回東北ジュニ

アヨット大会』が開催されました。東北6県のチームが集まり、小学校

1年生～中学校3年生までの24名がエントリーしました。今大会の会

場となった男鹿マリーナは、平成19年の第62回国民体育大会秋田わ

か杉国体のセーリング会場となった場所でもあり、それ以来の開催と

なった今大会では、部門がＯＰ初級クラス・ＯＰ上級クラス・レー

ザー4.7級クラスの3部門に分かれ、皆様日頃の練習の成果を存分に発

揮し熱く競い合っていました。出場チーム６県を順に巡るこの東北

ジュニアヨット大会は、来年は福島県で行われるそうです。

秋田マリーナ 本荘マリーナ 男鹿マリーナ

■ イベントレポート ～男鹿マリーナ



　　

㈱マリーナ秋田 http://www.marinaakita.co.jp/

～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35

TEL 0184-24-5864

FAX 0184-23-8448

■ 秋のイチオシターゲット、アオリイカを狙ってみよう

スタッフおすすめ実績ポイント

マリーナ秋田、フェイスブックページにてリアルタイムな釣果速報やイベント

情報、スタッフ釣行などを発信中。是非ご覧ください！

主に3.0号～3.5号のエギを使

用し、キャスト→着底→しゃく

り→フォール（着底）→しゃく

り→フォール（着底）が一連の

動作となります。「しゃくりに

よるエギのダートでイカにア

ピールし、その後のフォールで

食わせる！」これがエギングの

釣り方になります。初めのうち

はしゃくる動作が難しく感じる

かもしれませんがキビキビとし

たしゃくりや2段しゃくりをモ

ノにしてイカにエギの存在を

しっかりアピールするのが肝で

す。

30g～40gの専用エギを使用し、

着底→しゃくり→ステイ→着底

→しゃくり→ステイ→着底が一

連の動作となります。「しゃく

りによるエギのダートでイカに

アピールし、その後のステイで

食わせる！」これがティップラ

ンの釣り方になります。エギン

グと違い大きなシャクリ動作は

必要なく、ジギングの巻きしゃ

くりのイメージで5-10回程ア

クションを入れ、5-10秒程ス

テイします。この時穂先に現れ

る僅かなアタリにアワセていく

釣りとなる為、穂先が柔らかく

感度の高い専用ロッドがオスス

メです。

エギング
比較的水深の浅いポイント（～20m程

度）で狙う場合におすすめ ティップラン
水深15m以深を目安にエギングで底取り

が難しい場合におすすめ

ロッド
エギングロッド、シーバスロッ

ド等の小型スピニング用ロッド

ライン
PE0.8号-1.0号

リーダー
フロロカーボン

エギ
3.0号-3.5号

電車結び等

リール
2500-3000番の

ロッド
ティップラン専用ロッド

（穂先の柔らかいロッド）

ライン
PE0.5号

リーダー
フロロカーボン

エギ
30-40g

FGノット等

リール
2500-3000番の

着底

しゃくり フォール

着底

しゃくり ステイ

着底

基本的に底付近のストラクチャーなどに身を隠しているアオリイカにしっかりとエギを認識させるため、フォール毎に必ず着底させるようにしま

しょう。これが出来ていないとヒット率は激減します。

リールのドラグはしゃくりを入れた際に少しラインが出る程度にゆるめておきましょう。締めすぎると合わせた時に身切れでバラシてしまいます。

回収時も最後まで油断は禁物。船べりまで追いかけてくるイカも数多く見掛けます。もし目視で追いかけてきたイカを見つけた場合には再びエギ

を数ｍフォールさせ、優しめのアクションで誘って見ましょう。高確率で乗ってきます。

一度釣れたポイントはもう一流し探ってみよう、連続ヒットの可能性大。（イカが墨を吐くと他のイカが警戒してしまうのですぐにポイントに入

り直さず、あくまでも次の一流しで。）

秋のアオリイカシーズンがまもなく開幕となりま

す。食味はもちろん、ゲーム性の高さや他の魚に

はない独特な引き味はマリーナスタッフのみなら

ず、オーナーの皆様にも中毒者続出中です。さら

なる中毒者を取り込むべく今号では釣り方やス

タッフオススメのポイントをご紹介いたします。
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

仔イカシーズン

個体数が多く比較的コンスタントに釣果

を得られる。胴長12cmから終盤には最

大30cm超えの個体も見られる

親イカシーズン

1年の中で最も良型が狙える時期だが個体数が少ない

前年この時期に生まれた成体

が浅瀬の藻場に産卵にくる

8月頃になると胴長5cm程の

新仔の群れが見え始める

③マダイ養殖漁礁

天王沖大型漁礁
ベイト反応がある漁礁周りを狙う

のが釣果への近道。点在する漁礁

からアオリイカが付いてる漁礁を

見つければ連続ヒットも期待大。

④港内防波堤
潮通しのよいポイントでベイト

反応をみつけましょう。また、

テトラ際に潜んでいるアオリイ

カもいるのでキャスティングで

誘い出すのも釣果を伸ばすコツ

になります。

⑤根島周辺
水深5mから20mまで

全域がポイントとなり、

エギングでもティップ

ランでも狙えます。メ

ジャーポイントで過去

数々の好釣果がある超

実績ポイントです。

⑥天王沖
第2～第3ブイやその近くの等深線

の入り組んだエリアは天然の瀬が

広がりアオリイカの恰好の棲家と

なっていて過去の実績も◎。

③
④ ⑤

⑥

②西目沖10-20m
南北に起伏の激しい瀬が

広がっているこのエリア

はアオリイカが好む絶好

の地形。スタッフイチオ

シの実績ポイントです。

①松ヶ崎沖
水深30m台の天然

の瀬や、40m台の

人口漁礁周辺で広範

囲にアオリイカを狙

う事が出来ます。

②

①




