
これまでもこれからも・・・好アクセス、低価
格、安心して利用できるNTPマリーナ高浜！！
中部地区のマリンレジャーのメッカである三

河湾・伊勢湾。その地区でも、三河湾の衣浦港
に面した高浜市に、NTPマリーナ高浜が誕生。
名古屋トヨペット株式会社の民間資金と経営ノ
ウハウを活用した高浜市との官民一体のマリー
ナで、半官半民だからこその低価格が話題を集
めています。
「家族で楽しむ海」をコンセプトにしたNTPマリ

ーナ高浜。名古屋から車で45
分、家族や仲間、カップルが
「安心して利用できる施設」を
目指し、燃料代や揚降料、保
管料など、徹底した効率化を
図り、低価格を実現。昨年の
11月にはオープン2周年を迎
えました。

ISHIGAKI CO., LTD. BOOTH No. 3-19

株式会社 石垣

石垣は、長年培ってきた水との
関連技術を集結し、独自の特許商
品であるプルスピン羽根を採用した
｢ウォータージェット推進機｣を品質保
証ISO6001・環境ISO14001の設
備の下で製造・販売しています。こ
のウォータージェット推進機は、回転
部が露出せず、船底からの突起物
がない構造のため、浅瀬やロープ上
での走行が可能で、優れた吸込性
能・高効率を誇り、旅客船・取締
船・巡視船・救助艇・ダイビングボー
トなど幅広く利用されています。今
回は、｢IWJ型ウォータージェット船
内機｣｢IWJO型ウォータージェット船
外機｣を展示します。
どうぞ、お気軽に石垣ブースへお
立ち寄りください。

EO CO., LTD. BOOTH No. 2-44

（有）エオ

この一台でボードセーリング、セーリングディンギー、トーイング、そしてカ
ヤックとして、いろいろな水遊びが楽しめる、AQUAGLIDE-MULTI SPORTS
（アクアグライド･マルチスポーツ）の展示とご案内をいたします。また水上で
の海水浴の休憩場、日光浴をしながら寝そべったり、といろいろな利用の仕
方もあります。インフレータブルなので、エアーを抜けば10分もかからずに付
属のキャリーケースに収
納できて、車のトランク
やボートにも楽に積むこ
とができます。1998年
の発売以来、特に欧米
では、大勢の方に楽し
まれており、フランスで
はIMTEC発明賞に表彰
され、アメリカのNBC、
CNBC、CBSなどのテレ
ビ局や世界中の雑誌や
新聞にも紹介されてい
ます。

境負荷の少ない次世代型素材「エコストロン」を艇体に
採用。10数年以上もご愛用のお客様が大勢いらっし
ゃる事でもその卓越した丈夫さがお分かり頂けます。又、
お客様の不注意による破損でも、一定条件下で無償
修理する制度を採用しています。今回のボートショーは下
記3艇種を含め多彩なラインナップを出展します。ぜひ、
アキレスブースにお立ち寄りください。

●フィッシングユースに最適のFMI-315

ハイパロン製高級つりボートFMシリーズがオシャレ
に生まれ変わりました。ハイプレッシャー・エアボード仕
様、持ち込むギアが多くなるフィッシングの使い勝手を
考え、全長3.15mクラスとしては最大級の広さを誇る
船内スペースを実現しました。FMA-315のアルミフロ
アとは互換性があり別途購入しての併用も可能です。

●船検や免許不要のLFI-295に新色が追加

2003年の法改正による船検や免許不要のLFI-

アメリカ・ヨーロッパを初め世界中のボートファンから、
40年以上もアキレスボートが高い信頼を頂いているのに
は訳があります。それは総合化学加工メーカーとして「お
客様の立場に立ったモノ作り」と「サービス」に徹している
事にあります。そして何より、ボートは素材が命です。評価
基準の厳しいアメリカでも、優れた耐久性・耐摩耗性と
耐候性で高い評価と信頼を得ているデュポン社の超耐
久性合成ゴム「ハイパロン」や、自社開発した丈夫で環

