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■ マリーナトピックス

祝！進水 おめでとうございます ～本荘マリーナ

5月17日、秋田マリーナにフランスからの長距離航海ヨット

“BULLE”のリュクさんご家族が寄港されました。リュクさん夫妻と

お母様、7歳のアンナちゃん、６歳のユリス君の5名で航海しており、

6月にはアラスカ、11月にはメキシコへ向かう予定だそうです。お話

を伺った時には二人のお子さんは勉強中でしたが、写真撮影をお願い

すると快く了解してデッキ上で笑顔を見せてくれました。長旅のご安

航を心より祈念いたします。

今年も外国籍のヨットが寄港しました ～秋田マリーナ

オーナー佐々木様の新艇“海功”が進水されました。15年愛用していたこれまでの“海功”に別れを告げ、

新たな付き合いとなるヤマハYFR-24は佐々木様の長いボート歴の４艇目となるそうです。搬入後は自ら

キャビン内やデッキに自作のカスタムを施しており、5月18日、ついに進水式を迎えました。快晴の空の下

シャンパンを船体にかけ、笑顔で出港されました。進水おめでとうございます。

5月3日 秋田マリーナオーナーズルームから撮影

今年は底物魚種の釣果が好調でした！ ～男鹿マリーナ

春先から不安定な天候が多く、出港機会はあまり多

くありませんでしたが、黒メバルやアイナメ等の底

物の釣果が好調で、特にアイナメは5月に入ってか

ら天王沖で爆釣モードとなっていました。中には

40cmオーバーのビール瓶サイズも出ています！ま

だまだ釣果が期待できそうですので、皆様も是非

狙ってみてはいかがでしょうか。



秋田マリーナ
秋田マリーナ

5/17（水） 遊遊族 加藤さん

マダイ － 塩瀬崎

男鹿マリーナ本荘マリーナ

5/18（木） 魚神丸 山本さん

ワラサ － 本荘沖

■ 2017シーズン開幕！ ピックアップ釣り情報

5/4（木）Sanpe 淡路さん

アイナメ、ソイ、カサゴ － 天王沖

■ Fishing☆Contest 2017 開幕しました！！

■ スタッフ釣行記 テリ釣りチャレンジ編

NEW
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新艇・中古艇 秋田マリーナに多数展示中～！
□■クレジットも承っております。お気軽にご相談下さい■□

