
市川市妙典 1-16-11　☎ 047-357-0513 ／料
金：8,000 円／主な対象魚：カレイ ( エサ付 )
／レンタル料金：レンタル竿無料〜 500 円／
セールスポイント：船代、女性・中高生・小学
生割引 50% オフ。貸しボートあり
 http://www.gyo.ne.jp/takahashi_y/

市川 たかはし遊船

千葉市中央区港町 1-23　☎ 043-222-6557／料金：8,500 円／主な対象魚：シロギス ( エ
サ付 ) ／レンタル料金：レンタル竿無料／セールスポイント：船代、女性・子供 2,000 円
オフ。トイレ完備　http://www.kominemaru.com/place.htm

千葉 小峰丸

浦安市猫実 5-7-12　☎ 047-351-5511 ／料金：9,800 円／主な対象魚：カワハギ ( エサ付 )
／レンタル料金：レンタル竿 500 円／セールスポイント：船代、女性 20% オフ。トイレ
完備　http://www.gyo.ne.jp/yoshikyu/

浦安 吉久丸

市原市八幡海岸通り 55（市原市八幡運河）　☎ 090-8874-3457／料金：8,500 円／主な対
象魚：シロギス ( エサ付 ) ／レンタル料金：レンタル竿無料／セールスポイント：トイレ完備。
ルアーシーバス船もあり　http://www.tokyobay.biz/nagashima/index.php

市原 永島丸

袖ヶ浦市福王台 2-18-5　☎ 090-3546-6631 ／料金：6,500 円／主な対象魚：シロギス
( エサ付 ) ／レンタル料金：レンタル竿 1,000 円／セールスポイント：他にも夜釣りの黒メ
バル船にも出船。割引券を発行

袖ヶ浦 清八丸

浦安市猫実 5-7-10　☎ 047-351-2544 ／料金：8,800 円／主な対象魚：シロギス ( エサ
付 ) ／レンタル料金：レンタル竿 300 円／セールスポイント：船代、女性 1,000 円オフ、
子供約 40% オフ。トイレ完備　http://www.funayado-yoshinoya.com/

浦安 吉野屋

千葉市中央区寒川町 2-2031　☎ 080-5898-2385 ／料金：8,000 円／主な対象魚：シ
ロギス ( エサ付 ) ／レンタル料金：レンタル竿無料／セールスポイント：船代、女性・子
供 50% オフ。トイレ完備　http://www.tokyobay.biz/moriyama/index.php

千葉 守山丸

浦安市猫実 5-8-23　☎ 047-351-2862 ／料金：9,800 円／主な対象魚：メバルカサゴ ( エ
サ付 ) ／レンタル料金：レンタル竿 500 円／セールスポイント：船代、女性 1,000 円オフ。
トイレ完備　http://www5a.biglobe.ne.jp/iwataya/index.html

浦安 岩田屋

袖ヶ浦市長浦 1-1-111　☎ 0438-62-2707／料金：AM6,700 円、PM6,200 円／主な対
象魚：シロギス ( エサ付き ) ／レンタル料金：レンタル竿 300 円／セールスポイント：船代、
女性 2000 円オフ、子供 50% オフ　http://konayamaru.com

長浦 こなや丸
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木更津市中央 3-15-22　☎ 0438-23-4891 ／料金：6700 円／主な対象魚：シロギス ( エ
サ付 ) ／レンタル料金：レンタル竿仕掛付 730 円／セールスポイント：船代、女性・子供
2,000 円オフ。トイレ完備　http://www.miyagawamaru.co.jp/

木更津 宮川丸

安房郡鋸南町大帷子 391　☎ 0470-55-1121 ／料金：7,000 円 ( ペア料金 ) ／主な対象魚：
サビキアジ ( コマセ付 ) ／レンタル料金：レンタル竿 500 円／セールスポイント：基本、夏
休み期間中の釣り。オールシーズン対応　http://www.muraimaru.co.jp/

保田 第五村井丸

富津市富津 2436　☎ 0439-87-2902 ／料金：AM7,500 円、PM4,500 円／主な対象魚：
イイダコ／レンタル料金：レンタル竿 500 円／セールスポイント：船代、女性 5,500 円、
子供 3,000 円。トイレ完備　http://www.kawasakimaru.jp/

富津 川崎丸

安房郡鋸南町大帷子 448-2　☎ 0470-55-2910 ／料金：9,000 円／主な対象魚：コマ
セ五目釣り／レンタル料金：／セールスポイント：船代、女性 50% オフ。トイレ完備
 http://www12.plala.or.jp/hota-kunimaru/

保田 国丸

安房郡鋸南町勝山 7　☎ 0470-55-1301 ／料
金：8,500 円（6,000 円）／主な対象魚：カワ
ハギ／レンタル料金：レンタル竿電動リール付
き 2,000 円。手巻きリール無料（カワハギ竿
のみ 500 円）／セールスポイント：WEB 割引
1,000 円、平日女性 50% オフ。トイレ完備
 http://www.maneimaru.com/

勝山 萬栄丸

木更津市中央 3-8-7　☎ 0438-23-8140 ／料金：3100 円／主な対象魚：シロギス、アジ
等（エサは別売り）／レンタル料金：／セールスポイント：トイレ完備。堤防への渡船で堤
防釣りになります。シーズンには 1 時間おきのお迎え　http://www.eihomaru.com/

木更津 栄宝丸

安房郡鋸南町大六 112　☎ 0470-55-3349 ／料金：7,000 円 ( ペア料金 ) ／主な対象魚：
サビキアジ ( コマセ付 ) ／レンタル料金：レンタル竿無料／セールスポイント：基本、夏
休み期間中の釣り。オールシーズン対応　http://www.gyo.ne.jp/azuma/

保田 東丸

安房郡鋸南町大帷子 391　☎ 0470-55-1121／料金：7,000 円 (ペア料金 ) ／主な対象魚：
サビキアジ ( コマセ付 ) ／レンタル料金：レンタル竿 500 円／セールスポイント：基本夏
休み期間中の釣り　http://www.muraimaru.co.jp/

保田 村井丸

安房郡鋸南町勝山 273-1　☎ 0470-55-1687／料金：3,500 円／主な対象魚：シロギス
／レンタル料金：レンタル竿 ( 無料 ) ／セールスポイント：トイレ完備
 http://www.sinseimaru.com/

勝山 新盛丸
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千葉県 内房 遊漁船情報

※千葉県遊漁連盟会員及びモニターツアー協力事業者を記載しています。
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