295は昨年の発売開始以来、ハイパロン製ハイプレ
ッシャーエアーボード仕様、軽くてセットアップも簡単
と好評をいただいておりますが、今年は新色としてブル
ーとライトグレーのツートンが登場します。2馬力船外
機を含むパッケージタイプもご用意しました。

● PVC素材のニューモデルPV-295VIB

PVシリーズのニューモデルPV-295VIBは従来の
インフレータブルボートとまったく違った設計のVボト
ムを採用しています。ハイプレッシャー・エアボードを
ダイレクトに船底に使用し、船底のたわみを減らし波
切り性能を向上
させています。
通常のエアキー
ルでVボトムを形
成していたボート
との違いがご覧
いただけます。

ACHILLES CORPORATION BOOTH No. 2-04

アキレス株式会社

FMI-315

広さ陸域4,600坪、海域32,000坪を誇る施設
にはシモノマリン・フローティング・システムを
採用した浮桟橋をメインに、最大25トンまで揚
降できるボートホイストや専門スタッフによる修
理工場を配置。フロントにメインサロン、パウ
ダールーム、オープンテラス、レストハウスを備
えたクラブハウスを構え、国産・輸入新艇、中
古艇の販売、修理、保険、船舶検査業務、レン
タルボートまで幅広く手がけています。また、ボ
ート免許教室は講習艇にPONAM-26Lを使用
し、好評を得ています。

特筆すべきは他に例を見ない約150坪の広さ
の屋内ボート展示場で、低価格の船外機艇はも
とより外洋にまで出ることのできるクルーザー
までが所狭しと並んでいます。
初めてボートの購入を検討している方でも気軽
にお立ち寄りください！

NAGOYA TOYOPET CORPORATION MARINE BUSINESS DIV./NTP MARINA TAKAHAMA BOOTH No. 3-11

名古屋トヨペット株式会社マリン事業部／NTPマリーナ高浜

PV-295VIB



ONZE MARINET BOOTH No. 2-16

オンズマリネット／田中産業株式会社

会場の中心にあるインターネットカフェ前とスモールボートコーナーでカナダ製
アルミ折りたたみボートを中心に展示します。
今年の目玉はなんと言ってもアルミ製折りたたみボートの「インスタボート」。と

にかく組立が簡単。コンパクトに収納でき持ち運びもラクラクという優れ物です。
舷側には浮力体が付いており安全面にも配慮されています。軽量で手こぎもラ
クラク、エレキモーターや2馬力船外機を付けて免許不要で手軽に楽しめます。
豊富な品揃えで目玉

商品が満載の特価セ
ールと、ネット通販の案
内のほか、ボート免許
とヤマハレンタルボート
クラブの受付は、本社
まで。
母体は創業嘉永5年

（1852年）の田中産業
株式会社。
常に海、船と歩んで

きた老舗です。

KIRYU CO., LTD. BOOTH No. 1-46

株式会社 桐生

エコエネルギー機器専門店桐生から、船舶や車輌に搭載しているバッテリ
ーをソーラー発電で充電したり、独立電源としても使える「ソーラーチャージャー
6機種（2～130W）」、ボートや車内で手軽に使用できるDC12V専用ノンフロ
ン・ペルチェ式携帯冷蔵バッグ＆冷温蔵ボックス「MOBICOOLシリーズ 4機
種」、ジャンプスターター、DC/ACインバーター、DC-DCコンバーター、エアーコ
ンプレッサー、LED非常照明などマルチ機能装備のバッテリー電源パック「パ
ワーコンボ 1機種DC12V、AC100V、連続出力400W」をご紹介します。

URL:http://www.kiryu-ginza.com

【用品販売コーナー】

マリン業界に新風を呼ぶス
ウェーデンのマリンウェアブラン
ド「SAIL RACING」と、イタリ
アで2002年に華 し々いデビュ
ーを飾ったハイブランド「ONE
TACK」から、バッグ＆アクセサ
リーが上陸します。国内展開
に先駆けてボートショーで初披
露となります。別コーナーでは、
ハイスペックな腕時計「nite」の全ラインナップを展
示。さらに、シナコバ、ヘリーハンセン、バルティック、
デュバリー、ギル、その他海外ブランドから特選商
品を用意し販売いたします。
また、ご好評いただいております船体洗浄剤「パ
イナップル」の実演販売も行います。驚くほどの洗
浄効果をご覧いただけます。
期間中、当ブースにおいてカタログ通販商品の

