時間

1月22日（金）

1月23日（土）

メインステージ

メインステージ

1月24日（日）
イベントステージ

メインステージ

イベントステージ

11：30

12：00

12:00▶12:40

新製品紹介

〈ソルト（ショア）① 〉
末川 かおり／そらな さゆり／中川 英生／六畳一間の狼

12：30

12:00▶12:40

釣りの魅力満載！オフショアビッグゲーム
佐藤 偉知郎／鈴木 斉／田代 誠一郎

12:50▶13:30

13：00

13:00▶13:15
釣りビジョン
釣り動画配信サービス「釣りビジョンVOD」

13：30

13:30▶13:45

【ソルト】

【バス①】

トップトーナメンタ―が語る
『アメリカのバストーナメント』

12:00▶12:40

12:00▶12:40

新製品紹介

14：00

14:00▶14:40

「あなたのガイドはSiCですか？」

12:50▶13:20

アングラーズアイドル2021最終選考会

14：30

釣りめしキャンプ

15:30▶15:45
ダイワ
釣りは遊びだ！もっと自由に楽しもう！（セブンハーフ）

16：00

16:00▶16:40

15:30▶16:10

【船①】

関西発！タチウオテンヤ徹底解説

新製品紹介

16:30▶17:10

【アウトドア×リアルフィッシング】

16:50▶17:05
へら鮒特設サイト
YouTube企画「へらバト4」インフォマーシャルムービー

17：00

17:10▶17:25

17：30

17:30▶18:00

『クール・アングラーズ・アワード2021』
授賞式／
受賞記念スペシャルトークショー

17:30▶18:15

【バス③】

60アップバスとの出会い方、教えます。
加藤 誠司

18:20▶19:00

JACKALL

新製品紹介

川上 英佑／山田 ヒロヒト／湯川 マサタカ

〈 船／ソルト（オフショア）〉
井手 大介／晴山 由梨／根岸 伸之／仁科 克基

さかなクン
ＯＮＬ
ＩＮＥＬ
ｉ
ｖｅｉ
ｎ 釣りフェスティバル

15:45▶16:15

SHIMANO

シマノインストラクター湯川マサタカさんと福島和可菜さんによる
エギングトーク！

16:00▶16:40

16:25▶16:40
ダイワ
2021年 STEEZリール、ロッド 徹底解説！
16:45▶17:00

村田 基

deps

デプス奥村和正トークライブ

17:00▶17:40

【船②】

オフショアソルトゲームのトレンド！
スーパーライトジギング（SLJ）入門

新製品紹介

〈 バス③ 〉
井手 大介／末川 かおり／冨士木 耶奈／
谷川 駿介／杉浦 太陽
17:50▶18:00

【トラウト（ルアー）】

キャスティングライブ
「ルアーキャストテクニック」

蒼井 さや／そらな さゆり／鳴瀬 雄太／山本 啓人

フィナーレ

新製品紹介

19:00▶19:40
19:10▶19:50

見逃し厳禁！初公開アイテムがずらり勢揃い、2021年ジャッカル新製品を一気に紹介！

【エギング】

最新エギング攻略法！

〈 アクセサリー／便利グッズ／
オプショナルパーツ／ウェア／その他① 〉
井手 大介／冨士木 耶奈／六畳一間の狼

19：00

19：30 19:30▶19:45

14:30▶15:20

17:10▶17:50

オープニング映像

18:15▶19:00

14:00▶14:10

アングラーズアイドル2021表彰式

田中 ケン／東 知憲

2021年ジャッカル新製品ハイライト

シマノインストラクター鈴木斉さんと福島和可菜さんによる
21年新製品紹介！

18：00 18:00▶18:05

Let s Try フライフィッシング

JACKALL

SHIMANO

本間 愛花／そらな さゆり／晴山 由梨／石川 文菜／
冨士木 耶奈／橘 みづほ／松尾 智佳子／一木 花漣

15:15▶15:45

高槻 慧／富所 潤／山中 陽介／吉岡 進

〈 ソルト
（ショア）
②／磯・投げ 〉
末川 かおり／そらな さゆり／寺沢 たかし／仁科 克基

16：30

20：00

【バス②】

青木 大介／川村 光大郎

15:00▶15:15
富士工業
富士工業新製品紹介̲ターミナルタックル編

15：30

【LIVE配信】注目の新製品をさとねぇ and さぁやが徹底解説！
プレゼントもあるよ！

14:20▶15:00
14:30▶15:10

トップバスアングラーのマッチアップ！
「全開！バス攻略テクニック」

15：00

18：30

【アウトドア×釣りめし】

歴代アングラーズアイドル大集合

VARIVAS

田中 ケン／一木 花漣

新製品紹介

〈トラウト／バス① 〉
井手 大介／晴山 由梨／鈴木 康友／金子 貴俊

13:20▶14:00
13:30▶14:00

13:40▶14:20

伊豫部 健／ 並木 敏成

13:00▶13:15
富士工業
富士工業新製品紹介̲ロッドビルディング編

伊藤 巧／松下 雅幸

富士工業

【バス④】

東西トップアングラー競演！
『バスフィッシングの神髄を語る』

〈アクセサリー／便利グッズ／
オプショナルパーツ／ウェア／その他②〉
末川 かおり／橘 みづほ／仲田 美歩／布施 辰徳

新製品紹介

〈 バス② 〉
井手 大介／末川 かおり／一木 花漣／
高田 典孝／布施 辰徳

【レディーストーク】

人気レディースアングラーが語る
「釣りの楽しみ方」

秋丸 美帆／ 石川 文菜／岡田 万里奈／福島 和可菜

19:50▶20:05
ダイワ
Design Next Fishing ̶釣りの未来をデザインしよう̶
20:10▶20:25
SHIMANO
フラッシュブーストをシマノインストラクターが語る / 堀田光哉・鈴木斉・湯川マサタカ

20：30
20:45▶21:30

21：00

見どころ紹介！

「釣りフェスティバル2021ハイライト」

21：30

22：00
釣りビジョン特番

22：30

23：00

「釣りフェスティバルオンライン2021
新製品 全集中SP」
※出演者・プログラムは予告無しに変更となる場合がございます。
2021.01.20

