2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約50本

釣りビジョン セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/FISHING01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

【解説】オフショアレボリューションNEXT 110
東京湾梅雨前のマゴチ

配信中

関東の人気釣り物から各地方の大物釣りまで幅広いジャンルの沖釣りを紹介するオフレボNEXT。様々な釣りに精通した
高橋哲也が、培った経験と独自の発想で海の魅力を伝える。春頃から始まり、夏に最盛期を迎えるマゴチ釣り。全国各
地で狙えるこの人気のターゲットを、今回は梅雨前の東京湾でちょっと先取り！サイマキを使って挑戦しちゃいます！

Dz SALT 93 島根県出雲・タイラバゲーム

配信中

関西SWシーンのパイオニアにして、タイラバのスペシャリスト・中井一誠。今回彼が向かったのは島根県出雲。ノッコミ終
盤を迎えた海でディープタイラバゲームを展開する。産卵が絡み、食いが落ち始める時期であるが、開始直後からバイト
が多発。美しい良型マダイが次々と姿を見せる。その魚影の濃さに中井も驚愕！魅惑の海での釣りを堪能する！

Rock’n Fish 56 高知土佐清水ロックゲーム

配信中

ロックフィッシュゲームの奥深さや楽しさを追求していく番組。今回は弘法大師が見る事を諦めたと言われるほどの難
所、千尋岬見残し海岸にてショアロックゲーム攻略！舞台は番組初挑戦となる未開拓エリア。情報が少ないなか、地形、
水温、ベイト…あらゆる自然条件を手掛かりにしながらスイムジグ＆テキサスでターゲットへ迫っていく。

イカ魂 10 シーズン開幕！玄界灘でお祭り騒
ぎのイカメタルゲーム

配信中

伝統釣法「漁火漁」を受け継ぎながら、ライトなタックルで「掛けて」「獲る」。極限までゲーム性を高めた釣りがイカメタル。
そう、今年もイカ魂の季節がやって来ました。誰もが簡単に釣れるイカメタルの釣り。醍醐味は明確な“アタリ”があるのに
中々のらない歯がゆさ。釣って楽しい食べて美味しいイカメタルは最高に面白い釣りです！

すごかby九州 38 沖磯の女子会！五島灘の
「梅雨グレ」さんに挑戦だぜぇい！

配信中

九州の釣り事情を紹介する九州発の釣り番組『すごかby九州』。今回は、磯の人気ターゲット・クロちゃんを求めて、美舞
ちゃんが人生二度目のウキフカセ釣りに挑戦します。女性磯釣り師の先生と美舞ちゃんによる華やかな磯釣り共演。美
舞ちゃんは安心感の中、心底釣りを楽しみながら多くのことを学びます。その成長ぶりを、ぜひご覧下さい。

つりステーション ギアステーション編 第553
回

配信中

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『ギアステーション』釣りにまつわる道具をテーマにお送りす
るギアステ編。各メーカーの最新タックルを紹介するギアコレクションや、釣りに関連する便利グッズを紹介するMONO×
FISHINGなど、必見のコーナー満載！この番組であなたの釣りが快適になること間違いなし！

つりステーション ギアステーション編 第554
回

配信中

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『ギアステーション』釣りにまつわる道具をテーマにお送りす
るギアステ編。各メーカーの最新タックルを紹介するギアコレクションや、釣りに関連する便利グッズを紹介するMONO×
FISHINGなど、必見のコーナー満載！この番組であなたの釣りが快適になること間違いなし！

つりステーション ギアステーション編 第555
回

配信中

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『ギアステーション』釣りにまつわる道具をテーマにお送りす
るギアステ編。各メーカーの最新タックルを紹介するギアコレクションや、釣りに関連する便利グッズを紹介するMONO×
FISHINGなど、必見のコーナー満載！この番組であなたの釣りが快適になること間違いなし！

つりステーション ロコステーション編 第552回

配信中

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『つりステーション』最新の全国の釣果情報をメインに、大
会やイベントの紹介のほか、船宿の船長に釣り方を伝授いただくなど、盛りだくさんの内容でお送りする釣り情報番組で
す！

つりステーション ロコステーション編 第553回

配信中

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『つりステーション』最新の全国の釣果情報をメインに、大
会やイベントの紹介のほか、船宿の船長に釣り方を伝授いただくなど、盛りだくさんの内容でお送りする釣り情報番組で
す！

