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三重・白石湖

和歌山・浦神沖

に挑戦

!!

第2791号

初 夏の筏チヌ開幕

初めてでもお手軽にアカムツ＆オコゼ続々

ライト 深海
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京都・宮津湾内

ボートキスじわり上昇中
引き釣り泳がせの名手・服部晃一×京都・美山川

チャラ瀬でアユ入れ掛かり!!
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釣り人に愛され続けて 50 釣り人に愛され続けて
年
50 年

フィッシングイチバンの石田
寿明氏はタナ取りを頻繁に
し 始 め て か ら︑ ア タ リ が 連 発︒
良型のアカムツもゲットした

田中氏のアドバイス通り、頻繁にタナ合
わせを行って誘いを掛け、朝イチに良型
のアカムツを連発したフィッシングエイ
ト京都伏見の八尾琢也氏

2014 年（平成 26 年）6 月 20 日
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初挑戦でも連発!!

フィッシングエイトの喜多村洋平氏は
オ コ ゼ や ガ シ ラ な ど を 上 げ て︑
﹁嫁に
高級食材をゲットしに行くという大義
名分ができる釣りですね﹂とご機嫌

初挑戦のライト深海で「敷居が高そうに
思っていた」と話すフィッシングエイト
３の岸卓也氏はアカムツをダブルで !!

★ミヤマエ主催・深海釣り体験会in和歌山・浦神沖★

アカムツ＆オコゼに挑戦!!
→

６月３日︑和歌山県浦

神の幸心丸で行われたミ

ヤマエ主催の深海釣り体

験会には︑関西の釣具量

と、和歌山県浦神の幸心丸で開催。当日はライト深海初体験のシ
ョップスタッフもいたが、ミヤマエテスターの田中敏哉氏の指導
の下、
全員がアカムツやオコゼをゲットした。
【編集部 倉橋卓司】

スタッフが
親切指導!!

150

た〜!!
こんなに釣れまし

ライトな仕かけに 号
までのオモリで狙うラ
イ ト 深 海︒ 当 日 は ㍍
前 後 で ア カ ム ツ︑ ㍍
前後でオコゼを狙った

潮が止まって︑アタリ

100 250

300

ライト深海で
五目快釣!!

ウッカリカサゴ
良型続々浮上!!
﹁ユメカサゴが釣れると仕
かけを動かしてない証拠﹂と
田中氏は言う︒これが釣れれ
ば底取りと誘いの頻度を上
げよう

コマンドＸ︱４Ｃには瞬動巻取ボタンが付いてい
るのでタナ合わせが楽チン︵写真上︶
︒底を取り
直す時はリール右側のレバーを手前に引く︵写真
下︶
︒底に着けば︑レバーを戻して巻き上げる

