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交野市の村田氏 真鯛５ シマアジ１ カンパチ１ 天然石鯛１
岩出市の中村氏 真鯛１２
大阪市の米倉氏６名 真鯛２０ シマアジ４ カンパチ５ イサキ２ イシガキ１ 天然石鯛２
大阪市の田中氏 真鯛７ シマアジ１ カンパチ１

⻄宮の福田氏 天然石鯛４ 真鯛１

泉南市の市原氏 天然石鯛４ 真鯛１

泉南市の浜崎氏 真鯛８ シマアジ２ カンパチ１

大阪市のししまるたろう氏
５名

真鯛１１ シマアジ５ カンパチ３

四条畷の小野寺氏 真鯛８ 天然石鯛１
羽曳野の津田氏 真鯛６ イサキ２
大阪市の⿊岩氏 天然石鯛４
泉大津の村下氏 天然石鯛７ 真鯛４

5月30日 月

一般コース

オーパコース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。

各魚種順調に釣れてます。

ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、となります。

5月31日 火

一般コース

オーパコース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
各魚種順調に釣れてます。

 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

明日はまだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年も昆布のお⼟産が始まりました。⼲しておけば刺⾝のこぶ締めやだし昆布用、冬場の鍋
用にと一年役⽴ちますよー。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

＊シラサエビ⼊荷しました。 ウグイ在庫なしです。
＊昆布プレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊⼥性料⾦改定のお知らせ

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助
かります

＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、となります。
明日は定休日、木曜日まだ空席ありますのでお越しください。
皆様お待たせしました。今年も昆布のお⼟産が始まりました。⼲しておけば刺⾝のこぶ締めやだし昆布用、冬場の鍋
用にと一年役⽴ちますよー。袋ご持参でお願いしますね。

オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

＊シラサエビ⼊荷しました。 ウグイ売り切れ中
＊昆布プレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
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枚方の大野氏２名 真鯛３ シマアジ２ カンパチ２ イサキ３

寝屋川の相葉氏 真鯛３ カンパチ２ イサキ１

⻄宮の川崎氏２名 真鯛６ シマアジ３ カンパチ１ 天然石鯛１

狭山市の山岡氏 真鯛１ シマアジ３ カンパチ２
草津の落合氏 真鯛５ シマアジ２ イサキ２
河内⻑野の伊藤氏 真鯛９ カンパチ１
⻄宮の福田氏 天然石鯛６ 真鯛１
大阪市の⾠⾒氏 天然石鯛７ 真鯛１

尼崎の森下氏 真鯛１ シマアジ４ メジロ１

大阪市の三好氏 シマアジ９ カンパチ１

大阪市の松本氏 真鯛３ シマアジ２ カンパチ１ イシガキ１ 天然石鯛１

大阪市の新谷氏２名 真鯛７ シマアジ１５

豊中のむらっち 真鯛２ シマアジ４ 天然石鯛２ イサキ１
兵庫の村上氏 真鯛３ シマアジ２ カンパチ１ イシガキ１
羽曳野の原田氏 真鯛２ シマアジ３ 天然石鯛１
熊取の泉谷氏 真鯛３ 島じゃい６ カンパチ５

5月28日 ⼟

一般コース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、となります。

5月29日 日

一般コース

オーパコース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、となります。
明日は満席となってます。

＊シラサエビ⼊荷しました。 ウグイ在庫少ないです。
＊昆布プレゼント中（雨天、しけの日は中止です）

明日は満席となってます。ご予約のない方の⼊場はできませんのでご注意ください。
皆様お待たせしました。今年も昆布のお⼟産が始まりました。⼲しておけば刺⾝のこぶ締めやだし昆布用、冬場の鍋
用にと一年役⽴ちますよー。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊シラサエビ、ウグイ売り切れました。
＊昆布プレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

皆様お待たせしました。今年も昆布のお⼟産が始まりました。⼲しておけば刺⾝のこぶ締めやだし昆布用、冬場の鍋
用にと一年役⽴ちますよー。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助
かります
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熊取町の堀口氏２名 真鯛４ シマアジ３ カンパチ３

