
 

 

 

KAIKENの釣り堀アンケート 
2023.1.20現在 
 

お住まいの地域 

（209件の回答） 

 

体験をされた⽅の年齢を教えてください 

（209件の回答）

 



 

 

この釣り堀に関する以下の項⽬について、どのぐらい満⾜されましたか︖ 

（209件の回答） 

Good ← 5  - 4 - 3 - 2 - 1 → Poor 

 

KAIKENの釣り堀にご来堀いただいたきっかけは何ですか︖ 

（149件の回答）

 



 

 

KAIKENの釣り堀までの交通⼿段は何ですか︖ 

（149件の回答） 

 
マリンピア神⼾が2023年1⽉中旬で改装のため、休業になることをご存知ですか︖ 

（148件の回答） 

 

KAIKENの釣り堀の2023年1⽉以降の運営について 

（148件の回答） 

 



 

 

釣り堀に関するご意⾒やご感想など 

（⾃由記述） 

 

良い体験になりました︕ 

楽しかった 

楽しかったです 

楽しかったからまたしたいです。 

また参加したい。 

⼦連れで参加しました。釣り⽅など丁寧に教えてもらいながら体験できたので⼦供でも釣ることができて

すごく喜んでいました。 

qrコード決済を増やして欲しい 

今度はサバが釣りたいです 

普段できない釣りの貴重な経験ができてよかった。 

釣り場所の広さに対して6組は多すぎる。せめて、2組ずつにすべき。よこと⽷が絡まってとても不快に思

った 

⿂を捌く際、つきっきりで教えてる⼈と教えてくれない⼈の差別があった 

階段で降りてる際にスタッフが上がってきたので降りる時怖かっです。 

降りてる⼈が優先ではないでしょうか。 

 

釣り堀した際に針を外す道具がなかったです。 

さばきが難しかったので、さばきのスタッフさんを増やしたほうがいい思う 

また来たいと⼤喜びです 

インターネット予約とかあると時間が分かりやすく、駐⾞場代がかからないのできやすい 

インターネット予約があると来やすいです 

釣れた感じが重くて楽しかった。またやりたいです。 

よかた 



 

 