直すことが誘いになるので、アタリがない時ほど頻繁に行おう。

スタッフに近年人気上昇中の「ライト深海」を体験してもらおう

200

１投目からアタリがあ 尽くされていった︒

食い込まない場合は、そのまま待つとよい場合もある。タナを取り

10

恒例となったミヤマエの深海釣り体験会だが、今回は釣具店の

号と 号を使い分ける

き上げて誘う。ググッと竿が入れば電動で巻き上げる。誘い上げて

販店︑イチバンエイトグ

にタナを取り直す。アタリがあれば、少し（50㌢から１㍍ほど）巻

ループの各店舗からスタ だけ︒ほかのタックルや り︑高級魚と言われるア

㈱名光通信社 釣場速報編集部 ☎ 06-6541-1706

してタナを取る。水深が浅くなって、オモリが底に着いた時も同様

出船前にミヤマエテス には ㌢級の大型や︑ダ 竿︒この日はほとんどの

メールでのお申し込み
も受け付けておりま
す。以下のＱＲコード
を読み込み、必要事項
をご記入ください！

㍍前後）上げる。しばらく待ってアタリがない時は再び底まで下ろ

仕かけ︑エサは同じだ︒ カムツが上がり出す︒中 が間遠くなった頃に納

申し込み、お問い合わせ先：

須磨海づり公園

者の人数、駐車場利用の有無、メールアドレス、貸し竿の要、不要）をご連絡ください。

平磯
海づり公園

【申込方法】右記メールフォーム・お電話にて、必要事項（氏名、生年月日、住所、電話番号、同伴

淡路島

【貸し道具で狙える魚】アジ、イワシ、ベラ、キス、メバル、ガシラ

明石海峡
大橋

を投入して底まで下ろす。底に着けば糸フケを取って、
仕かけ分（２

近年人気が高まってい

明石

※駐車場を利用される場合、別途 500 円 ※同伴者は大人 5000 円、中学生以下 3000 円

天ビン仕かけでの釣り方は、合図があれば絡まないように仕かけ

垂水 JCT 阪神高速
若宮 IC

40

ッフ５人が集まった︒

参加者に感想を聞く

りに実践すれば︑オコゼ

仕かけも扱いやすく簡単

に釣れて楽しかった﹂
︑

﹁アカムツやオコゼなど

底から仕かけ分上げる＆誘いは頻繁に!!
伊川谷 IC

【参加費】5000 円（入園料、貸し竿セット、エサ代、ＢＢＱ代、保険代含む）

【締切】6 月 20 日（金）※先着順

の高級魚が簡単で手軽に

【参加資格】20 歳以上の女性

10

釣り方の手順とキモ

集合・受け付け
釣り開始
釣り終了
ＢＢＱ開始
解散（現地）

※引き続き釣りをしたい
方は、閉園時間まで釣り
を楽しむ事ができます！

釣れるのがうれしい﹂な

【定員】20 人（同伴者は男性、子供ＯＫ） ミニゲームやジャンケン大会も予定

どと答えてくれた︒

初心者には優しくレクチャーします

初めてでもお手軽で簡

【当日の予定】９時集合・受付

※荒天の場合は中止

単にできるライト深海︑

【集合場所】神戸市立・平磯海づり公園

アナタも１度チャレンジ

6月 29日（日）

★スケジュール★
09:00
09:30
12:30
13:00
15:00

※最新情報は 面

釣り女子会in平磯
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してみませんか︒

参加
者
募集
!!

つりガール集まれ！釣り公園で釣り＆バーベキユー

開催日：

ロッドはライト深海にベストマッチのコマンドＸ−
ＬＴディープドラゴン 220 Ｍ。スペシャルグラスブ
ランクスで、軽さと強度と粘りを併せ持つ

各自がアカムツをキー 験だったが︑全員がアカ

船宿常備のエサはサバの切り
身。身側から刺し、皮側へ抜く

る﹁ライト深海﹂を釣り ターの田中敏哉氏から簡 ブルで上げる人もいた︒ 参加者がライト深海初体

オコゼ狙いではイカ短＆タコベ
イトのミックスにも好反応 !!

150

人と直接接する釣具店の 単に釣り方の説明などが

胴突きで狙いたい
人はミヤＬＴ深海
キンメ＆アカムツ
仕掛けがオススメ

スタッフに体験してもら あり︑ポイントに着いて プすれば︑今度はポイン ムツとオコゼを釣り上げ

お得情報 深海釣りはポイントま
でも比較的近く、大型船で快
適。深海のほか、イサギ、ア
カイカなどでも出船可。

って︑その魅力などをよ から参加者の横に付いて トをかえてオコゼ狙い︒ てライト深海の手軽さと

駐車場… 無料

けの手軽さで︑釣り始め

ミヤ
フラッシャー
深海針 16 号

16 22

ここでは狙いのオコゼ やアカムツ合わせて 尾

交通＝阪和自動車道の南
紀田辺ＩＣで降りて国道
42 号を南下。串本を過ぎ
て 20 分ほど進み、那智勝
浦町に入り、
「浦神南」の
信号を右に入ってすぐが
乗船場。