岬町の柴崎氏３名 真鯛９ シマアジ２ カンパチ１
岸和田の吉田氏 真鯛７ シマアジ２ イサキ１
熊取の渡辺氏 カンパチ４

大阪市の田中氏２名 真鯛９ カンパチ１

和歌山市の森⻄氏 真鯛５ シマアジ３ カンパチ２
オーパコース 泉大津の村下氏 真鯛３ シマアジ２ 天然石鯛４ イサキ２

貝塚の渡辺氏 真鯛４ シマアジ３
大阪市の永井ファミリー５
名

真鯛７ カンパチ７ イサキ２

堺市の伊川氏 真鯛４ シマアジ４ カンパチ３

藤井寺の竹中氏２名 真鯛１０ シマアジ２

寝屋川の熊田氏 真鯛１３
松原の原田氏 真鯛９
茨木の小久⾒氏 真鯛２ シマアジ１ カンパチ１

5月26日 木

一般コース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、となります。
明日はまだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年も昆布のお⼟産が始まりました。⼲しておけば刺⾝のこぶ締めやだし昆布用、冬場の鍋
用にと一年役⽴ちますよー。袋ご持参でお願いしますね。

5月27日 ⾦

一般コース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。

オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。
＊シラサエビ⼊荷しました。 ウグイ在庫少ないです。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助
かります。

＊昆布プレゼント中（雨天、しけの日は中止です）

＊⼥性料⾦改定のお知らせ

 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

明日のオーパの日はシマアジ大放流です。満席となってますのでご注意ください。
皆様お待たせしました。今年も昆布のお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

＊シラサエビ⼊荷しました。

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
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大阪市の山田氏 真鯛５ シマアジ４ イサキ１ 天然石鯛１ トラフグ１
堺市の東⾥氏 真鯛９ シマアジ３ カンパチ２

和歌山市の森⻄氏 真鯛８ シマアジ４ カンパチ１

柏原の松本氏 真鯛２ カンパチ２ イサキ１

五條市のマー坊氏 真鯛１０ シマアジ２ カンパチ２ イサキ２ イシガキ１ 天然石鯛３

吹田市の白石氏２名 真鯛１４ シマアジ４ カンパチ２ イシガキ１

枚方の十祖氏５名 真鯛１３ シマアジ８ イサキ４ イシガキ２

大阪市のぱんちゃん夫妻 真鯛４ シマアジ３ カンパチ２ 天然石鯛１
泉南市の昇ちゃん 真鯛３ シマアジ１ カンパチ２

泉南市の浜崎氏 真鯛３ シマアジ２ カンパチ２

岩出市の中村氏 真鯛７ シマアジ１ カンパチ５ イサキ１

和泉市の志貴氏 真鯛６ シマアジ２ カンパチ１ イシガキ１ イサキ１

和泉市の村本氏 真鯛２ シマアジ１ カンパチ１ 天然石鯛１ イサキ１

箕面の光吉氏２名 真鯛６ カンパチ１

大阪市の⿊岩氏 真鯛２ 天然石鯛３

泉大津の村下氏 天然石鯛３
岸和田の吉川氏 天然石鯛２ イサキ１

一般コース

オーパコース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
各魚種順調に釣れてます。

5月24日 火

一般コース

各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日は定休日、木曜まだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメが終了して今日から昆布のお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いします
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。
海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。
複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊シラサエビ⼊荷しました。
＊昆布プレゼント中（雨天、しけの日は中止です）

＊⼥性料⾦改定のお知らせ

 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。
複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊昆布プレゼント中（雨天、しけの日は中止です）

＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
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京都の谷口ただし氏 真鯛４ シマアジ１ カンパチ１ 天然石鯛１
東大阪の越智氏 真鯛６ シマアジ２ カンパチ２