つりステーション ロコステーション編 第554回

配信中

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『つりステーション』最新の全国の釣果情報をメインに、大
会やイベントの紹介のほか、船宿の船長に釣り方を伝授いただくなど、盛りだくさんの内容でお送りする釣り情報番組で
す！

つりステーション ロコステーション編 第555回

配信中

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『つりステーション』最新の全国の釣果情報をメインに、大
会やイベントの紹介のほか、船宿の船長に釣り方を伝授いただくなど、盛りだくさんの内容でお送りする釣り情報番組で
す！

トップ道 44 奈良バック・トゥ・ザ・フローター

配信中

バスフィッシング界のミュータント、荒井謙太がトップウォーターゲームの道を精進する『トップ道』。今回は奈良県布目ダ
ムで原点回帰のフローターフィッシングを謳歌する。時は5月中旬。プリスポーンからポストまで、あらゆるバスが混在す
るであろう微妙な季節。謙太は『これぞパターン』というビッグフィッシュの法則を発見したのだが…。

トラウトギャラリー 山形県米沢の夏ヤマメ

配信中

今回のトラウトギャラリーは山形県米沢が舞台。アングラーは渓流でのミノーイングを得意とする飯田重祐。正確なキャ
スティングで気難しい夏ヤマメと対峙する。前日までの雨により川は増水し濁りが入る厳しい状況…それでもテレストリア
ルを意識したミノーイングや誘い方で、最高の1匹と出会うために耽々と里川を釣り歩く。

ドラゴン8 ＃9 東京湾の夏タチ開幕？ホーム
グラウンドでドラゴン級を狙え！

配信中

番組の主役はタチウオハンターのヨッシーこと吉岡進！常連客で賑わう乗合船にたった一人で乗り込み、竿頭を目指
す！出るか夢のドラ8！指8本のドラゴン級！これから夏タチシーズンが始まるタイミングに、ホームともいえる東京湾でド
ラゴン級を狙う！広範囲に現れる反応にあわせたヨッシーメソッドを披露！お見逃しなく！

バーニング帝国 25 岡山大冒険 信じればドラ
マは起きるんや！

配信中

前回うかつにも徳島編をコンティニューしてしまった為、その後編＋新ネタをお届けする。どちらもドラマ魚が見所のゴー
ジャス仕様。新ネタでは岡山の秘境ダムへと突入する。偶然ネットで見た50UP釣果報告。その情報を頼りに我々は岡山
へと向かった。ダムサイト目前となった、その時！キングが気付いた。「これ4年前の情報やん！」どうなる帝国。

バスギャラリー オカッパリ道場破りin岡山県
倉敷川 旧吉の師範代がアウェイへ！

配信中

今回は、アングラー浦川正則が岡山県倉敷川でのオカッパリに挑む。多くの腕利きたちから“師範代”と呼ばれるそのテ
クニックでハイプレッシャーリバーを攻略する！瞬時に状況を分析し、最適なルアーでアプローチする様は流石の一言。
アウェイに乗り込んだ“旧吉野川の師範代”は、見事、道場破り成功となるのか！？

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約50本

釣りビジョン セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/FISHING01）よりご確認ください。

タイトル

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容

フライギャラリー イワナへのアプローチ

配信中

渓流のフライフィッシング対象魚の両雄、イワナとヤマメ。それぞれ好む流れは異なり、アプローチの方法も違ってくる。
今回は、イワナに近づくためのポイントを紹介する。ティペットはどんな形で落とすのか、流れに対してどの角度からアプ
ローチするのが有効なのか。里見栄正さんが、福島県檜枝岐で釣りを楽みながら解説する。

ランガンパニック 29 グランデバス連発！初
夏はナチュラルドリフトが効くぜ！

配信中

独特の言動と強烈なキャラクターで、一気に世間の注目を浴びた、撃ちゃんこと吉田撃がグランデバスを求め全国を釣り
歩くランガンパニック！今回は初夏のリザーバー攻略。初夏の小野湖でグランデバスを狙う！アフター狙いのシャローフ
ラットか？回復狙いのバックウォーターか？撃ちゃんは時間帯によって釣り分ける！今回もグランデバス連発！

鮎2017 YujiStyle 解禁初期の那珂川を読み
解く

配信中

2017年のYujiStyle第1弾は、解禁直後の栃木県那珂川が舞台。解禁初期の場所ムラがある釣り場で、祐次の圧倒的な
「脚力」と「洞察力」が光った。関東随一の河川で待っていたのは、解禁初期とは思えない馬力のある鮎。そして、雨男の
祐次にはめずらしい、素晴らしい青空だった！今年のYujiStyleは何かが違う！？

