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The MAP of BOATFISHING SPOT NAGASAKI
長崎ボートフィッシングスポット

26 リサイクルセンター下
春：クロ・チヌ
夏：クロ・イサキ・イシダイ・チヌ
秋：イサキ・イシダイ・チヌ・クロ
冬：クロ・チヌ

01 戸石漁港・臼の浦港
春：チヌ・クロ・キス・コチ・スズキ・コノシロ・ヒラメ・ボラ
夏：チヌ・アジ・キス・コチ・スズキ・コノシロ・タチウオ
秋：チヌ・アジ・クロ・キス・コチ・スズキ・コノシロ・ヒラメ・タチウオ・カレイ
冬：チヌ・クロ・キス・カレイ・ヒラメ

03 網場湾
春：キス・チヌ・メバル・クロ・コウイカ・コチ
夏：スズキ・キス・クロ・バリ・ボラ・アジ・チヌ・コチ
秋：スズキ・キス・クロ・ボラ・アジ・チヌ・グチ・カレイ・コチ
冬：メバル・クロ・コウイカ・カレイ

04 枇杷崎・太田尾
春：チヌ・ミズイカ・スズキ・クロ
夏：キス・アジ・コチ・ヒラメ・メイタ・ネリゴ
秋：キス・アジ・ミズイカ・クロ・タチウオ
冬：クロ・チヌ・アジ

05 茂木港
春：クロ・チヌ
夏：ミズイカ・タチウオ・メイタ・アジ・キス
秋：タチウオ・アジ・コチ・ミズイカ・モンゴウイカ・メッキアジ
冬：チヌ・クロ・スズキ・メバル・アジ

06 黒瀬・宮摺
春：クロ・チヌ・キス・スズキ
夏：キス・アジ・ヒラメ・チヌ・カワハギ・コチ・スズキ
秋：キス・アジ・コチ・チヌ・クロ・小ダイ
冬：クロ・チヌ・アラカブ・ヒラメ

07 大崎・魚突瀬
春：ミズイカ・クロ・チヌ
夏：アジ・キス・ヒラメ・マダイ
秋：ミズイカ・クロ・アジ・ヒラメ・コチ・マダイ
冬：クロ・チヌ・ミズイカ

08 千々
春：クロ・チヌ・スズキ・ミズイカ・メバル・ヒラスズキ
夏：ボラ・アジ・クロ・チヌ・ミズイカ・カワハギ・キス
秋：クロ・チヌ・ミズイカ・アジ・小ダイ
冬：クロ・チヌ・スズキ

02 牧島弁天港・鹿の浜
春：チヌ・クロ・イシダイ・アラカブ
夏：チヌ・タチウオ・クロ・ミズイカ・イシダイ・アジ・キス・バリ
秋：チヌ・タチウオ・クロ・ミズイカ・イシダイ・アジ・グチ
冬：チヌ・クロ・アラカブ

10 為石漁港
春：チヌ・メバル・ウナギ・アラカブ・コチ・ヒラメ・クロ
夏：アジ・チヌ・タチウオ・コチ・キス・ウナギ・スズキ
秋：アジ・タチウオ・コチ・ヒラメ・メッキアジ・スズキ・チヌ・クロ
冬：チヌ・アジ・タチウオ・スズキ

11 川原海水浴場
春：チヌ・ミズイカ・クロ・スズキ
夏：アジ・ミズイカ・タチウオ・キス・コチ・ヒラメ
秋：キス・クロ・チヌ・タチウオ・ミズイカ・ヒラメ
冬：クロ・チヌ・スズキ

12 サザンパーク野母崎周辺
春：クロ・チヌ・アラカブ
夏：クロ・アジ
秋：クロ・アジ・マダイ
冬：クロ・チヌ

13 樺島漁港・脇岬港
春：チヌ・クロ・ミズイカ・イシダイ・マダイ・モンゴウイカ・キス
夏：チヌ・クロ・ミズイカ・マダイ・イサキ・アジ・タチウオ・カマス・ヒラメ・コチ・バリ
秋：タチウオ・ミズイカ・マダイ・青物・コチ・ヒラメ・コロダイ・クロ・キス・バリ
冬：クロ・マダイ・チヌ・メバル・スズキ・キス