【雑誌・書籍コーナー】

『KAZI』『Boat CLUB』の最新号やバックナンバ
ーはもちろん、今年の目玉は、読者プレゼント（ミニ
ボート、船外機などが当たる）もある『ボートフィッシ
ング特大号（Boat CLUB臨時増刊）』、ニューモデ
ルが満載の『ボーティングガイド2006』などです。
書籍では『実践 ヨ

ット用語ハンドブック』
『海からのメッセージ』
『漫画マイボートフィッ
シング入門』『スモー
ルボートの釣りパーフ
ェクトガイド：DVD付
き』『ロープワーク入
門：DVD付き』『イン
ナーセーリングⅡ」の
新刊6点を用意いた
しました。

申し込みをされた方に限り、一部商品を除き20％
OFFにてご注文を承ります。そして今年も、好評い
ただいておりますデッキシューズの特価販売コーナ
ーもございます。お買得＆特選商品を用意しており
ますので、この機会をぜひご利用ください。

※マリン用品ご購入の方へ、海図で作った手提げ
袋を差し上げます（先着200名様）。

KAZI CO., LTD. BOOTH No. 2-14

株式会社 舵社

ーツ「Slippery」（米国）の２００６年マトリックスシリー
ズ（ＰＷＣ用ウエットスーツ、ライフベスト、グローブ等）
を始め、一昨年から話題のトーイングチューブ
（KITE TUBE、MANTA RAY等）、また米国「h2o
audio」社が開発した、i-Pod用の防水ケース、その
他ボート用品（ボートシート、電装品、プレッシャーポ
ンプ、陸電関連等）の新商品も多数展示しておりま

大沢商会グループ マリーン用品部は40年以上
に渡り、マリーン用品の販売に携わり、ボート業界、
ＰＷＣ業界への用品の提案と供給を行っておりま
す。当社はエンジンの輸入販売からスタートし、輸
入艇、ＰＷＣの販売を手掛け、現在はそのノウハウ
を活かした商品開発と、アメリカ、ヨーロッパ、及び
アジア諸国からの輸入商品を中心に、業界への用
品販売に専念しております。
２００６年の新商品としましては、ＰＷＣ用ウエットス

すので是非一度ご覧ください。
これら紹介させて頂いた商品は当社扱いのほん
の一部の商品です。会場では新しい商品を含め８,
０００品目の商品を掲載した「２００６年大沢マリン総
合カタログ」もご用意しております。
また、会場だけの特別販売も実施しておりますの
で、是非一度当社ブースへお立ち寄りください。

OSAWA MARINE BOOTH No. 2-13

（株）大沢商会グループ マリーン用品部



KODEN ELECTRONICS CO., LTD. BOOTH No. 1-39

株式会社 光電製作所

世界の海で高い評価を得るコーデンは、今年も最先端のマリンエレクトロ
ニクス製品を各種取り揃え、皆様のご来場をお待ちしています。なかでも、
｢最強の8インチプロッタ魚探｣として大好評の“CVG-80”にはぜひ直接触れて
みてください。｢最強｣の理由がきっと実感できるでしょう。コーデンは圧倒的
な性能を誇るGPSプロッタ
“GTD-111”から受け継ぐ｢速
い｣｢きれい｣｢簡単｣の技術を発
展させながら、レーダや魚探な
ど幅広いマリンエレクトロニク
ス製品でさらに高性能を追求し
ています。
今回のボートショーでも新製

品を発表しますので、プロの現
場が認めるコーデンの技術と
画期的な製品にご期待くださ
い。また、ボートショー限定の
おトクな情報もご用意していま
す。どうぞお立ち寄りください。 GPSプロッタ魚探 CVG-80

●荒川に新しい防災ネットワーク誕生

2005年10月1日に荒川と旧中川
をつなぐ荒川ロックゲート（閘門）が完
成しました。
閘門とは、荒川と旧中川の水位の

異なる二つの河川を繋ぐプールのよう
な場所で水位を調節し、どちらかの水
面の高さと同じにしてから船を通す施
設です。いわば船が乗る「エレベータ
ー」のような役割を果たします。
荒川と旧中川は水位差が最大約