楽しく家族で体験させていただきました︕ 

釣りから捌き、⾷べるところまで体験でき、⼦供達にとっても⼤変いい経験になりました。 

みなさまも⼤変親切で楽しめました。 

難しい部分もあろうかと思いますが、調理については刺⾝や塩焼きなど、新鮮な⿂をより楽しめる調理法

も選べるとなおうれしいです。 

ありがとうございました。 

さばがけっこうおもたかった 

久しぶりに釣りができて、とても楽しかったです︕ 

待ち時間に、⿂の学校にいけて、待ち時間もとても楽しく過ごせました︕ 

⿂の捌き⽅も教わってもう⼀度⿂を捌きたくなりました。 

⼿軽に釣りを楽しむことができ、捌き⽅もしっかり学べて、⾷べれるところまで楽しめました‼⾻に残っ

た⾝を餌にするのも再利⽤できていいですが、上等なお⿂をぜひ⾻せんべいや塩焼きなどにして余すとこ

ろなく⾷べたいです︕︕ 

受付の場所などは掲⽰が少なくどこで⼿続きするなかなどわかりにくかったですが、説明は丁寧で優しく

ありがたかったです。無料の⽔族館も、監修された校⻑先⽣の愛がたっぷりでとても楽しかったです︕︕ 

⿂に興味を持つことから、⿂離れしている⾷事や環境まで幅広く⼦供達が学べる施設がもっとたくさんで

きたらいいなぁと思います。 

⽇陰が欲しい 

とても満⾜しました。また、体験したいです。 

気軽にできてとても良かったです。 

⽇陰がもう少しほしいです。 

⼦供たちに⿂がどういう状態で⾷卓へ並ぶのかなどを教える機会になりとてもいい機会でした 

⼤変いい体験でした。 

初めて⿂を釣って楽しかった ❕ 

⽀払いがいろいろあって良いです 

楽しかったです。 

未利⽤⿂で珍しいのがいるとうれしかった 

ただ釣るだけでなく捌き⽅を教えて頂いたり、とても楽しく勉強になりました︕また来たいです。ありが

とうございました︕ 

ソテーより唐揚げが良いと思います。 

⿂がすぐに釣れたので、⻑い時間は楽しめなかったですが、⼤きな⿂が釣れたので、⼦どもはとても喜ん

でいました。 

捌き⽅などていねいに教えていただき、とても楽しく学べました。 



 

 

英語での説明があればなお多くの⼈にも楽しめ助かると思います。 

三枚おろしが楽しかった 

釣りがすごく楽しかった。⿂が美味しかった 

お料理を出していただく際に、釣った⿂の種類を分けていただけると、⾷べる時にこれはアジなんだ、こ

れはサバだとわかって良いと思います。 

特になし 

良かったです 

楽しかったです︕ 

⼀匹しか釣れず残念でしたが楽しかったです。 

また機会があれば来たいです。 

釣り体験⾃体は対応も良く満⾜しました。 

受付場所の案内や荷物置きがあれば、尚良いと思いました。 

可能であれば荷物置き場が欲しい。 

釣りの際の餌の付け⽅や釣り⽅、フォロー等細かくご指導頂きありがたかったです。 

もう⼀度やりたい。釣りに興味を持ちました︕ 

⼆千円安いと思えました。 

釣り、調理等、⼿ぶらで体験ができ楽しかったです。また来たいです。 

釣った⿂が持って帰れるともっと嬉しいです︕ 

⿂の事、釣り⽅など基礎的なことからきちんと教えてくれてありがたい。⼩学校低学年の⼦のそばについ

てくれて親としても助かった。 

釣る時に教えてくれたおじさんが優しくて分かりやすかったです。 

モニターがついていて餌を⾷べたなどが分かって楽しかったしワクワクした。 

⾃分ので⼤きな鯖を連れて喜んでいました。 

2匹だけ、は少ない 

もう少しゆっくりできるとよかったです。 

とても⼦供に捌き⽅まで体験できとてもいい経験ができ良かったです。 

また定期的に体験さしてあげたいと思いました。 

釣りから捌き⽅まで体験できとてもいい経験ができました 

初⼼者でも楽しかったです 

気軽に釣り体験ができ、⼦供にも気配りしていただけてとても良い時間を過ごせました。 



 

 

ワタやエラをとるとこから体験できる選択があればいいかなぁと思いました 

楽しかった︕ 

三枚おろしが楽しかったです。 

アジをふやしてほしい。 

とてもいい施設ですね︕ 

家族で楽しませていただきました︕丁寧に教えていただきましてありがとうございました。 

⼤変良い釣り体験ができました。ありがとうございました。 

とてもよいです 

とても楽しい体験をありがとうございます。 

こんな機会を沢⼭作って下さい 

もう少し⼤きな施設にして欲しいです。 

もう少し⼤きな施設にして欲しい 

開店前の受付場所が分かりづらい。ホームページで場所を記載してほしい 

⼦供は初めてのつりで、⾃分でさばいて、⾷べてとても良い経験になったようで、楽しかったとのことで

す。いきなり釣りはハードルが⾼いのですが、係の⽅が丁寧に教えてくださって親も⿂の捌き⽅など勉強

になりました。 

リベンジを兼ねてやって来ました。 

初体験なんでワクワクです。 

とても楽しかったです。 

⾃分で釣った⿂の捌き⽅を教わり⾷べるという、とても貴重な経験が出来ました。このような施設は他に

ないのでぜひ存続していただきたいです。 

凄く良い施設です、スタッフさんも良いです、継続希望します 

初めてのチャレンジで凄くワクワクしています。 

これからもこういう体感を継続して欲しいです。 

またきっと体験しに来ます。 

よき 

実際の海に釣り堀を作って欲しい。 

初めての体験で凄くワクワクしました。 

こんな体感をこれからも継続して欲しいです。 

また絶対にこの体感をしに来ます。 

外からも釣り上げられる姿が⾒れて新鮮だった。ぜひ、また来たいです︕ 



 

