
2015年7月13日 

  

 
 
 
 
 

19〜22歳限定、63カ所で釣りが毎日タダ！ 

釣り体験プロジェクト『つりマジ！』 
7月13日より会員登録＆利用が可能に 

 株式会社リクルートライフスタイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：淺野健）に設置された観光に関する調査・
研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」（以下JRC）は、公益財団法人 日本釣振興会、一般社団法人 日本釣用
品工業会と協力し、19～22歳を対象に、63カ所（7月13日時点）の釣り船の乗船料と管理釣り場・釣り堀の利用料を無料に
するプロジェクト『つりマジ！』の会員登録の受け付けと対象施設での利用を、2015年7月13日より開始いたします。 
 

 JRCは、国内旅行・レジャー市場の活性化を目的に活動しており、これまでに若年層をターゲットにした需要創出プロ
ジェクトとして、19歳対象にリフト券を無料にする『雪マジ！19』や19・20歳を対象にＪリーグの観戦を無料にする『Ｊ
マジ！』など、さまざまな企画を実施しています。 

 その一環として、JRCは日本における参加人口が減少傾向にある釣り市場を活性化させるために、公益財団法人 日本釣
振興会、一般社団法人 日本釣用品工業会と協力し、19～22歳を対象に釣りが無料で楽しめるプロジェクト『つりマジ！』
を2015年7月13日より実施します。23の釣り船の乗船料と、40の管理釣り場・釣り掘の入場料が『つりマジ！』会員であ
れば無料になります。本日7月13日より会員登録（無料）の受け付けと対象施設での利用を開始します。 

 JRCは『つりマジ！』を実施することで、若年層に釣りに触れてもらう機会を提供し、生涯スポーツとして楽しめる釣り
の魅力を伝えていくとともに、釣り関連産業および釣り施設を擁する地域の活性化を支援していきます。 

 『つりマジ！』概要 

 今年度19～22歳を迎える男女を対象に、釣り船の乗船料と管理釣り場・釣り堀の入場料を無料（※）にします。スマート

フォンにて「マジ☆部」アプリ（無料）をダウンロードし、『つりマジ！』へ会員登録（無料）をするだけで誰でも利用可
能です。 
 

■利用対象者：  今年度19～22歳を迎える男女（1993年4月2日～1997年4月1日生まれの方） 

■会員登録・利用期間： 2015年7月13日（月）～2015年12月6日（日） 

■参画施設：  23の釣り船、40の管理釣り場・釣り堀（2015年7月13日時点、9月末に施設追加予定です）  

■『つりマジ！』サイト： 

  パソコン  https://majibu.jp/tsurimaji/pc/index.html 

     スマートフォン https://majibu.jp/tsurimaji/sp/index.html   

■公式Twitter：       https://twitter.com/tsurimaji 

■『つりマジ！』特徴 

             ・今年度19歳～22歳は誰でも無料で利用できます 

             ・期間中、回数の制限はありません 

             ・スマートフォンで「マジ☆部」アプリ（無料）をダウンロードし『つりマジ！』へ会員登録                                                            
             （無料）するだけで利用可能です 

※ 管理釣り場は、入場料3時間無料。釣った魚はリリースが条件の施設と持ち帰り可能な施設があります 

※ 1日のうち1施設の利用は1回までとなります 

 

＜参考＞ 

2015年6月23日発表ニュースリリース 

釣りの楽しさを若者に届ける！ 19～22歳限定、釣りが無料できる『つりマジ！』 

を7月13日よりスタート～ 関東の管理釣り場、乗船料が無料に ～ 

http://www.recruit-lifestyle.co.jp/news/travel/news1858_20150623.html 

 『つりマジ！』詳細 

 

【本件に関するお問い合わせ先】  
https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press/ 



『つりマジ！』利用までの流れ 

事前にやること 

 
 

STEP２ 
会員登録（無料） 

 
必要情報を入力し、 
『つりマジ！』 
の会員（無料）に 
なる 

STEP３ 
船釣り、 
管理釣り場・釣り掘 
を検索 
 
『つりマジ！』を 
利用できる施設を検索 

STEP4 
条件確認 

 
施設情報を確認し、 

訪問可能日や 
付帯条件を確認 

 
STEP6 
スマホアプリ 
「マジ☆部」で 
無料クーポン発行 
 
アプリ上の無料クーポン画面と、 
写真付き身分証明書を 
施設で提示 
→無料クーポンを発行 

STEP7 
釣りを楽しむ 

 