東大阪の吉田氏 真鯛５ シマアジ３ 天然石鯛１

東大阪の岡本氏 真鯛７ シマアジ１ カンパチ２

東大阪の藤川氏 真鯛１２ シマアジ１

茨木の鈴木氏 真鯛４ シマアジ１ カンパチ２ イサキ１

泉佐野の山本氏 真鯛９ シマアジ１ 天然石鯛２ イサキ１
茨木の小久⾒氏 真鯛７ シマアジ５ 天然石鯛２ イサキ１

門真市の伊崎氏２名 真鯛８ メジロ１ イサキ３

大阪市の上久保氏 真鯛４３ シマアジ９ カンパチ１

⼋尾市の⾦丸氏 真鯛２ 天然石鯛７
大東市の服部氏２名 天然石鯛４ シマアジ１ カンパチ１

大阪市の新谷夫妻 真鯛６ シマアジ３ カンパチ３ イサキ１
千早赤坂の成田氏 真鯛１０ シマアジ１ イサキ３ 天然石鯛４ イシガキ１

枚方の湯⼾氏 真鯛１ シマアジ１ イサキ６ イシガキ２

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

5月22日 日

一般コース

オーパコース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日は貸切以外まだ空席ありますのでお問い合わせください。

5月23日 月 ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、となります。
明日は貸切以外まだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年のワカメは終了し昆布のお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊シラサエビ⼊荷しました。
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

皆様お待たせしました。ワカメの無料プレゼントはじまりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。
海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊昆布プレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

＊シラサエビ⼊荷しました。
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藤井寺の室谷氏 真鯛４ シマアジ１ イサキ３ 天然石鯛１

東淀川の小川氏２名 真鯛１２ シマアジ２ カンパチ２ イサキ１ イシガキ１

吹田市の赤井氏 真鯛６ シマアジ１ イサキ３

南河内の⾼橋氏 真鯛６ シマアジ７

茨木の小久⾒氏 真鯛３ シマアジ３ 天然石鯛３

堺市の大塚氏 真鯛９ シマアジ２ カンパチ２
生駒市の吉田氏５名 真鯛１３ シマアジ５ カンパチ１ イサキ７
和歌山市の森⻄氏 真鯛５ シマアジ７ イサキ８ イシガキ１

猪名川町の合田氏 真鯛５ シマアジ３ イサキ５ 天然石鯛１

大阪市の芝田氏 真鯛３ シマアジ２ ブリヒラ２

大阪市の岡山氏５名 真鯛７ シマアジ４ カンパチ３ イサキ５

大阪市の森口氏５名 真鯛９ シマアジ５ カンパチ２ イシガキ１ 天然石鯛１

大阪市のししまるたろう市 真鯛１１ シマアジ５ メジロ２ カンパチ１ イシガキ１ 天然石鯛１

泉大津の村下氏 天然石鯛４

⻄宮の福田氏 天然石鯛３

オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。
海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊シラサエビ⼊荷しました。
＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊⼥性料⾦改定のお知らせ

5月20日 ⾦

一般コース

オーパコース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日は一般コースにまだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。

5月21日 ⼟

一般コース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日は満席となってます。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊⼥性料⾦改定のお知らせ

 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

＊シラサエビ⼊荷しました。
＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
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東大阪の野海氏 真鯛６ シマアジ２
東大阪の前田氏５名 真鯛１１ シマアジ５ カンパチ２
葛城市の原田氏 真鯛２ シマアジ１ カンパチ３ イシガキ１
大阪市の前田氏７名 真鯛１７ シマアジ６ メジロ１ カンパチ３ イサキ２ イシガキ３
東大阪の香月氏５名 真鯛１１ シマアジ２ ブリヒラ１ カンパチ１ イサキ６
岬町の貴治夫妻 真鯛６ シマアジ２ カンパチ１

熊取の川原さん 真鯛４ シマアジ２ カンパチ１

和歌山市の安田氏 真鯛８ シマアジ１ イサキ１

大東市の川口氏５名 真鯛１４ シマアジ５ カンパチ５
大阪市の藤本氏６名 真鯛２０ シマアジ７ カンパチ２ イサキ４ イシガキ２

大阪市の上田氏 真鯛４ シマアジ２ カンパチ１ イサキ２

大阪市の加藤氏 真鯛３ カンパチ１ イサキ２ イシガキ１
大阪市の新井氏 真鯛５ シマアジ６ 天然石鯛３

富田林の上田氏 真鯛３ シマアジ１ メジロ１ イサキ１

羽曳野の山岸氏 真鯛４ シマアジ３ イシガキ４ イサキ３

堺市の兼持氏 真鯛２ シマアジ２ カンパチ２

堺市の松下氏 真鯛４ シマアジ３ メジロ１ カンパチ１
⻄宮の福田氏 天然石鯛５ 真鯛２
大阪市の⿊岩氏 天然石鯛３ 真鯛３
泉南市の市原氏 天然石鯛３
岸和田の深井氏 天然石鯛３