 

楽しかったけど、もっと釣りをしたかった。 

タイだから⼀回しか釣れなかった 

スタッフさんが皆さん優しく、しっかり教えてくださって⼦も楽しそうでした。⿂を締めるところまで⾒

れて⼦はびっくりしてましたがいい勉強になったとおもいます︕ 

てんぷらがよかった 

釣りが楽しくなるし、丁寧に教えてもらい⼦供も喜んでいました 

体験が安すぎるくらい充実しています︕素敵な施設です︕ありがとうございました︕ 

学びが多く、お⼦様にとってもよいコンテンツだと感じました。ありがとうございました。 

すごく楽しかったです︕ 

⼦供がとても楽しんでいました。 

スタッフの⽅も皆さんとってもいい⽅で⼤⼈も楽しめました。ありがとうございました。 

このまま継続して欲しい 

素敵な体験をありがとうございました。また来たいです︕ 

釣りの⽅法、コツなどを教えていただけて学びになりました。 

⼈気があるので 

3度⽬にしてようやく体験できました 

あっという間でしたが、楽しい体験でした︕ 

凄く楽しかったです。普段家で⿂を捌かせてあげる機会が無いのでめちゃくちゃ喜んでました。 

⼦供に良い体験&経験をさせてあげれました︕ 

⼦供もすごく喜んでいたのでまた来たいです。 

釣って終わりではなく、捌いて⾷するまでの流れで⽣き物をいただいていると⼦供でも実感しやすい体験

だと思いました。 

また、⼦供⽬線で親切にご対応いただきありがとうございました。 

たのしかったです 

三枚おろし楽しかったです。家でもやりたいです 

楽しくできました 

タイがいっぱいいて⾯⽩かった 

釣り時間を60分くらいあれば嬉しいです。 

釣れなかったのは残念でしたがいい体験ができました 

たいが釣れて嬉しかったです 

今回は釣れずに残念でしたが、また来たいです。 



 

 

今回初めて利⽤させてもらいました。⼦供が釣りをしたいと前々から希望していましたが、親が釣りの経

験があまりない為、初⼼者向けの釣り堀を探していたところ、さかなの学校を⾒つけて、是⾮⾏きたいと

思いました。釣り竿・エサから捌き⽅・調理までトータル現地で出来たので、親⼦で釣りを楽しみつつ、

⾊々勉強出来ました‼また、是⾮来たいと思います☆ 

ありがとうございました‼ 

釣り堀がメンテナンスで中⽌になっている中、急遽鯛すくいでが対応頂きありがとうございました。新鮮

な⿂を捌く体験を⼦供達にさせられて良かったです。 

本来の釣りが出来なかったのはとても残念ですが楽しかったです 

とても楽しかったです 

孫が産まれたので垂⽔の海岸通の娘のマンションに来ました。散歩でよったのですが、皆さんが優しく、

最⾼の思い出ができました‼有難うございます。⼤分でも⿂釣りや⿂料理に頑張ります。皆さんも頑張っ

て下さい︕ 

⼦供も喜んでくれて⼤満⾜でした。 

釣ってさばいて⾷べて最⾼です 

釣りも調理もとても楽しく、またスタッフの皆様もみんな親切で是⾮また来たいと思います。 

ありがとうございました︕ 

受付時に2匹しか取れないという説明がなかったので困惑したが楽しかった 

⼦どもたち楽しんでいてとても嬉しかったです。さばくことも体験できて貴重でした。 

ありがとうございました︕ 

楽しいですね 

タイも釣れて、さばき体験もあって楽しかったです︕ 

⽣憎の天気でしたが、親切なスタッフのお陰で楽しく出来ました。 

  シフト交代時に引き継ぎが上⼿く⾏かず待たされましたが、それは⼈員不⾜ということで… 

釣りと捌き体験は⼦供にとって素敵な体験で、料⾦も⼿ごろで感謝です 

ぜひまた利⽤したい 

楽しかったし思い出になりました︕ 

タイが釣れて良かったです(*^^*) 