14 樺島
春：クロ・チヌ・マダイ
夏：イシダイ・クロ・青物
秋：イシダイ・クロ・マダイ・青物・チヌ
冬：クロ・チヌ・マダイ

09 藤田尾・二ツ岳崎
春：クロ・チヌ・マダイ・アラカブ・ミズイカ・スズキ
夏：キス・マダイ・アジ・チヌ・アラカブ・ミズイカ
秋：クロ・ヘダイ・チヌ・アジ・キス・アラカブ・ミズイカ
冬：クロ・チヌ・アラカブ・スズキ

30 黒瀬
春：チヌ・マダイ
夏：クロ・チヌ・マダイ・バリ
秋：クロ・チヌ・マダイ・イサキ・バリ
冬：クロ・イサキ・バリ

27 伊王島港・沖ノ島漁港
春：チヌ・アジ・キス・イトヨリ
夏：クロ・バリ・イサキ・イトヨリ・キス
秋：チヌ・クロ・イサキ・アジ・イトヨリ・キス
冬：チヌ・クロ・アジ

33 深堀港
春：ミズイカ・モンゴウイカ・アラカブ・チヌ・クロ・コウイカ
夏：タチウオ・アジゴ・キス・バリ・コウイカ
秋：タチウオ・ミズイカ・アジゴ・モンゴウイカ・クロ・コウイカ
冬：チヌ・ヘダイ・クロ

31 辰ノ口・堀切西港
春：クロ・チヌ・ミズイカ・スズキ
夏：クロ・チヌ・バリ・アジ・キス・ミズイカ
秋：クロ・チヌ・バリ・ミズイカ・アジゴ
冬：クロ・チヌ

29 沖ノ平瀬
春：チヌ・マダイ
夏：クロ・チヌ・マダイ・イサキ・バリ
秋：クロ・チヌ・マダイ・イサキ・バリ・ヒラス
冬：クロ・イサキ・ヒラス・バリ

28 口ノ瀬・伊王島灯台下
春：チヌ・マダイ・スズキ
夏：クロ・チヌ・マダイ・イサキ・バリ・スズキ
秋：クロ・チヌ・マダイ・イサキ・バリ・スズキ
冬：クロ・イサキ

32 安保・裸瀬
春：クロ・チヌ・ボラ・ミズイカ
夏：クロ・バリ・ボラ
秋：クロ・バリ・チヌ・ミズイカ
冬：クロ・チヌ・バリ

17 三ツ瀬
春：クロ・チヌ・イサキ・マダイ・ヘダイ・イシダイ
夏：クロ・イシダイ・イサキ・マダイ・ブリ
秋：クロ・ヘダイ・イシダイ・ヒラス・ブリ・タチウオ
冬：クロ・マダイ・ヒラス・ヘダイ・スズキ

25 飛島磯釣り公園
春：クロ・チヌ・マダイ・アラカブ・アジ・ミズイカ
夏：クロ・マダイ・イサキ・アジ・イシダイ・バリ
秋：マダイ・イサキ・アジ・イシダイ・バリ・ミズイカ
冬：クロ・チヌ・マダイ・ヒラメ・ブリ・ヒラス

