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藤田貴之氏は開始直後こ
そ苦労していたが、途中
からは好調に
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おおっと︑サビキ仕か
けにイカマティを刺す
と食いがアップ

今回はバケツ使用
だったが、ツマミが
付いていてトレイ入
りのアミエビも詰め
やすい「チリトリ型
コマセカゴ」

釣り方は「底まで沈めたら、中型のスピニング
リールでハンドルを３、４回転巻いた辺りがタ
ナ」とこれまた親切な常連に教えてもらった。
オモリが底に着くか着かないかのタイミング
で、竿先がコココッと上に。忙しい時間帯の始ま
りと相なった。次々に釣れてくるアジに釣り場は
大賑わい。今回使用した下カゴサビキのアンダー
ソンには道糸に通して、仕かけの巻き込みを防止
する、ドンピシャストッパーが付いている。こ
れは竿の長さに応じて、それ以上巻きたくない位
置に蛍光色に輝くドンピシャストッパーを固定
することで、それ以上巻き込むのを防止できる。
このおかげで、入れ食いのビギナーでも、穂先を
折るなどのトラブルが激減する上、カゴが手元
に来る長さで止められると言う、スグレモノ。
釣れてくるアジは 15 − 25㌢と波止からの釣り
としてはかなり立派。掛かれば大暴れして、楽
しませてくれる。
グループの端で大人しく？釣っていた女性陣
が、実はやってくれたりする。佐藤千紘さんが
ダブルで釣り上げれば、小川裕子さんがトリプ
ルで…。うーん。無欲の勝利か。
アジがもう少し大きければ、ハリスが太く、
針数も４本と少なめの「あんしん太ハリス」を
使用するとよい。
常連いわく「アジはこれからが本番。豆アジ
が釣れだしても、底では良型のアジが来るよ」
。
ほんの２、３時間で 50 尾以上のアジを釣って、
まずは第１ラウンドを終了だ。お次はレベルアッ
プ。チョイ投げでキスを狙うのだ。

㌢級のアジをトリプルで上げた
のは小川裕子さん︒ダブルもあっ
て好調そのものなのだ

４月 14 日、アジが順調と聞きつけて、株式会
社ハヤブサのメンバーとやってきたのは淡路島
の南あわじメガフロート海づり公園。９時前と
やや遅めの竿出しとなったが、現場では親切な
常連が「ここの横に入り。今日は釣れるでえ」
と迎えてくれた。
「こんな時期にサビキでアジ？」と言った感は
否めないが、まずはベイキングスの中から「下
カゴサビキのアンダーソン・手返し高速アジラッ
シュ」をチョイス。７人全員がサビキ仕かけを下
ろした。ただ、ここは水深 30㍍以上と深いため、
カゴに８− 10 号のオモリを足しての釣り。
カゴはツマミが付いたチリトリ型なので、ト
レイにパッキングされている塩アミでも手を汚
すことなくスムーズにマキエを詰めることがで
きる。ただ、今回は皆で使えるように、マキエ
バケツを用意した。

これだけ釣れているアジを手返し
よく釣るなら「下カゴサビキのア
ンダーソン」にお任せですよ

佐藤千紘さんがグループの１番端
に陣取ってダブルを連発

カラーマーキング付きのお
買得 PE ライン。50㍍巻きで
リーズナブル、強度も抜群。

「海釣りのことなら何でもお尋
ねください」とフィッシングエ
イト２の海用品担当の岸卓也氏
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三角ワイヤのタナ取
りオモリは、巻き上げ
が楽々。針掛けも楽々
のスグレもの！

摂津市学園町 1 − 1 − 37
☎ 072・636・0008
営業時間は月−木：10−22時、
金、
土：10−23時、
日祝：10 − 21 時。年中無休（臨時休業あり）
駐車場あり
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関西屈指の波止釣りフィールドに春
がやってきた。難しいことなんてな
あんもなし！ サビキにチョイ投げ
など、場所さえ選べば、そこら中に
笑顔があふれるのだ。春の淡路島で
１日を満喫しよう。
【松村】

入れ食いだからいくらでも
笑顔が飛びだすのだ

通常の 3 号ウキ
と食い渋り用の 1.5
号ウキがセット。
道糸4号20㍍、
クッ
ションオモリ、か
え針付きの人気仕
かけ。

釣場速報
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手馴れてくれば、
高 感 度、 高 浮 力 の
棒ウキはいかが ?
3 色に色分けされた
トップが前アタリも
しっかり伝える。
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一体型ハンドルで強
度抜群。マダイのゴリ
巻きから、青物の引き
まで十分耐えられる。
上級機種にも搭載の
AR-C スプール装備。

何度か海の釣り堀に通

しくなってくる︒そんな

えば︑専用のロッドが欲

時は各社から発売されて

いる専用竿がオススメ︒

ベテランになると︑タ

ナが定まらない時や食い

渋い時には︑ウキを外し

たズボ釣りやフカセ釣り

の感度がよく︑青物にも

もする︒そんな時は穂先

のある竿が使いやすい︒

対応できるようなパワー

食い渋っていると感じ

れば︑１度ウキを外して

マダイから不意の青物まで対
応の、マグナムテーパー設計。
食い込みのよいグラスソリッド
穂先は探り釣りにも OK。

みるとよい︒ただし︑先

にタナ取りオモリなどを

使って︑底を把握してお

くことを忘れずに︒

最近の傾向として︑エ

サはブレンドして使う人

が 多 い︒ 甘 エ ビ と ダ ン

ゴ︑あるいは釣り堀大将

のように数種類入ってい

るものは︑ダンゴを数種

類まぜて使うなど︑オリ

ジナルな発想で工夫して

6 種類のダンゴエサで、食い
渋り対策ローテーション。数種
類をまぜたミックスダンゴで当
たりエサを探せる！

釣りが好き、だからあなたと 21世紀

水温の上昇とともに、海の釣り
堀ではマダイの活性が上がり始
め、瀬戸内では青物の放流が始
まった。海の釣り堀はこれから
が面白い季節。まずは手軽なタッ
クルでやってみよう。 【編集部】
みるのも楽しいぞ︒

海の釣り堀は初心者︑ ったものがお買い得価格

ベテランを問わずにマダ で販売されているので︑

イや青物などの大物釣り 初めてならそれを使って

が楽しめるのが魅力︒筏 みよう︒仕かけもウキや

は波静かな湾内に設置さ ハリスなどがセットにな

れており︑船酔いの心配 ったものがある︒

釣り方はウキ釣りがメ

タックルはセットにな イン︒タナはスタッフが

もいらない︒

教えてくれるので︑それ

エサはマダイならダン

を目安に探ろう︒

ゴ︑
甘エビ︑
ササミなど︒

青物なら生きアジなどを

用意しよう︒

これからの時期は活性

が上がってくるので︑比

る︒慌てて早アワセはせ

較的大きなアタリがで

ずに︑ひと呼吸置いてか

ら合わせよう︒

マダイ、青物対応の海上釣り堀用
ロッドに、ライン付きリールがセッ
トされたエントリーセットと、道糸
からウキ、ハリス、ス
ペア針も付いたお得な
仕かけセット。

釣場速報