沖釣りギャラリー 腰越沖のカワハギ

配信中

旬の沖釣りを紐解いていくこの番組。今回のターゲットはシーズン初期のカワハギ。シチュエーション別にタックルを使い
分けながら腰越沖を攻略していく。ブームの盛り上がりと共に、釣り人達の技術は向上。人より多く釣るにはシビアなテク
ニックが要求される。番組では周りのライバル達に差を付けるテクニックを紹介する。

関西発！海釣り派 160 爆釣に大興奮！？こ
れが魚の引きやー！海上釣堀in和歌山

配信中

今回の関西発！海釣り派は、7代目ナビゲーター北垣有唯ちゃんが海上釣堀を満喫！レンタルタックルも完備されてお
り、初心者やファミリーでも手軽に楽しめる釣り場です。前回、キス釣りで何も釣ることが出来なかった有唯ちゃんは闘志
満々！初めて経験する青物の強い引きに大苦戦！？果たして釣り上げる事は出来るのでしょうか！

五畳半の狼 ＃782

配信中

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『五畳半の狼』毎週釣り業界の第一線で活躍するアング
ラーや研究者をゲストに招いて、五畳半のスタジオから生放送！めったに見れないあのアングラーやあの超有名釣り人
のためになる話など、あなたのフィッシングライフを豊かにするフィッシングエンターテイメント。

五畳半の狼 ＃783

配信中

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『五畳半の狼』毎週釣り業界の第一線で活躍するアング
ラーや研究者をゲストに招いて、五畳半のスタジオから生放送！めったに見れないあのアングラーやあの超有名釣り人
のためになる話など、あなたのフィッシングライフを豊かにするフィッシングエンターテイメント。

五畳半の狼 ＃784

配信中

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『五畳半の狼』毎週釣り業界の第一線で活躍するアング
ラーや研究者をゲストに招いて、五畳半のスタジオから生放送！めったに見れないあのアングラーやあの超有名釣り人
のためになる話など、あなたのフィッシングライフを豊かにするフィッシングエンターテイメント。

ENJOY FISHING 4 群馬県赤谷湖

休日に手軽に楽しむ、身近な遊びとしての釣りを紹介するこの番組。今回は子供や女性にも手軽に釣れることで大人気
10月1日～ のワカサギ釣りをご紹介します。数釣りを楽しめ、食べても美味しいワカサギ。番組内ではローザの丸秘ワカサギ料理も
披露しちゃいます。さあ皆さんもこれを見てワカサギ釣りをEnjoyしちゃいましょう！

GAN’s GANGS 54 秘境のリザーバーで初夏
のビッグバスを釣れ！

S字系ビッグベイトの創始者、紀州の凄腕・平岩孝典が独自の理論とスタイルでビッグバスを追う『GAN’s GANGS』。今
10月1日～ 回は秘境のリザーバーが舞台となる。放水によって変動する水位にバスの行動は大きく左右される。エリア選択が攻略
の鍵を握る。コンディションはアフタースポーニング。平岩は数少ない回復のビッグバスを狙う！

LURE FREAK 87 大爆釣！これがアフタース
ポーンの必釣パターンだ！

今回のLURE FREAKの舞台は、山口県の奥座敷、菅野ダム。ビッグバスフィールドとして知られ、60の話も耳にする。挑
10月1日～ むのはサイトマジシャン加藤だ。バスは産卵を終え、アフタースポーンのタイミング。そこで加藤のエリア戦略、ルアーセ
レクトがはまり大爆釣！豪雨の菅野ダムに加藤の雄たけびがこだまする！

Oh！エド釣り日記 川崎で噂の海釣り公園

芸能人と磯釣り師、2つの顔を持つエド山口がおくるちょっと切ない釣り日記。舞台は数年前にメジナが連発した川崎の
10月1日～ 海釣り公園。釣れていると噂を聞きつけエドが向かった！都心からのアクセスも最高で良型メジナも釣れる東扇島西公
園！今回も釣る気まんまんだったが、実際に訪れたエドは衝撃の釣果を目の当たりに！嵐を呼ぶ男、本領発揮か！？