19 インゲリ鼻・野々串港
春：チヌ・ミズイカ・クロ
夏：キス・ヒラメ・バリ
秋：キス・スズキ・ミズイカ・メッキアジ・バリ
冬：チヌ・スズキ・ミズイカ・バリ

18 古里港・高浜海水浴場
春：ミズイカ・チヌ・アラカブ
夏：ミズイカ・アジゴ・小グロ・バリ・キス
秋：ミズイカ・アジゴ・クロ・バリ・キス
冬：チヌ・バリ

24 中ノ島
春：クロ・チヌ
夏：クロ・バリ・イサキ
秋：クロ・イサキ・ネリゴ
冬：クロ・イサキ

23 端島（軍艦島）
春：クロ・チヌ・マダイ
夏：クロ・バリ・イサキ・マダイ
秋：クロ・バリ・イサキ・マダイ・チヌ
冬：クロ・チヌ・マダイ

20 綱掛岩・黒浜・岳路
春：チヌ・ミズイカ・クロ・アラカブ
夏：キス・バリ
秋：ミズイカ・クロ・バリ・ヘダイ
冬：スズキ・クロ・チヌ・マダイ

22 蚊焼漁港・晴海台下
春：クロ・チヌ・ミズイカ・モンゴウイカ・キス・ウミタナゴ
夏：クロ・メイタ・キス・タチウオ・カマス・ウナギ・ミズイカ・バリ
秋：チヌ・クロ・キス・タチウオ・カマス・ミズイカ・モンゴウイカ
冬：クロ・チヌ・ミズイカ・スズキ

21 黒島・野島
春：チヌ・クロ・ミズイカ・アラカブ・マダイ
夏：クロ・イサキ・ミズイカ・イシダイ・マダイ
秋：クロ・チヌ・ミズイカ・バリ・アジ・マダイ
冬：チヌ・アジ・アラカブ・クロ

16 権現山下
春：チヌ・クロ・ヘダイ・マダイ
夏：イサキ・クロ・マダイ・イシダイ・バリ
秋：クロ・イシダイ・イサキ・バリ
冬：クロ・チヌ・マダイ・ヘダイ

15 大立神
春：チヌ・クロ・マダイ・イシダイ・ヘダイ     
夏：チヌ・イサキ・クロ・イシダイ・バリ
秋：クロ・イサキ・イシダイ・バリ・ヘダイ
冬：クロ・マダイ・ヘダイ

44 仏崎：黒崎漁港
春：チヌ・クロ・バリ・ミズイカ・イシダイ
夏：チヌ・バリ・イシダイ・アジ・ボラ・ミズイカ　          　 
秋：チヌ・クロ・バリ・ボラ・イシダイ
冬：クロ

45 小城鼻・出津
春：イシダイ・チヌ・クロ・マダイ・アラカブ　         　　　
夏：チヌ・バリ・アジ・イサキ
秋：イシダイ・チヌ・クロ・ヒラス
冬：イシダイ・クロ・アラカブ

43 能瀬
春：チヌ・クロ・ミズイカ・マダイ・イサキ・ボラ・バリ          
夏：クロ・バリ・ミズイカ・ボラ
秋：バリ・クロ・ミズイカ・チヌ・イサキ・スズキ
冬：クロ・チヌ・マダイ

42 三重漁港・西大瀬
春：チヌ・アジゴ・クロ・マダイ・ミズイカ・コウイカ・キス・スルメイカ・アラカブ
夏：チヌ・アジゴ・キス・バリ・イシダイ・ボラ
秋：チヌ・アジ・クロ・マダイ・イシダイ・ボラ・スルメイカ
冬：メバル・クロ・アラカブ

35 1キロ堤防・四郎ヶ島
春：チヌ・マダイ・ミズイカ・アジ・クロ・イシダイ・カツオ
夏：チヌ・クロ・ミズイカ・アジ・タチウオ・スズキ・バリ・イシダイ・イサキ
秋：ミズイカ・マダイ・アジ・ネリゴ・ヒラス・スズキ・バリ・カツオ
冬：アラカブ・アジ・クロ・マダイ・ミズイカ

34 神ノ島港・マリア観音
春：アジ・チヌ・クロ・ミズイカ・マダイ
夏：アジ・チヌ・タチウオ・スズキ・バリ・ミズイカ・クロ・ボラ
秋：アジ・チヌ・マダイ・ネリゴ・スズキ・カツオ・バリ・タチウオ・ミズイカ・クロ・ボラ
冬：アジ・チヌ・マダイ・ミズイカ・アラカブ