3mにもなりますが、荒川ロックゲートが完成することにより結ばれ、地表面の高さ
が海水面より低い江東デルタ地域への水上交通が荒川と隅田川の両方向か
ら確保できるようになりました。
これにより、災害時における救援物資や復旧資材の運搬、迅速な被災者の
救出など災害復旧活動の支援が可能な新しい防災ネットワークが誕生しました。
当ブースではこのシステムの詳しい内容が展示されます。皆様のお越しをお待

ちしております。

Ministry of Land, Infrastructure and Transport Arakawa Downstream Works Office BOOTH No. 1-19

国土交通省 荒川下流河川事務所

2006年のKawasakiジェットスキーは、世界レベ
ルのレースからファミリーで楽しむレジャーユースま
で、様々な遊びに対応する全４モデルをラインナッ
プします。
2002年の登場以来、世界的にスタンドアップブ

ームを再燃させた１人乗りモデル「800SX-R」。
2005年もワールドチャンピオン、全日本チャンピオ
ンのタイトルを獲得し、過酷なレースシーンでポテ
ンシャルの高さを実証しました。
ブランニューモデルとして、名艇「X-2」が10年振

りに復活。全てにおいて
進化を遂げた、スキータイ
プの固定ハンドルモデル
です。「800SX-R」と同じサ
イズ・形状の細長い船体
に、固定されたハンドルと
極小のシートを装備。スタ
ンドアップでもランナバウ

トでもない、「X-2」独特の爽快でシャープなライデ
ィングが楽しめます。
４ストローク３人乗りモデルの「STX-12F」と

「STX-15F」は、2008年CARB（カリフォルニア州
大気資源局）規制値をいち早くクリア。世界最高
水準の環境性能を誇りながら、２ストロークモデル
に負けないスポーツ性能を発揮します。どこまでも
ファンライディングを追求したハルと強力なエンジ
ンパワーは、ウェイクボードのトーイングやツーリン
グはもちろん、スポーツライディングに威力を発揮。
レースの世界でも活躍しています。2006年モデル
は、２分割式シートが新たに採用され、ストレージ
ボックスへのアクセスがさらに快適に行えるように
なりました。

初心者からプロライダーまで、Kawasakiはあら
ゆる層のユーザーの方にご満足いただける製品を
ラインナップしています。

Kawasaki BOOTH No. 2-03

川崎重工業株式会社

メント、余裕のあ
る前方向きのダ
ブルベッドを備え
たマスターステイ
トルームなどを備
えます。
フィッシャビリ

ティにおいても、このクラスでは大変広い12.6
平方メートルのコックピットを有し、182リットル
のライブウェル、197リットル容量の2つのフィッ
シュボックス、清水・海水ウォッシュダウン等、
大変充実しています。
エンジンルームは、メンテナンス性と、安全

性を配慮した設計の為、ロングクルージングで
も安心。
小さなパーツのビス1本にいたるまで、その

エンジニアリングと品質にこだわるCABOなら
ではの1艇です。

QUAY SIDE INC. BOOTH No. 3-44

株式会社 キーサイド

X-2

800SX-R STX-15F

CABO43フライブリッジは、荒天の外洋を安
心して航海できる完璧なオフショアスポーツフ
ィッシャーマンです。
開発に際しては、船底のストレーキ、チャイン

部リップなど複数のスケールモデルを用いて厳
密なタンクテストが繰り返し行われました。そ
の結果、ストレーキが加えられた18.5度のデッド
ライズを持つディープＶハルが完成。
36ノットを超える高速航走能力（Twin MAN

900HP搭載時）と優れた運動性、ドライで快適
な乗り心地、静止状態やトローリング速度にお
けるしっかりとした安定性、強力なマニューバビ
リティなどを併せ持つことに成功しています。
CABOならではの高いクラフトマンシップによ

って仕上げられた2ステートルーム仕様のキャビ
ンはひとクラス上のモデルに匹敵するもの。
広々としたサロン／ダイネット・エリア、完全に
独立したシャワールームを持つヘッドコンパート