⼦供が⼤喜びしておりました♡ 

釣りも調理も楽しんでいて、良い体験なのでまた参加したい。 

⼆度⽬の来堀です。楽しかったので継続 



 

 

今⽇もとても楽しく体験させて頂きました。今⽇は鯛が釣れて、親⼦で⼤喜び🎶ありがとうございまし

た。 

⾊々な⿂を釣れるのと、捌けるので、親⼦共々とても楽しく勉強にもなります。改装後も是⾮継続してほ

しいです。何度でも絶対来ます❤よろしくお願いします。 

⼿軽に参加でき、釣り、捌き、⾷べると内容盛り沢⼭の経験ができて素晴らしい企画だと思いました。 

スタッフの⽅も皆さん優しく、⾊々教えていただけて、良い経験になりました。また参加したいです。 

鯛を釣りたいので、専⽤⽔槽にしてほしい。 

貴重な経験と楽しさ、命の有り難さを勉強出来るので、とても良いと思いました。 

鯛が釣れてとても楽しかったです。 

係りの⽅も皆さん親切で、丁寧に教えてもらいました。 

この値段では釣りに⾏けないので、また来たいと思います。 

釣った⿂をその場で捌いて⾷べれる経験を⼿軽に⼦供にさせてあげることができてとても有意義な時間を

過ごすことができました。 

⼿軽に釣りができて、捌いて料理していただいて⾷べることができる経験ができてとても有意義でした。 

家族で楽しませてもらいました︕ 

めちゃくちゃ楽しかったし、美味しかった︕ 

家族ですごく楽しませてもらいました︕ 

事前予約できれば利⽤しやすいと思います。、 

鯛が美味しかったです︕ 

とても丁寧に教えていただきました、⼦供達も⼤喜びで貴重な体験ができました、また来たいです。 

つったさかながおいしかった 

凄く楽しかったです 

絶対また来たいと感じました 

並ぶ列を作ってほしいです 

とても楽しく、良い休⽇を過ごすことができました。⾷事の机がもう少しあるといいかなと思います。 

でも⼤満⾜でした。ありがとうございました。 

スタッフさんがみなさんとても親切でした 

もう少し安ければ良かったです 

楽しかったです。ありがとうございました。 

⼦供が楽しそうにしていて良かったです。⿂もすごく美味しかったです。 

よかったです。 



 

 