36 福田
春：チヌ・クロ・マダイ
夏：イシダイ・イシシガキダイ・キス
秋：イシダイ・イシガキダイ・クロ・マダイ・カワハギ
冬：クロ・チヌ

37 小江
春：チヌ・ミズイカ・スズキ・キス
夏：チヌ・アジ・ミズイカ・スズキ・キス・バリ・クロ
秋：アジ・キス・チヌ・タチウオ・ミズイカ・クロ・バリ・スズキ
冬：アラカブ・スズキ・タチウオ・クロ・チヌ

40 神楽島・黒瀬
春：チヌ・クロ・イシダイ・ミズイカ
夏：アジ・イサキ・イシダイ・バリ
秋：イシダイ・クロ・マダイ
冬：クロ

41 新長崎漁港・沖波止
春：チヌ・ミズイカ・イシダイ・マダイ・コウイカ・スルメイカ・ヒラメ
夏：アジ・カワハギ・キス・イシダイ・マダイ・ヒラメ
秋：タチウオ・イシダイ・スルメイカ
冬：クロ

38 タンザキ・手熊・柿泊
春：ミズイカ・チヌ・クロ・スズキ・カワハギ
夏：バリ・チヌ・キス・コチ・ヒラメ・カレイ
秋：ミズイカ・バリ・アジゴ・カワハギ・カレイ
冬：ボラ・ミズイカ・クロ・チヌ・カレイ

39 白瀬・式見港
春：チヌ・マダイ・ミズイカ・クロ・カワハギ
夏：クロ・チヌ・イサキ・マダイ・バリ・キス・イトヨリ・カワハギ
秋：クロ・イサキ・マダイ・バリ・ミズイカ・イトヨリ・カワハギ
冬：クロ・マダイ・ミズイカ

50 池島
春：チヌ・マダイ・ブリ・ミズイカ・スズキ・イシダイ・ヒラスズキ
夏：チヌ・イサキ・マダイ・ミズイカ・ヒラスズキ
秋：チヌ・クロ・マダイ・ミズイカ
冬：クロ・マダイ

52 大蟇島・ウー瀬
春：クロ・チヌ・ヒラス・バリ・イシダイ・スズキ・マダイ
夏：チヌ・バリ・イサキ・マダイ・イシダイ・スズキ
秋：クロ・バリ・イサキ・イシダイ・マダイ・ヒラス・スズキ
冬：クロ・ヒラス・スズキ

51 舟瀬
春：クロ・チヌ・ヒラスズキ・マダイ・イサキ・バリ 
夏：クロ・イサキ・バリ・イシダイ・カツオ
秋：クロ・イシダイ・ネリゴ・ヤズ・バリ
冬：クロ・ヒラス・ブリ・マダイ

47 神浦港
春：チヌ・クロ・バリ・ミズイカ・マダイ
夏：チヌ・バリ・ミズイカ・マダイ
秋：クロ・チヌ・バリ・ミズイカ
冬：クロ

49 母子島・大角力
春：クロ・チヌ・イシダイ・ヒラスズキ・マダイ
夏：イシダイ・イサキ・バリ・ヒラスズキ
秋：イシダイ・ヒラス・バリ・マダイ
冬：クロ

48 小角力
春：チヌ・クロ・イシダイ・マダイ
夏：イサキ・イシダイ・バリ
秋：クロ・マダイ・ヒラス・イシダイ
冬：クロ

46 沖磯・オラビ瀬
春：チヌ・クロ・バリ・ミズイカ
夏：チヌ・バリ・ミズイカ
秋：クロ・チヌ
冬：クロ

53 平瀬
春：チヌ・バリ・クロ・マダイ
夏：チヌ・イサキ・バリ・クロ・マダイ                         
秋：チヌ・クロ・イサキ・バリ・マダイ
冬：チヌ・クロ

56 五郎ヶ島・瀬戸港
春：チヌ・クロ・バリ・イサキ・ミズイカ・メバル
夏：チヌ・バリ・アジ・イサキ・マダイ
秋：チヌ・クロ・バリ・イサキ・マダイ
冬：クロ・イサキ・メバル