NAGATOMO TRADING CO, INC. BOOTH No. 2-20

ナガトモ・トレーディング株式会社

KUMANOYA CO., LTD. BOOTH No. 1-23

株式会社 熊野屋

● スーパー剥離剤

■無公害型剥離剤
・FRPを全く傷つけません。
・FRＰ船の船底塗料を剥離します。
・塗布作業から洗浄まで、単独作業でできます。

● スーパーマルチクリーナー

■天然アロエエキス配合
・ポリエステル樹脂・ペイント・油汚れの洗浄に
最適です。

・船体に付着した防舷材の汚れを除去できます。
・排気ススをよく落とします。

●ドリームクリーナー

■無公害万能クリーナー
・FRPを全く傷つけません。
・水あか・錆だれをよく落とします。
・プロペラシャフトに付着した、
のり・アエン粉末をよく落とします。

※その他、ペラ・シャフト用塗料、マリーナ向け高級船底塗料を展示します。会期中は随時商品説明を行っています。

～ 船体メンテナンス用品 ～

国土交通省ではマリンレジャーの健やかな発展に
向け、「健全な利用振興」「安全対策」「環境対策」を
柱として、利用環境の整備、海難等による死亡・行
方不明者の減少、社会的課題の解消・低減を図る
ため、総合的な対策に取り組んでいます。
ボートショーでは、以下に記すような施策の数 を々

紹介いたしますので、ぜひ国土交通省のブースにお
立ち寄りください。

●全国に展開中「海の駅」
●プレジャーボート安全利用情報システム「海なび」
●「沿岸５海里、どこでも自由に！」
●ボート免許のＱ＆Ａ、守ろう海のルール
●貴方を守るライフジャケット
●万一の事故に備えて、保険に入ろう！
●FRP船リサイクルシステム運用開始
●水上オートバイの安全利用、環境対策

Maritime Bureau, Ministry of Land Infrastructure and Transport BOOTH No. 1-20

国土交通省 海事局

「海の駅」は、海から、誰でもいつでも、気軽に安心して立ち寄り、
利用でき、憩える港です。

平成00年00月00日まで有効 
免許証交付日 平成00年00月00日 
免 許 登 録 日  平成00年00月00日 

氏 名 
Name

本 籍 

住 所 

国土　太郎 

昭和00年00月00日生 
Date of Birth : Xxx.00,0000

東京 

庁舎3号館 
東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同 

小型船舶操縦免許証 

国 土 交 通 大 臣 
国土交 
通大臣 
の 印 

資格・限定等 

特　  殊 
写　真 

第 030000000号  0419

一　  級 

ライフジャケット着用促進のマスコットキャラクター
「ウクゾウ」くん

これまでの「総トン数5トン未満」の限定区分を廃止し、
免許の簡素化を行いました。

MODEL No.080（NEW！）

ＰＷＣ本体からレース部品を始め各種部品から
用品の販売に携わり８年になります。ＰＷＣ関連
商品は輸入品から国内品まで幅広く在庫し皆様
にご好評を頂いております。
今期の新商品の中でも特に、ＲＩＣＫＲＯＹハン

ドルポールはデザイン・機能性ともに優れ海外で
も評価が高くお勧め商品です。今回はＮｅｗＸ－
２のフリースタイル艇も展示しております。
またＨＯＴＰＲＯＤＵＣＴＳ ２００６総合商品カタロ
グ￥１,５７５をBOAT SHOWスペシャルとして、無
料配布させて頂きます。併せて処分品コーナーも
開設しておりますので、ぜひお立ち寄りください。
当社はプロショップＦｉｅｌｄも併設しＰＷＣの各種

相談・メンテナンス等を行い、レースチーム“フィ
ールド”としてＪＪＳＦレースにも参戦しております。
お気軽にご相談ください。
http://www.sansei-int.com
http://www.mps-field.com