5月17日 火

一般コース

オーパコース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。

5月19日 木

一般コース

皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。

オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。
海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊シラサエビ⼊荷しました。
＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。
複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。

各魚種順調に釣れてます。

ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。

明日は貸切以外まだ空席ありますのでお問い合わせください。

＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
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箕面の⻑谷氏 真鯛１０ シマアジ２ カンパチ１ イシガキ１

岩出市の中村氏 真鯛７ カンパチ３ ブリヒラ１

泉南市の浜崎氏 真鯛３ シマアジ２ カンパチ２

大阪市のぱんちゃん夫妻 真鯛８ シマアジ３ イサキ１ 天然石鯛１

三郷町の柳沢ペア 真鯛５ シマアジ２ カンパチ１ メジロ１

⻄宮の福田氏 天然石鯛３ 真鯛３ シマアジ１
東広島市の今村氏 天然石鯛４ シマアジ１

大阪市の藤本親⼦ 真鯛１３ シマアジ５ カンパチ３ ブリヒラ１ イサキ２

堺市の川下氏 カンパチ４ 真鯛４ シマアジ１

岸和田の石山ペア 真鯛１０ シマアジ２ イサキ３

堺市の堀内氏 真鯛４ カンパチ２ ブリヒラ１一般コース

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

5月16日 月

一般コース

オーパコース

各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日まだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

5月17日 火 明日は定休日、木曜まだ空席ありますのでお問い合わせください。

皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。

オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊⼥性料⾦改定のお知らせ

 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。
複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊シラサエビ欠品中です。⼊荷しましたらこちらでお知らせいたします。

＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊⼥性料⾦改定のお知らせ

 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。
複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

＊シラサエビ欠品中です。⼊荷しましたらこちらでお知らせいたします。
＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
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堺市の山本氏 真鯛２ シマアジ２ ブリヒラ２

堺市の上野氏 真鯛２ シマアジ２ カンパチ２
四条畷の吉岡氏 真鯛１４ シマアジ３ イサキ２
大阪市の玉置氏 真鯛５ シマアジ５

⼋尾市の松本氏７名 真鯛２１ シマアジ６ カンパチ１

狭山市の松川氏 真鯛２ シマアジ２ カンパチ３ イサキ１

四条畷の森山氏 真鯛５ シマアジ１ カンパチ１
大阪市のとうま君、なおと 真鯛７ イサキ１
尼崎の釣りガチリョウ君 真鯛６ シマアジ２ カンパチ１
葛城市の田中氏 真鯛１ シマアジ１ カンパチ４
吹田市の白石氏 真鯛１０ シマアジ４ カンパチ１ イサキ２ イシガキ２
泉南市の魚本氏 天然石鯛７ カンパチ１ 真鯛１
大阪市の三好氏 天然石鯛４ 真鯛２ イサキ２

5月14日 ⼟

一般コース

オーパコース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
雨も営業中は何とか持ちました。

5月15日 日

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
⻘物の活性良いです。イケアジ、ウグイでよく釣れてますよー。
他の魚種も順調に釣れてます。

ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。

＊⼥性料⾦改定のお知らせ

 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。

皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。

オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊シラサエビ欠品中です。⼊荷しましたらこちらでお知らせいたします。
＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）

各魚種順調に釣れてますよー。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日は満席となってますのでご予約のない方の⼊場はできませんのでご注意ください。

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。
複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助
かります。

＊シラサエビ欠品中です。⼊荷しましたらこちらでお知らせいたします。
＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）

＊⼥性料⾦改定のお知らせ

 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。

＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

明日まだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。
海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。



OPA-202205

藤井寺の⾼山氏４名 真鯛１１ シマアジ６ カンパチ３ イサキ３
大阪市の丹南氏４名 真鯛１０ シマアジ４ カンパチ３ イサキ２
大阪市の前田氏９名 真鯛２３ シマアジ７ カンパチ３
堺市の林氏 真鯛３ シマアジ１ カンパチ３
紀の川市の和田氏 真鯛４ シマアジ２ イサキ１