58 ツノ瀬・丸山鼻
春：チヌ・イサキ・クロ
夏：マダイ・イサキ・バリ
秋：チヌ・イサキ・マダイ・バリ・クロ
冬：クロ・マダイ・イサキ

57 ビン島
春：クロ・バリ・チヌ
夏：クロ・バリ・チヌ
秋：クロ・バリ・チヌ
冬：クロ

59 鴨崎・二ツ小島
春：チヌ・ミズイカ・スズキ       
夏：アジゴ
秋：クロ・ミズイカ
冬：クロ・スズキ・チヌ

55 頭島・立瀬
春：チヌ・クロ・ミズイカ・スズキ
夏：マダイ・イシダイ・アジゴ
秋：イシダイ・クロ・マダイ・イサキ・ミズイカ・アジゴ・コロダイ
冬：クロ・マダイ

54 雪浦・白岳鼻
春：チヌ・マダイ・アジ・ボラ・クロ・キス・コトヒキ
夏：チヌ・マダイ・アジ・ボラ・クロ・キス・コトヒキ
秋：チヌ・マダイ・アジ・ボラ・クロ・キス・コトヒキ
冬：チヌ・マダイ・ボラ・クロ

66 本郷橋周辺・芋島
春：チヌ・ミズイカ・スズキ
夏：チヌ・ミズイカ・スズキ・アジ
秋：クロ・ミズイカ・マダイ・イサキ・スズキ       
冬：クロ・メバル・アラカブ

60 七釜港・大瀬戸柳港
春：チヌ・ミズイカ
夏：チヌ・アジ・キス
秋：チヌ・クロ・ミズイカ
冬：チヌ・クロ・メバル・アラカブ

61 兜瀬・ガラ島
春：クロ・チヌ
夏：クロ
秋：クロ・チヌ
冬：クロ・チヌ

65 アボ下・赤崎鼻
春：チヌ・スズキ・マダイ・キス・アラカブ
夏：チヌ・スズキ・マダイ・イサキ・キス・ボラ・ミズイカ
秋：チヌ・スズキ・マダイ・イサキ・クロ
冬：チヌ・アラカブ

64 呼子ノ島・太田和港
春：チヌ・ミズイカ・ヒラメ                     
夏：アジゴ・キス
秋：クロ・ミズイカ・チヌ
冬：チヌ・メバル・アラカブ

63 寺島北
春：チヌ・クロ・スズキ・ミズイカ
夏：チヌ・クロ・マダイ・イサキ・スズキ・アジ
秋：チヌ・クロ・マダイ・イサキ
冬：チヌ・クロ

62 寺島南
春：チヌ・クロ
夏：チヌ・クロ・マダイ・イサキ                 
秋：チヌ・クロ・マダイ・イサキ
冬：チヌ・クロ

70 片島
春：チヌ・クロ・マダイ・アジ・イサキ・イシダイ
夏：チヌ・クロ・バリ・イシダイ・マダイ・イサキ・アジ・コロダイ
秋：チヌ・クロ・マダイ・バリ・イサキ・イシダイ・ヒラス
冬：チヌ・クロ・マダイ

68 端ノ島・中ノ島・黒瀬漁港
春：チヌ・クロ・マダイ・アラカブ・スズキ
夏：チヌ・クロ・スズキ
秋：チヌ・クロ・マダイ・スズキ
冬：チヌ・クロ・アラカブ

67 御床島・兵舎下
春：チヌ・クロ・メバル・アラカブ・スズキ・マダイ
夏：チヌ・バリ・スズキ・クロ・アラカブ
秋：クロ・バリ・イシダイ・スズキ・チヌ・アラカブ
冬：クロ・チヌ・アラカブ

69 塩田漁港・大バエ
春：チヌ・ミズイカ・スズキ
夏：チヌ・クロ・アジ・ミズイカ・マダイ
秋：チヌ・クロ・アジ・ミズイカ・スズキ       
冬：チヌ・アラカブ
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野母崎

樺島

脇岬海水浴場

田の子海岸海水浴場

川原海水浴場

黒島

野島

高浜海水浴場

くじら浜海水浴場

長瀬の浜海水浴場

茂木

牧島

藤田尾海水浴場

小江
長 崎 出 島 ハ ー バ ー

女 神 大 橋