SANSEI INTERNATIONAL INC. BOOTH No. 1-09

（有）三成インターナショナル・ホットプロダクツ ジャパン

「ＨＯＴＰＲＯＤＵＣＴＳＪＡＰＡＮ２００６
カタログ」とＲＩＣＫＲＯＹポール装着
のＤｕｓｔｉｎＭｏｔｚｏｕｒｉｓ

２００６年、アクアパック防水ケースがフ
ルモデルチェンジ、85mm～350mm、全
てのクリップが従来モデルよりも更に薄
く・軽く・強くなり、操作性が向上しました。
折り畳み式携帯電話専用ケース (model
no. 080 Flip Phone)、MP3 Player 専用
ケース(model no. 511) をはじめ各種新モ
デルも加わり、携帯電話・無線機・デジタ
ルカメラ・ビデオカメラ・ＧＰＳ・ＰＤＡ・キー
マスター・貴重品／小物用等、３０を超える
モデルが揃いました。
URL:http://www.nagatomo‐trd.com



Japan Hydrographic Association（JHA） BOOTH No. 2-21

財団法人 日本水路協会

平成１６年１１月１日、小
型船舶安全規則が改正
され、「沿岸小型船舶水
域」を航行する小型船舶
には、海上保安庁刊行
の「海図」もしくは（財）日
本水路協会発行の「ヨッ
ト・モータボート用参考
図（Y-Chart）」や「プレジ
ャーボート・小型船用港
湾案内（S-Guide）」を備
えることとなりました。Y-Chartはヨット・モータボートの航海安全に必要な
情報を満載したもので、また、S-Guideは小型船が利用する全国の小港湾
の図集です。さらに、海浜/沿岸域レジャー用として陸域の情報・海域の情
報を満載し、利便性を追求した「海・陸情報図」３海域を発行しました。海
図、Y-Chart、S-Guide、海・陸情報図、海底地形図・そのデジタルデータ、
PC用航海参考図など展示・即売しています。是非日本水路協会ブースにお
立ち寄りください。

搭載したパッケージボートを展示し、皆様の使用目的
に合ったボート選びのお手伝いをさせていただきます。

船外機コーナーは、新開発の直列４気筒DOHC16
バルブエンジンを搭載したニューモデルDＦ１５０/１７５と、
Ｖツインエンジンを搭載した新型ＤＦ２５を中心にライン
ナップし、ビデオ・説明パネル等と合わせて、スズキ4ス
トローク船外機の特長を紹介します。数々の先進技
術の投入により、高性能・低燃費・静粛性・クリーンを
高い次元で実現したスズキ4ストローク船外機DFシリ
ーズをじっくりとご覧ください。

その他、見るだけでなく実際に触って操作していただ
ける魚群探知機・GPS等の舶用航海機器コーナー
や、試乗会の受付、ボート免許教室案内、全国のスズ
キマリーナ案内等も行ってまいります。

是非、スズキブースでマイボートの夢を実現してください。

「マリンライフをより身近に」を合言葉に、多くの人々
に愛されるマリン商品づくりに取り組んでいるスズキ。
今年のボートショーでも、人と環境にやさしい4ストロ

ーク船外機とマイボートのある生活の楽しさを提案して
まいります。

フィッシングボートとして発売以来、高い評価をいた
だいている「アグレッサー」を始め、4ストローク船外機を

SUZUKI BOOTH No. 3-26

スズキ株式会社

～マリンレジャーのすべてをサポート～

今年もレンタルボートクラブ、マリーナ、免許教室、中古艇など
の情報を満載したブースを出展します。
艇選びや保管、修理などでお困りの方、これからボーティングを

楽しみたいがどうしたら良いかわからない方など、是非当社にご相
談ください。

CENTRAL CO., LTD. BOOTH No. 3-14

セントラル株式会社

業界初！ （株）錦織はカーAV周辺機
器メーカーとして蓄積したノウハウで、皆様
のマリンレジャーをより快適にお過ごし頂く
為、斬新なエコクーラーを開発しました。
環境にやさしい「アイスパック」か「氷」を