オーパコース 岸和田の深井氏 天然石鯛１０ 真鯛１

羽曳野の山岸氏 真鯛６ シマアジ１  カンパチ２ イサキ６ イシガキ２ 天然石鯛２

松原の新谷氏 真鯛２ カンパチ４

オーパコース ⻄宮の福田氏 天然石鯛４ 真鯛１

＊シラサエビ欠品中です。⼊荷しましたらこちらでお知らせいたします。
＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

5月12日 木

一般コース

各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日まだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。
海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

5月13日 ⾦

一般コース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
雨の中皆さん頑張って釣ってくれました。。
各魚種順調に釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日まだ空席ありますのでお問い合わせください。

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
雨の中皆さん頑張って釣ってくれました。。

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助
かります。

＊シラサエビ欠品中です。⼊荷しましたらこちらでお知らせいたします。
＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。

＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。
海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
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東大阪の秋吉氏 真鯛５ シマアジ３ カンパチ２
東大阪の加藤氏３名 真鯛２ シマアジ５ カンパチ２ イサキ１

岩出市の中村氏 真鯛８ カンパチ２ ブリヒラ１

大阪市の米倉氏５名 真鯛２１ シマアジ７ カンパチ６ 天然石鯛２ イシガキ２ イサキ１

堺市の井上氏 真鯛１ シマアジ１ カンパチ１ 天然石鯛２

和歌山市の森⻄氏 真鯛１４ イサキ５
泉南市の市原氏 天然石鯛４
⾼槻の尾山氏 天然石鯛２ 真鯛３

東大阪の貞兼氏 真鯛４ シマアジ１ イシガキ２

五條市の新井氏 真鯛３ シマアジ１ イシガキ１

泉南市の泉谷氏 真鯛８ シマアジ１ イサキ１

堺市の東野氏 真鯛４ シマアジ１ 天然石鯛１ イシガキ３
五條市の松岡氏２名 真鯛８ シマアジ３ カンパチ１ イシガキ３
大阪市の中尾氏 真鯛５ シマアジ２ イシガキ１ イサキ１
泉南市の永橋氏２名 真鯛４ シマアジ２ カンパチ１ イサキ１

オーパコース 泉大津の村下氏 天然石鯛７ 真鯛１

＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

5月9日 月

一般コース

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊トラフグを掬う⾏為は禁止です買取もしくは悪質とみなした場合は退場とさせていただきます。
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。

5月10日 火

一般コース

オーパコース

オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。

各魚種順調に釣れてます。

ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日まだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。

皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。

雨も未明に止み、良い天気になりました。

各魚種順調に釣れてます。

ただいまの放流魚は真鯛、大ダイ、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日は定休日、木曜まだ空席ありますのでお問い合わせください。

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。
複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助
かります。
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大阪市の森口氏７名 真鯛２３ 大ダイ１ シマアジ８ カンパチ７ ブリヒラ１
由佳さん 真鯛７ シマアジ１１ イサキ１ 天然石鯛１

忠岡町の前村氏 真鯛３ シマアジ２ 天然石鯛２

香芝の疋田氏４名 真鯛１９ シマアジ７ カンパチ２

大阪市の林氏 真鯛９ カンパチ１

明石市の佐野氏 真鯛１ カンパチ３ ブリヒラ１

⼋尾市の服部氏 真鯛９ カンパチ２

三宮の植田氏 真鯛４ シマアジ２ カンパチ３
尼崎のリョウ君 真鯛７ シマアジ３ カンパチ１
堺市の森本氏 真鯛６ シマアジ２ イサキ１
阿倍野区の前田氏 真鯛５ シマアジ１ カンパチ２
守口の徳田氏８名 真鯛２４ シマアジ２ カンパチ２

＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

一般コース

 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。

5月8日 日

一般コース

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊トラフグを掬う⾏為は禁止です買取もしくは悪質とみなした場合は退場とさせていただきます。
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。

5月9日 月
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊トラフグを掬う⾏為は禁止です買取もしくは悪質とみなした場合は退場とさせていただきます。
＊⼥性料⾦改定のお知らせ

今日も各魚種順調に釣れてます。オーパコースの石鯛も良型で脂ものって美味しいですよ。ぜひチャレンジしてくだ

ただいまの放流魚は真鯛、大ダイ、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。

明日貸切以外空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
今日は北風で寒かったです。５月とはいえまだ海上は風向きや強さによってはまだまだ寒い日がありますのでアウ
ターを一枚余分にご用意くださいね。

＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助



OPA-202205

大阪市の友井氏 真鯛８ シマアジ２ カンパチ１
堺市の藤田氏 真鯛３ シマアジ１ カンパチ３
⻄宮の藤田氏 天然石鯛４ 真鯛２

⻄宮の福田氏 天然石鯛４ 真鯛１

葛城市の瓦野氏 真鯛１２ シマアジ３

吹田市の白石氏 真鯛１０ シマアジ５ 天然石鯛１
松原の伊藤氏 真鯛６ シマアジ２ 天然石鯛３
岩出市の中村氏 真鯛１２ カンパチ１
奈良市の榎本氏５名 真鯛１６ シマアジ４ 天然石鯛３
大阪市の丹田氏５名 真鯛１３ シマアジ２ カンパチ１ イシガキ２

オーパコース ⻄宮の福田氏 天然石鯛４ 真鯛１

5月6日 ⾦

一般コース

オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。
海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊トラフグを掬う⾏為は禁止です買取もしくは悪質とみなした場合は退場とさせていただきます。
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。

5月7日 ⼟

オーパコース

皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。
複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日貸切以外まだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。

＊トラフグを掬う⾏為は禁止です買取もしくは悪質とみなした場合は退場とさせていただきます。
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。

今日も穏やかな海況、気持ちの良い気候でした。

⻘物が今日はもうひとつでしたがイシガキや石鯛調⼦よく釣れてました。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

GW終盤、今日も良い天気になりました。

各魚種、順調に釣れてますよー。
ただいまの放流魚は真鯛、大ダイ、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。

明日まだ空席ありますのでお問い合わせください。

＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
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大阪市の柳川氏４名 真鯛８ シマアジ５ メジロ１ カンパチ１ イシガキ１
大阪市の山田氏 真鯛７ シマアジ１
堺市の有馬氏 真鯛８ シマアジ１ カンパチ１
⻄成のししまるたろう氏 真鯛７ 天然石鯛１

泉大津の福沢氏 真鯛１３ 大ダイ１ シマアジ４

生駒市の森氏 真鯛８ シマアジ１

尼崎の知念氏２名 真鯛６ カンパチ４ ブリヒラ１

羽曳野の山岸氏 イサキ２ カンパチ２ ブリヒラ１ イシガキ１

⼋尾市の森山氏 天然石鯛２ 真鯛１ シマアジ１
大阪市の三好氏 天然石鯛３ 真鯛３

吹田市の石丸氏 真鯛３ シマアジ１ カンパチ３ 天然石鯛３
⻄宮の川崎夫妻 真鯛１２ シマアジ３ カンパチ７
河内⻑野の三宅氏 真鯛７ カンパチ２ 天然石鯛２
宇治市の⻫須夫妻 真鯛６ カンパチ２ ブリヒラ１

松原の内田氏 真鯛５ メジロ１ 天然石鯛２

狭山市の平居氏 真鯛８ シマアジ２ カンパチ３ ブリヒラ１ 天然石鯛１ イシガキ１

摂津市の新居氏 真鯛７ 天然石鯛４

羽曳野の⻑尾氏 天然石鯛５ イシガキ１ 真鯛１

京都の谷口氏 天然石鯛５ イシガキ２ 真鯛２ シマアジ１

⻄宮の福田氏 天然石鯛５ 真鯛１

皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。
海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）

5月4日 水

一般コース

オーパコース

昨日に引き続き偏りありますが⻘物、イシガキや石鯛調⼦よく釣れてました。
ただいまの放流魚は真鯛、大ダイ、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日まだ空席ありますのでお問い合わせください。

5月5日 木

一般コース

オーパコース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
本日も絶好の釣り日和。活性はまずまずでした。
ただいまの放流魚は真鯛、大ダイ、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日まだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
今日も快晴で絶好の釣り日和でした。

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。
複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊トラフグを掬う⾏為は禁止です買取もしくは悪質とみなした場合は退場とさせていただきます。
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助
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河内⻑野の川崎氏２名 真鯛２ シマアジ６ カンパチ１
和歌山市の池田氏 真鯛４ シマアジ４ メジロ１ カンパチ１
五條市の⻄岡氏 真鯛７ シマアジ２ カンパチ１ イサキ１ 天然石鯛２