当日施設でやること 

事前にやること 

STEP１ 
スマートフォンで 
「マジ☆部」アプリ

（無料）を 
ダウンロード 

 
iPhone/Android(TM)の 
スマートフォンより 
アプリをダウンロード 

 

 「マジ☆部」とは 

 JRCは、若年層の行動支援プラットフォームとして「マジ☆部」を創りました。若年層需要活性施策『雪マジ！19』『Ｊマジ！』など
を「マジ☆部」を通じて、会員に向けて展開してきました。今後も「マジ☆部」に入れば、さまざまな楽しい体験を無料で出来るという
世界観を目指し、国内旅行の需要創出につながる施策を企画、実施していきます。 
 
詳細はこちら：https://majibu.jp/ 

STEP5 
事前予約 
（釣り船のみ） 

 
釣り船を利用する際、 
『つりマジ！』から 
事前予約が必須。 
※前日に確認の 
電話が必要です 
※管理釣り場・釣り堀は 
予約不要です 



 『つりマジ！』 参画一覧（2015年7月13日時点）※都道府県別 五十音順 

    施設名 所在地  

    東北地方 

    宮城県 

管
理
釣
り
場
・
釣
り
掘 

1 蔵王フォレストスプリングス 刈田郡 

  福島県 

2 裏磐梯フォレストスプリングス 耶麻郡 

3 那須白河フォレストスプリングス 西白河郡 

4 羽鳥湖高原 レジーナの森 岩瀬郡 

      

  関東地方 

  茨城県 

5 高萩ふれあいの里フィッシングエリア 高萩市 
6 筑波湖 筑西市 

7 筑波流源湖 結城郡 

8 湯崎湖 笠間市 

9 レイクユザキ 笠間市 
  栃木県 

10 アングラーズパークキングフィッシャー 大田原市 
11 大芦川Ｆ＆Ｃフィールドビレッジ 鹿沼市 
12 鬼怒川フィッシングエリア 宇都宮市 

13 田島池 佐野市 

14 那須フィッシングカレッジ 那須塩原市 

15 フィッシングパル佐野 栃木市 

16 増井養魚場 宇都宮市 

17 みどりフィッシングエリア 大田原市 

  群馬県 

18 釣りセンター太公苑 邑楽郡 

19 宮城アングラーズヴィレッジ 前橋市 
20 レイクフォレスト（Lake Forest） 利根郡 
  埼玉県 

21 上尾園 上尾市 

22 椎の木湖 羽生市 

23 長瀞フィッシングセンター 秩父郡 
24 羽生吉沼 羽生市 

25 武蔵の池 さいたま市 

  千葉県 

26 清遊湖 柏市 

27 野田幸手園 野田市 

28 浜野へら鮒センター 市原市 

  東京都 

29 品川フィッシングガーデン 港区 

  神奈川県 

30 厚木へら鮒センター 厚木市 

31 開成水辺フォレストスプリングス 足柄上郡 

      

 中部地方 

  長野県 

32 平谷湖フィッシングスポット 下伊那郡 

  愛知県 

33 加福フィッシュランド 名古屋市 

  岐阜県 

34 朝日池 海津市 

      

  関西地方 

  滋賀県 

35 甲南のへら池 甲賀市 

36 トム・ソーヤ 東近江市 

  大阪府 

37 王仁公園新池釣センター 枚方市 

  兵庫県 

38 清和台天神釣池 川辺郡 

  和歌山県 

39 隠れ谷池 橋本市 

40 和歌山マリーナシティ海釣り公園 和歌山市 

 
 

  施設名  所在地 

    関東地方 

    茨城県 

釣
り
船 

1 第三幸栄丸 鹿嶋市 

  埼玉県 

2 けやき丸 戸田市 

  千葉県 

3 こなや丸 袖ヶ浦市 

4 重宝丸 いすみ市 

5 新盛丸 安房郡 

6 鯛丸屋 鴨川市 

7 梅花丸 旭市 

8 八平丸 鴨川市 

9 宝生丸 安房郡 

10 村井丸 安房郡 

  東京都 

11 船宿まる八 大田区 

  神奈川県 

12 太田屋 横浜市 

13 金沢八景黒川丸 横浜市 

14 庄三郎丸 平塚市 

15 すえじ丸 横須賀市 

16 つり幸 川崎市 

17 長谷川丸 横須賀市 

18 広島屋 横浜市 

19 森健丸 鎌倉市 

      

  中部地方 

  静岡県 

20 熱海 喜久丸 熱海市 

21 原金つり船 清水区 

22 ふじなみ丸 賀茂郡 

23 米丸 賀茂郡 


