左舷トモで 30 尾の西
山氏が竿頭に輝いた

喫!!
満
大
も
章
伊丹
当日は特大サイズは少なかったものの、
良型がひん繁にアタリを送ってくれ、ほ
とんどの人が２ケタ達成の大釣り

当日は底付近で食わせた場合
は、比較的良型が多かった

!?
今年は魚影抜群
it〜!!
なんとダブルH
代表の浦川佳浩氏

大阪湾の超人気ターゲット、船のタチウオの食いがうなぎ
上り。昨シーズンは秋に入っても釣果が伸びずにファンをヤ
キモキさせたが、今年はすでに１人２ケタが連発するなど出
だし好調。８月 10 日に伊丹章氏と訪れた泉佐野マリンライ
フでは竿頭 30 尾、別船では 39 尾の大釣りもあり、今シー
ズンは秋を待たずして本番突入だ !! 【編集部 倉橋卓司】

10

一斉に 号のテン

ヤを沈める︒着底

すると２︑
３ ㍍巻

いて︑そこから誘

い上げ開始︒

りフワッと竿先を

すると︑いきな

８月 日は平日にも関 持ち上げるアタリ

わらず︑泉佐野マリンラ がでた︒この日が

イフでは３船がタチウオ 今シーズン初のタ

のか︑合わせたも

狙いに出船と大盛況︒大 チウオ釣りの伊丹

阪湾の船タチウオ人気が 氏︑勘が戻らない

うかがえる︒

今シーズンは７月下旬 のの空振り︒

同じタナでアタ

尾超の好釣 リを待つと︑再び

から出船を開始すると︑

いきなり

わせたが︑掛から

果︒以降も２ケタが連発 コン！ これも合

するなど好気配だ︒

船は好調続く神戸沖方 ない︒まだエサは

50

親子で船タチウオを楽し
んだ大川氏は２人で 尾

リが続く︒そして︑グー

ッと竿先が入った︒ここ

で合わせると︑ギューン

﹁なかなか掛からない

と竿が曲がり込む︒

もどかしさもあるけど︑

掛かった時のこの引きと

感触がたまりませんね﹂

と笑みを浮かべて︑引き

アタリを掛け合わせ

をタン能する伊丹氏︒

て︑その直後からやって

くる引き味が︑船のタチ

水面からサッと抜き上

ウオ釣りのダイゴ味だ︒

げたのは︑幅指４本級の

船中を見渡せば︑あち

良型︒今季初のタチウオ

44

船釣りフェスタ2012に行こう!!
船釣りフェスタではＭＣ
を務めてくれる伊丹章氏

それでもアタリはひん

15

に伊丹氏もニッコリだ︒

途中︑潮が止まりかけ

と乗船していた大宅海君

120

︵９歳︶が船中最大とな

る推定 ㌢級︵尻尾が切

れていた︶の幅指５本サ

伊丹氏も次々とタチウ

イズをゲットした︒

オを釣り上げ︑ほとんど

30

の人が２ケタをクリアし

て︑竿頭は 尾の爆釣︒

全員が大満足で竿を納め

た︒大阪湾のタチウオは

※最新情報は 面

10

抜き上げよう

らこちらでアワセを入れ 繁︒底から５︱ ㍍付近

泉佐野マリンラ
イ フ で は 50 号
を使用する

始まったばかり︒これか

入場無料!!

ケミホタル（付けな
い場合も）
タチウオテンヤ

るシーンが見られる︒竿 まで誘い上げれば︑どこ

電動リール、
またはカウン
ター付き両軸
受けリール

１等：無料乗船券
（50人）
２等：1000円乗船割引券
（100人）
３等：タチウオテンヤ仕かけ
（100人）
末等：５％オフ乗船割引券
（750人）

がギューンと曲がり込ん かでアタリがでる︒

☆気になる賞品は…

らさらにアツくなるぞ︒

京セラドームで開催!!

20

掛からないもどかしさと掛かった時の引きは最高
ワイヤー

※詳しくは泉佐野マリンライフへ問い合わせを

９月２日（日）

面へ舵を切る︒ポイント 残っているはず︒

泉佐野マリンライフの船で 115㌢以上のタチ
ウオを釣った人は、１回ガラガラ抽選ができ
る。
（ただし、抽選は当日１回のみ）
。※検寸は
泉佐野マリンライフのスタッフが検寸したタチ
ウオのみ有効。