POWER FIGHT 2 鹿児島県・野間岬沖 ス
ローピッチジャーク

オフショアのビッグゲームをお送りする『POWER FIGHT』。今回は鹿児島県野間岬沖が舞台。この一帯は、スローピッチ
10月1日～ ジャークジギングにおいては未開拓の地。アングラーはスローピッチジャークのスペシャリスト・東村真義。カンパチやマ
ハタなど、20kg、30kgを超える大型の青物、底物をターゲットに挑む！出るか、大物！！

SUGOIアワー 193 七色ダムにはビッグワー
ムですよ

3人のバスプロが超絶テク＆爆笑トーク（？）を展開する脱力系バスフィッシングTV。今年度はスーパーグランド大幅リ
10月1日～ ニューアル！ムードを一新してスタートします。今月は約3年ぶりに七色ダムへ。前回は3人でわずか1尾という貧果でした
が、今度はオッキーがやってくれました！クリアウォーターでの骨太なサイト術にご注目ください。

あっぱれ！FLAT大将 1 静岡県・遠州サーフ
ゲーム

FLATFISH専門のソルトルアー新番組がスタート！“FLAT大将”こと近藤清之が、己のFLAT道の追求、そして、FLATな体
10月1日～ 型を目指して全国のメジャーフィールドを放浪する！フィールドで重ねた歩数と釣果が目標に到達すればご当地グルメを
ゲット！という番組ルールでおくる初回の舞台は静岡県遠州灘。あっぱれな釣りを披露する事はできるのか！？

チヌ道一直線 84 梅雨入りの新潟県！番組
初舞台にノッコミ前線を追う！

チヌ道一直線第八十四弾は、番組初となる新潟県が舞台。この年の梅雨入りが発表される中、ようやく始まったと言う
10月1日～ ノッコミのチヌを追い求める。昨年三つ目の堤防が開放され多くの釣り人で賑わう新潟県は、とにかく南北に長いのが特
徴。新潟東港、直江津港でのウキダンゴ釣りと、これまた番組初の渚釣りの極意に迫る。

つりステーション ギアステーション編 第557
回

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『ギアステーション』釣りにまつわる道具をテーマにお送りす
10月1日～ るギアステ編。各メーカーの最新タックルを紹介するギアコレクションや、釣りに関連する便利グッズを紹介するMONO×
FISHINGなど、必見のコーナー満載！この番組であなたの釣りが快適になること間違いなし！

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約50本

釣りビジョン セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/FISHING01）よりご確認ください。

タイトル

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容

つりステーション ギアステーション編 第558
回

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『ギアステーション』釣りにまつわる道具をテーマにお送りす
10月1日～ るギアステ編。各メーカーの最新タックルを紹介するギアコレクションや、釣りに関連する便利グッズを紹介するMONO×
FISHINGなど、必見のコーナー満載！この番組であなたの釣りが快適になること間違いなし！

つりステーション ギアステーション編 第559
回

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『ギアステーション』釣りにまつわる道具をテーマにお送りす
10月1日～ るギアステ編。各メーカーの最新タックルを紹介するギアコレクションや、釣りに関連する便利グッズを紹介するMONO×
FISHINGなど、必見のコーナー満載！この番組であなたの釣りが快適になること間違いなし！

つりステーション ロコステーション編 第556回

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『つりステーション』最新の全国の釣果情報をメインに、大
10月1日～ 会やイベントの紹介のほか、船宿の船長に釣り方を伝授いただくなど、盛りだくさんの内容でお送りする釣り情報番組で
す！

つりステーション ロコステーション編 第557回

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『つりステーション』最新の全国の釣果情報をメインに、大
10月1日～ 会やイベントの紹介のほか、船宿の船長に釣り方を伝授いただくなど、盛りだくさんの内容でお送りする釣り情報番組で
す！

つりステーション ロコステーション編 第558回

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『つりステーション』最新の全国の釣果情報をメインに、大
10月1日～ 会やイベントの紹介のほか、船宿の船長に釣り方を伝授いただくなど、盛りだくさんの内容でお送りする釣り情報番組で
す！

つりステーション ロコステーション編 第559回

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『つりステーション』最新の全国の釣果情報をメインに、大
10月1日～ 会やイベントの紹介のほか、船宿の船長に釣り方を伝授いただくなど、盛りだくさんの内容でお送りする釣り情報番組で
す！