受付が分かりにくい。釣りが先にはじまりお⽀払いのタイミングも不明だった。 

今まで何回か、買い物に来ていたけど、⼀度も来たことがなかったので、もっともっとアピールしてほし

い。とても楽しかったし、エビ釣りなんて、新鮮だし、美味しくて、店員さんもとても優しくしていただ

いて、⼦供も楽しめました。 

なしです 

とても美味しくて、幸せな気分になりました。とても丁寧に対応してくださってありがとうございまし

た。楽しかったです。また利⽤できる機会があれば、利⽤したいと思います。 

釣りだけでなくさばき⽅まで丁寧に教えていただけて嬉しかったです。ありがとうございました。 

もう少し広くなると嬉しい。付き添い⾒学料不要だと嬉しい。 

受付や釣る時、さばく時のスタッフの⽅たちがとても優しく、⼦どもたちも嬉しかったようです。釣った

時にかけてもらった⾔葉をしっかり覚えており、宿題の感想⽂にも書くようです。 

⼦どもが⼤喜びでした︕カワハギも美味しかったです︕ 

釣り体験に続き、釣った⿂をさばく体験までできる施設は稀だと思います。⼦供も、さばき⽅を習ってや

ってみて、できた︕と⾃信を持てた様⼦です。そしておさかなの美味しかったこと︕素晴らしい体験施設

だと思いますので、ぜひ継続してほしいです。また来たいです。エビフライの⽇なんてのも⾯⽩いです

ね︕︕ぜひまた来たいので継続よろしくお願いいたします。 

最初から最後まで楽しめた。 

楽しくて美味しかったです︕鯛が釣れなかったのは残念でした 

スタッフの対応が丁寧でした︕ 

捌き⽅を教えてもらえたので、家でも実践してみたいです︕ 

いつもありがとうございます︕是⾮継続して下さい。 

また暖かい季節にも来てみたい。⽔中カメラも⾯⽩いと⾔ってました 

捌き⽅まで教えてくれてとても勉強になりました︕柵もあり安全で気軽に釣り体験ができるのも⼩さな⼦

供を持つ⾝としては魅⼒的でした。楽しい体験をありがとうございました‼ 

体験がためになりました︕ 

とても楽しくて、⼦どもたちとまたきたいと思いました 

⾮常に良かったです︕また季節を変えて参加したいので是⾮継続してください︕ 

受付終了早すぎ 

ものすごく丁寧に教えてくださり、⼦供達も親も⼤満⾜です。 

鯛も釣れて、お得すぎました。 

また絶対きます︕ 

ムニエルも、鍋も美味しすぎました︕さばきかたも勉強になりました︕感謝︕ 



 

 

冬だったのでなかなか釣れないが説明が丁寧だった 

⼦供たちは初めての釣り体験でしたが、エサの付け⽅から細やかに教えていただき、とても楽しめまし

た。また、⿂のおろし⽅、⿂の基礎知識も詳しく教えてくださり、⿂に親しみを持て、とても有意義な体

験でした。ムニエルとお鍋もとてもおいしかったです︕ 

優しく丁寧にお付き合いくださり、とても楽しめました︕また来ます︕ 

⼦供が楽しめて良かったです︕ 

安全に楽しめて学べる体験ができてとても有意義でした。 

今後もぜひ続けていただきたいです。 

前から興味はありましたが、いつも予約がとれず、やっと体験できました。 

五年⽣と年⻑が体験しましたが、感想を聞くと釣れなかったけど、網で鯛を釣らせてもらえてよかった。

さばく体験は怖かったけど、楽しかったそうです。 

⼦どもたちに⽣きた勉強をさせていただき、本当にありがとうございました。 

⼿軽に体験が出来て、釣れたての新鮮な⿂が⾷べられて、とても美味しく楽しいけいけんが出来ました︕

これからも継続して頂きたくよろしくお願いいたします︕ 

親切にお教えいただき、楽しく美味しい思い出になりました。 

素敵な体験をありがとうございました。 

⼤変楽しめて、調理まで指導してくださる出来る釣り堀は貴重だと思います。親⼦共に⿂の捌き⽅まで学

ぶことができて、⼤変ありがたかったです︕是⾮ここで継続して欲しいです。また来たいです。⿂のこと

たくさん学べて⼦供も⼤喜びでした。 

是⾮継続してほしいです。⼤変楽しめました。⿂の調理まで教えていただき、⼀カ所で出来て、⼤変有意

義な施設で感激でした。 

時間忘れるほど楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございました。 

再開した時には再訪したいのでテレビ等で周知してほしい 

楽しかったでした。 

スタッフの⽅々が1匹だけでも釣れるように、丁寧にご指導して頂き、楽しく釣りが出来ました。 

店員さんがみなさんとても親切だったので初めてでしたがとても楽しめました。 

楽しかった。 

⼦どもにもっと体験させてあげたいです 

⼦供がすごい楽しんでいたので、よかったです。 

 