で巻き上げにかかる人

釣座の決め方…先着順

お得情報 グループでの貸し切
りも可能で、仕立船は１船平
日 84000 円、土日祝 126000 円
（エサ、氷付き）
。

115㌢以上のドラゴンを釣ろう

水面にくれば
慎重に

もいれば︑空振りしたの ると︑深場へ移動︒そこ

駐車場… 無料

道糸
ＰＥ２−４号

船竿 30 号前後
２−３ｍ

か︑竿が真っすぐに伸び では︑夏休みでお父さん

交通＝阪神高速湾岸線の
泉佐野北インタで降り
て、住吉町南を右折。信号
を越えて右に入れば、船着
き場の岸壁。車は船着き場
の前のスペースに駐車。

２

料金… 乗合船男性 7350 円、女
性、
学生 5250 円
（エサ、
氷付き）
。

タチウオテンヤ仕かけ

泉佐野マリンライフの船に乗船した方に料金
支払い時にチャレンジカードを１枚進呈。カー
ドを２枚集めれば、
１回ガラガラ抽選ができる。

ている人も︒

☎072･452･7374
http://net-iml.com/

チャレンジ

定休日… なし

釣行してカードを２枚集めよう

に近づくと︑すでに流し そ う 信 じ て︑ も

泉佐野マリンライフ

１

70

始めている船が多数︒船 う １ 度 待 つ と︑

泉佐野食品コンビナート

チャレンジ

強烈な引きを
楽しんで

65

長は魚探の反応を見て︑ コン︒今度は見送

国道 26 号

1000人ガラポン

泉佐野マリンライフでは、今シーズンのタチウオ来船者数
が、
「創業以来過去最多数の記録を更新」
。そこで、感謝の気
持ちを込めて、無料乗船券などでお客様に還元しようと、
1000 人へのガラポンを実施。イベントは期間中（11 月末まで
予定）に乗船した全ての釣り人（貸切を含む）が対象。まず
は乗船して、チャレンジカードをゲットしよう。

水深 ︱ ㍍ラインで開 り︑次のアタリを

外環状 170 号

大抽選会
開催中

待つ︒

南海電車
井原の里駅

至大阪
住吉町

大阪・泉佐野発

大阪湾テンヤタチウオ本番!!
コンコン︑アタ

大阪臨海線 住吉町南

ドラゴンの強烈な引きをタン能しよう

始の合図を出した︒

阪神高速湾岸線
泉佐野北インタ

キューピー

至関空

大阪府泉佐野食品コンビ
ナートを出船基地とする泉
佐野マリンライフは、仁王
丸、宝来丸、黒潮丸、青龍
丸の４隻体制で出船。乗り
合いから貸し切りまで釣り
人の要望に幅広く応えてく
れる。貸し竿や仕かけも完
備しており、初心者も安心
して釣行が可能。船はトイ
レ、キャビン付き。電車釣
行も可能で、連絡しておけ
ば、南海電車の井原の里駅
まで送迎してくれる。

船中あちこちでヒットが続き、入れ食いモード

伊丹氏をはじめ︑皆が

泉佐野マリンライフ
船着き場

岸和田の大宅海君（９歳）はお父さんとの釣行で
見事に船中最大級のドラゴンをゲット。
「夏休み
のいい思い出になりました」と大宅英樹氏

ナーもあ
タチウオコー
ェスタ」
る「船釣りフ
ね〜 !!
にみんな来て

☆テンヤタチウオ豆知識☆
このはみ出しを調整

頭を落として刺す
のが、よい場合も

http://www.funetsuri-festa.com/

船釣りフェスタ2012

⇔ 尻尾のはみ出しを調整して刺す
エサの冷凍イワシは通常１匹そのまま刺す
が、エサのサイズや食いによっては頭を落とし
て使用することも。これは針から尻尾がはみ出
る長さを調整する意味がある。当日のようにア
タリは多いのになかなか食い込まない場合は、
はみ出しを短めにすると一発で食い込むことも
多い。伊丹氏もこの刺し方にして連発したぞ。

エサ持ち抜群！タチウオ尾ビレ

尾ビレがヒラヒラする
ようにして刺せばＯＫ

基本は冷凍イワシのエサだが、当日のように
食いがよすぎてエサがなくなった場合は、釣っ
たタチウオの尻尾を切ってエサにするのが有
効。イワシに比べてエサ持ちが抜群で、アワセ
損なってもチャンスはまだまだあるぞ。

■開催要項
・日時…９月２日10-17時

伊丹章さんからのメッセージ

・場所…京セラドーム

大阪近郊で手軽に行ける船のタチウオ釣りは、レンタルシステムも
完備されていて、初心者にも十分楽しめます。アタリがあってもなか
なか掛からないもどかしさ、でも掛けた瞬間にくる強烈な引きと重量
感はたまりません。釣って楽しい、食べて美味しい船のタチウオ釣り
を楽しんでください。そして、９月２日に京セラドームで開催される
「船釣りフェスタ 2012」では、大阪湾タチウオの特設ブースも設置
されるので、ぜひ来てくださいね。ぼくも会場で待ってま〜す !!

・入場料…無料
半額乗船券など各地の船宿
クーポンが付いた冊子を全員
にプレゼント、
アンケートに
答えれば抽選でハイスペッ
ク電動リールが当たる！、
来場者全員に
竿、
ライフジャケット、
釣り小物などが
当たる空クジなしの大抽選会などなど

お得な
特典