が高い」と田中敏哉氏が言うミヤフラッシャー深海針 16 号。
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アドバイス︒

http://www.koushinmaru.com/

用した。仕かけはハリス８号２、３本針で、針は「アピール力

り詳しく伝えてもらえれ もう１度実践をまじえて オモリを 号にかえるだ 魅力を実感していた︒

☎080・2505・1140

プセンサー６号。これに半月天ビン、オモリ 150 − 200 号を使

料金… オコゼ、アカムツなどの
深海釣り１人 13000 円（エサ、
氷付き）
。仕立船も可能。

ヨーヅリ
ＨＤカーボン
船ハリス
ＭＡＸ８号
エダ 40cm
エダ間 80cm

ばという主旨だ︒

幸心丸

定休日… なし

ミヤフラッシャー
深海針は ︱ 号の
４ 種︒ 当 日 は 号 を
使用した

こうしん

ミヤエポック
コマンド
Ｘ−４Ｃ

250

﹁基本はオモリが底に ると︑こちらもすぐにア と︑
﹁教えてもらった通

ツやホンキンメ、
オコゼ、
ガシラなど美味な魚がズラリと狙える。 ▲ライト深海に最適！コマンドＸ−４Ｃ
当日はアカムツとオコゼがメインということもあり、天ビン はボタン操作でタナ取りから誘いもＯＫ
▲
仕かけ。竿はミヤエポックのコマンドＸ−ＬＴディープドラゴ

200

この日の予定は朝イチ

扱いやすく、比較的手軽にできる釣りだ。ターゲットはアカム

ン 220 Ｍ、リールはコマンドＸ−４Ｃ、道糸はミヤニューディー
那智勝浦
浦神港

オモリ
200 号

に水深 ︱ ㍍ラインで 着けば︑仕かけ分浮かせ タリが連発︒

オモリは 150 − 300 号と、従来の深海釣りに比べて初心者でも

アカムツを狙い︑その後 て待つだけ﹂という簡単

ライト深海は、
天ビン２、
３本針や胴突きなら針数は５− 7 本、

ト深海が初めての参加者 ゴの大型やユメカサゴな る手軽さを実感した﹂
︑

幸心丸乗船場所

半月天ビン
50 ｃｍ

100

㍍ラインでオコゼを︑ で手軽な釣り方に︑ライ のほかに︑ウッカリカサ 釣れ︑初めてでも楽しめ

串本方面

42

天ビン仕かけにサバ切り身が基本

という２本立て︒

浦神南

ミヤ
ニューディープ
センサー６号

仕かけはどちらも天ビ たちもすぐに要領を飲み どもまじって︑各自のク ﹁深海と聞けば敷居が高

新宮方面

紀伊浦神駅

ミヤエポック
コマンドＸ−ＬＴ
ディープドラゴン
220 Ｍ

当日使用のタックル＆エサ

30 分も沖へ走ればホン
キンメやアコウダイが狙
える深海のポイントもあ
る浦神沖。ここで遊魚船
を営むのが幸心丸の向畑
船長。磯グレのトーナメ
ンターで自らも大の釣り
好き。そのアドバイスは
的確で、初心者でも存分
に楽しむことができる。
深海釣りのほか、湾内ア
ジング、ジギングなどル
アーフィッシングも可。
レンタルタックル完備。

ン２︑
３本針で︑オモリ 込んで︑それに倣った︒ ーラーの中は︑紅く埋め そうだが︑ライト深海は

向畑大志船長

教えてもらった通りに実践し︑初
め て の 船 釣 り で オ コ ゼ︑ ア カ ム
ツを合わせて 尾上げたフィッ
シングエイト２の中村勇樹氏

初 めてでも簡単でお手軽なライト深海で

る!!
超美味な魚が釣れ

▲

オコゼ狙いでは良型、大型のウッカリカサゴも続々と上
がった。写真はテスターの田中敏哉氏にきた40㌢オーバー