テッペンDASH！10 大減水で大チャンス！夏
のリザーバー大冒険

釣果はもちろん！数多あるバス釣り番組の中、人気でもテッペンを獲る！若手イケメンアングラー大西健太が全国の
10月1日～ フィールドを冒険する！それが『テッペンDASH！』だ！我々はとある情報を入手！普段はボートメインのリザーバーが、
記録的な大減水中。何とオカッパリでグルっと回れるというのだ。とにかく行ってみるっきゃない！

とことんエギパラダイス 122 鹿児島県甑島の
旅

鹿児島県甑島はアオリイカ保護のため、5月は禁漁期間。6月に入ると自己記録更新を目指し、エギンガーが集結。この
10月1日～ 時期のアベレージは1キロ以上とも言われています！茜香おねぃさんも初の甑島で、堤防からの2キロアップを狙いま
す！初登場の河野先生は新作のエギを引っさげ、おねぃさんとデカイカ捜索。パラダイスはあったのでしょうか？

ハイパーエキスパート 北欧アイスランドI

今回杉坂が向かったのは北極海に浮かぶ島、アイスランド。近年多くのアトランティックサーモンが遡上するということ
10月1日～ で、世界から注目されるサーモンリバーが点在する。イギリス発祥のフライフィッシング。その頂点とも呼べるターゲットに
杉坂が挑む。アプローチ-フライパターンまでを突き詰め、巨大サーモンを攻略する3部作、第1弾。

沖釣りギャラリー 東京湾 LTタチウオ

船からの様々な釣りをご紹介する沖釣りギャラリー。今回は東京湾でライトタックルのタチウオ釣りをお届け。釣り人はテ
10月1日～ クニカルな釣りが大好きだという高槻慧。俗に「夏タチ」と呼ばれる、浅場で数釣りが楽しめるシーズンに先駆けた6月下
旬の釣行。この釣りに必須なシャクリを4つの要素に分けて分析。釣れるタチウオ釣りを紐解く。

魚種格闘技戦！184 愛媛松山・子規や漱石
は有名だけどクログチって知ってる？

全世界をフィールドにあらゆる魚族に挑むフィッシングエンタメ番組。今回は四国愛媛松山沖の瀬戸内海の深場で密か
10月1日～ なブームになっているターゲット「クログチ」を狙い撃つ。ジギング＆餌釣りで手軽に狙える上、大型は引きも強力！お隣
大分県では、ご飯を釜ごと借りて食べたくなるほど美味しいことから「かまがり」とも呼ぶ、瀬戸内深海魚に挑む！

五畳半の狼 ＃786

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『五畳半の狼』毎週釣り業界の第一線で活躍するアング
10月1日～ ラーや研究者をゲストに招いて、五畳半のスタジオから生放送！めったに見れないあのアングラーやあの超有名釣り人
のためになる話など、あなたのフィッシングライフを豊かにするフィッシングエンターテイメント。

五畳半の狼 ＃787

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『五畳半の狼』毎週釣り業界の第一線で活躍するアング
10月1日～ ラーや研究者をゲストに招いて、五畳半のスタジオから生放送！めったに見れないあのアングラーやあの超有名釣り人
のためになる話など、あなたのフィッシングライフを豊かにするフィッシングエンターテイメント。

五畳半の狼 ＃788

※配信内容は、放送当時のものになります。ご了承ください。『五畳半の狼』毎週釣り業界の第一線で活躍するアング
10月1日～ ラーや研究者をゲストに招いて、五畳半のスタジオから生放送！めったに見れないあのアングラーやあの超有名釣り人
のためになる話など、あなたのフィッシングライフを豊かにするフィッシングエンターテイメント。

市場大調査隊 -釣魚の価値を徹底調査！-

釣りの対象魚は多種多様。しかも当たり前に釣っている魚は意外に高級魚が多く、市場にあまり出回らない魚たちも多
10月1日～ い。そこで都内の鮮魚店にお邪魔して徹底調査を敢行！自分が釣っていた魚はこんなに高級品だったのか！？知って
いたようで知らなかった釣魚の価値を見極める。

大漁！関東沖釣り爆釣会 148 LTで狙う！大
原沖のキントキ五目

天然キャラの5代目リーダー小野瀬みらいちゃん率いる大漁！関東沖釣り爆釣会。今回は千葉県外房大原沖で、キント
10月1日～ キ五目なる高級魚の五目釣りに挑戦してきました。キントキ中心に、マハタ、カサゴ、メバル、青物などの高級魚がズラ
リ！というこの釣りをLTで楽しんでみようと船に乗り込みました。そして噂通りの結果に！ご期待ください！