皆さん、こんにちは。秋田マリーナ伊藤です。

昨年の5月下旬と言えば、テリ（沖メバル）が爆発的に釣れておりました。今年はどうだろうかと

5/17（水）に、向瀬にテリ釣りに行って来ました。仕掛けは日光マリンSHOPで販売している「船

長のテリ仕掛」で勝負です！

ポイントに到着して第1投。いきなり大型のテリが掛かります。2投目も大型揃い。これは今日は

クーラーに入らないほど釣れてしまう！！！と思いきや、その後は午後まで大したアタリは無く、3

時頃にもう1回プチラッシュがあって終了となりました。

釣れた魚 テリ24匹 マゾイ4匹他 テリは大型揃いで掛かるとアタリも大きく、面白かったです。

6月にかけて各ポイントでテリの最盛期になります。マリーナスタッフもこれから更にチャレンジ頑

張ります！！

6/1よりフィッシングコンテストが開幕となりました。昨年に引き続き、対象魚種は設

けずすべ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。エント

リー費もかかりません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。昨年

同様、優勝者には3万円分の賞品券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。



■ 日光マリン展示会レポート！ ～展示会で各社イチオシ商品を聞き込み調査～

■ 夏のイベントスケジュール ～ご参加お待ちしております！～

5/13（土）～14（日）の二日間、秋田マリーナで秋田日光マリンスプリングボートフェア2017が開催されました。毎年恒例のこの展

示・試乗会では、試乗艇にＤＦＲ-36、ＹＦＲ、展示艇にはＳＲＸ－24、F.A.S.T.23、ＳＲＶ-23を揃え、その他2017NEWモデルの航

海計器・メンテナンス用品、ウェア類が並びました。また、ビーエルエス東北の船舶免許実技体験会と船釣り体験会が開催されました。今

回は、私、秋山が出展ブースへ話を伺い各社イチオシアイテムを取材して来ましたのでレポート致します。

秋田日光マリン展示艇・試乗艇

SRX-24

広いフィッシングスペース、10

名が座れるシートを兼ね揃え、

釣りやウェイクボード、クルー

ジ ン グ ま で マ ル チ に こ な す

「もっと海で遊びたい！」に答

える一艇です。

DFR-36EX

安定した波切り性能、 波あたりの際の

ショックも非常に少なく試乗艇での操船時、

同乗時ともに非常に快適な乗り心地を体感

出来ました。釣り座のスペースも広くゲー

ムフィッシングから流し釣りまで広いスタ

イルに対応できる一艇です。

12.1"液晶カラー魚群探知機

4画面型で周波数の強さを自由

に変える事が出来ます。他メー

カーにはない4周波の魚探です。

KODEN

i - P i l o t

今話題のオートポジション搭載の

ＧＰＳ電動船外機で、航路、航路

定点を記憶することができ、リ

モートコントロールでボートを簡

単に、正確にポジショニングする

ことが可能。希望通りのボートポ

ジションを保つことが出来る為、

ピンポイントを狙う釣りに革命を

起こすこと間違いなしです。

ヤマハ

パワートリムシステム

（船体姿勢制御装置）

船体を絶えず水面と密着させるこ

とが出来るため、高速走行と安定

した水平度をキープする事が出来

る優れもの。走行時の船への抵抗

が減少し、燃費の向上に繋がる他、

姿勢が安定するため、視界が良く

なり安全な操船が可能です。

ユニカス工業

ネットワークマルチビームソナー

深場、広範囲の魚群と海底を鮮明

な3Ｄ映像で表示することができ、

リアルタイムな魚群分布や動きに

加え詳細な海底状況を把握するこ

とが出来ます。

FURUNO

ビーエルエス東北 小型船舶免許のことならビーエルエ

ス東北におまかせ。船舶免許1級だ

と学科4日、実技1日の5日間、2級

だと学科2日、実技1日の3日間の日

程です。料金もリーズナブルな価格

となっております。水上バイクの免

許も取得することができます。是非、

まだ免許のない友人や知人に声を掛

け、免許を取得してもらいましょう。

オートスラスターシステム

コンパクトで使いやすい、新型

オートスラスターシステムが誕生

しました。潮や風の影響を自動的

に修正。リモコンで思い通りの船

首方位を保持できます。

ＭAＲＯＬ ＭＡＲＩＮＥ

秋山からの一言

各ブースを取材しましたが、どの業者さん

からも製品や自身の仕事に対する熱い思い

が伝わってきました。それぞれ今年の新作

や一押しがあり、どの商品もこれがあった

ら絶対釣れると思わせてくれるアイテムば

かりでした。

カラー液晶プロッターデジタル

魚探は、スマートフォン・タブ

レット対応でＷiＦiを使い接続が

可能。また、ＵＳＢ端子付きで

データ保存することが出来ます。

ＨＯＮＤＥＸ



　　

㈱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32

TEL 0184-24-5864

FAX 0184-23-8448

■ スタッフ紹介 ～ 今シーズンもよろしくお願いします ～

秋
田
マ
リ
ー
ナ

伊藤 孝志 保坂 寛治 大渕 和男
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(左から) 堀野 雄平 (チーフ)

佐藤 重光

菅原 辰夫

三浦 真由美 (フロント)

本
荘
マ
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(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)

■ 知ろう！釣ろう！食べよう！！ 第５弾 ～キス編～

鱚
一般的にシロギスと呼ばれており、『海の女王』と称されている。旬は6月～9月。冬は深場におり海水温が上がると岸に近づいてくる。

秋田では6月から浅瀬で釣れ始め、この時期と秋の落ちギスは30cm近いジャンボキスを狙う事ができる。小気味良いアタリと共に、近

場で手軽に狙う事ができ、子供や釣り初心者の方でも気軽に楽しめる人気のターゲットとなっている。3年で約20cmに達し、最大で

30cm程に成長する。大きいものをヒジタタキ(肘叩)、小さいものはピンギスと呼ばれる。

竿は柔らかく先調子の物がベスト。オモリは20

～30号で小型天秤に２～３本針の仕掛けを使う。

エサはジャリメかアオムシで、アオムシは大き

いので半分に切る等して使う。チョンチョンと

竿先を揺らしてアピールし、アタリがあったら

早合わせはしないでゆっくりとアワセる。

クセの無い上品な白身のシロギスは、王道のてん

ぷらや皮付きの霜降りにすると絶品です。その他

サクサクのフライにするのもオススメです。数釣

りが楽しめるシロギスですので、色々なレシピで

シロギスのフルコースを堪能しましょう。

澤木 温美
（フロント）

大高 誠
（業務部長）

手塚 真理
（フロント）

秋山 孝洋 伊藤 伸
（業務課長）

宮崎 一雄
（専務）