泉佐野の深港氏 真鯛１６ シマアジ２ ブリヒラ１

平野区の⾠⾒夫妻 真鯛１０ シマアジ８

吹田市の赤井氏 天然石鯛５ 真鯛２ イシガキ１

寝屋川の大塚氏 天然石鯛４ 真鯛２

和泉市のヘル氏 真鯛７ シマアジ７
⾼槻の宮沢氏５名 真鯛１９ シマアジ６ カンパチ２ イシガキ１
太⼦町の小南氏 真鯛７ シマアジ７ 天然石鯛２
和泉市の田中氏 真鯛３ シマアジ４ メジロ１
奈良の上垣氏３名 真鯛７ シマアジ４ カンパチ３ イシガキ１
松原の伊藤氏 天然石鯛７
泉大津の村下氏 真鯛３ 天然石鯛６

オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。5月2日 月

一般コース

オーパコース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
今日はよく晴れて絶好の釣り日和でした。
各魚種、順調に釣れてました。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日オーパコースのみ若⼲空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。

5月3日 火

一般コース

オーパコース

今日の一般筏は釣れる場所に偏りがひどかったです。

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。

送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊トラフグを掬う⾏為は禁止です買取もしくは悪質とみなした場合は退場とさせていただきます。
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
今日も良い天気に恵まれ絶好の釣り日和となりました。

オーパコースは真ん中でよく当たってましたがバラシが多数⾒受けられました。

ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。

明日はオーパコースのみ若⼲空席ありますので問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。
海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕

事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。

複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

＊トラフグを掬う⾏為は禁止です買取もしくは悪質とみなした場合は退場とさせていただきます。
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
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和泉市の星野氏 真鯛２ シマアジ４ メジロ１ カンパチ１
岸和田の箕浦氏 真鯛６ シマアジ２メジロ１
富田林の松葉氏 真鯛９ シマアジ１ カンパチ１
和泉市の⽐良氏 真鯛８ シマアジ１  カンパチ２ ブリヒラ１
枚方の真栄城氏 真鯛３ メジロ１ カンパチ２
⻄宮の川崎夫妻 真鯛１４ シマアジ５

オーパコース 和泉市の上中氏 真鯛４ シマアジ１ 天然石鯛４ イシガキ１

＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。
複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊トラフグを掬う⾏為は禁止です買取もしくは悪質とみなした場合は退場とさせていただきます。
＊⼥性料⾦改定のお知らせ
 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。

5月1日 日

一般コース

本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。
朝の内の雨も昼近くに止み、良い天気になりました。
活性はまずまず、カンパチ、石鯛も調⼦よく釣れてます。
ただいまの放流魚は真鯛、シマアジ、イサキ、カンパチ、天然石鯛、イシガキダイとなります。
明日はオーパコースのみまだ空席ありますのでお問い合わせください。
皆様お待たせしました。今年もワカメのお⼟産が始まりました。袋ご持参でお願いしますね。
オーパコースは石鯛中心にG筏で営業中。

 仕⼊価格、活魚輸送料の⾼騰に伴い申し訳ありませんが来年２０２３年４月１日より⼥性料⾦おひとり様８０００
円と改定させていただきます。本年度は現状維持とさせていただきますので何卒ご理解のほどお願いいたします。
＊オーパコース１２名限定で営業中、お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。＊オーパコース１月２日より再開。１２名限定、
お一⼈15,000円（⼥性、⼦供割引なし）ご予約受付中︕︕
事務所内のみマスクのある方は出来るだけ着用お願いいたします。
複数でお越しのお客様は出来るだけまとめて代表の方がお支払いください。
送迎船もできるだけ込み合わないよう、貸し切り様はそろった時点でお送りしますので少し早めに来ていただくと助

海上は風が強いのでまだまだ防寒対策をしてご来場くださいね。

＊ワカメプレゼント中（雨天、しけの日は中止です）
＊トラフグを掬う⾏為は禁止です買取もしくは悪質とみなした場合は退場とさせていただきます。
＊⼥性料⾦改定のお知らせ

5月2日 月