利用し、外気温35度以上の時、冷却温度
を約25度近くまで下げる事が可能です。
なお、航海の安全を重視し、僅かな

（50W程度）消費電力と2リットル程度の水
で使用出来ます。従来では、困難とされて
いた2サイクル船外機使用のボート、またア
ウトドアなどでは、40AHのバッテリーで
約12時間使用出来ます。
また、コンプレッサーを使用しませんので
ガス、排気熱は一切排出されません。
利用範囲は様々で、農作業用・建設用（トラクターやユンボなど）にも利用が

出来ます。
ぜひ錦織のブース（1-41）で体験してみてください。

NISHIKORI CO., LTD. BOOTH No. 1-41

株式会社 錦織

熱源部サイズ：
約330（W）×約330（H）×約240（D）mm
冷却部サイズ：
約320（W）×約280（H）×約170（D）mm



The Japan Titanium Society BOOTH No. 1-16

社団法人 日本チタン協会

● THE JAPAN TITANIUM SOCIETY

日本チタン協会は、チタン工業全般についての健全な発展を図り、もってわ
が国経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的に、1952年に設立
された団体です。
主な組織と活動は、
１）開発会議：幅広い分野でのチタンの特性を活用した新規需要の開拓
２）技術委員会：チタンに関する各種技
術課題の調査及び検討
３）TSG委員会：需要調査、需要予測
４）ITF委員会：国際交流・協調の推進
５）編集委員会：機関誌「チタン」発行

会員数約200社の業界団体で、各種
統計データの整備、PR・啓発活動、情
報共有化等の推進を図っています。
「海水に強いチタン」をテーマに、船舶を中心にしたチタン製品の展示、チ
タン関連の各種書籍の販売を行っております。チタンのことで知りたいこと、
技術的な相談をしたいことがありましたら、ぜひお立ち寄りください。

日本無線株式会社は、
2006年ボートショーに高
性能、高速回転対応レ
ーダー（JMA-5106HS）、
GPSプロッタ（JLZ-700）、
魚群探知機（JFC-130）
の３モデルを実演展示す
る他、GPS/DGPS関連
機器、無線装置などを展
示いたします。
船舶用電子機器のリー
ディングカンパニーであ
るJRC日本無線ならでは
の先進技術を実際にご
覧いただける機会である
と考えております。

JAPAN RADIO CO., LTD. BOOTH No. 1-50

日本無線株式会社

JMA-5106HS

Turtle Marine Inc. BOOTH No. 1-24

タートルマリン

タートルマリンは、これまでユニークなコンセプト
の25ftのTUG25と、35ftのTUG33（サワジデザイン
設計）を建造してきましたが、マリン用品を直に輸入
してきたネットワークを生かし、今年から新たにマリ
ン用品を販売することになりました。特に船の基本
となるハードウエアの充実には力を入れており、ジ
ェネレーターセットから、電装品、海水・清水配管材、
チーク合板等の船の建造やメンテナンスに必要な
ありとあらゆる製品を世界から選りすぐって直輸入・
販売をしております。

もちろん、国内の優良部品も豊富に取り揃えて
います。また、価格は直輸入の強みで特にリーズナ
ブルに設定されています。ショー会場ブースでも無
料でカタログを配布していますので、是非あなたの
マリンライフにお役立てください。

いま、ダイワが提案する
ボートフィッシングNEWスタイル！

いま、にわかに過熱するボートフィッシングのラ
イトゲーム、そして「手持ちコンセプト」。そのアグ
レッシブさが、多くのボートフィッシングファンを魅
了します。
それは、ズバリ「釣れた（？）から、釣った（！）」とい
う満足感・充実感があるから。また単に楽しさだけ
が強調されるばかりではなく、釣果の面でも有利と
され、これも大きな魅力であり、人気を支える最大
の理由です。
「軽くて操作性が良いこと」「短さを補うだけのし
なやかさと粘り」「快適なグリップ」など、個々の商
品開発はもちろんのこと、手持ちの釣りの面白さを
本当に100％満たすにはタックルをトータルに生み
出すことが、このコンセプトの柱だとも自負してお
ります。
今回のボートショーでは、この手持ちコンセプト

関連タックル、リール「シーボーグシリーズ」「SMAK」、
ロッド「リーディング-Ｘシリーズ」、ライン「UVFメガ
センサー」、クランプ「コンパクトクランプヘッド
CH30G」、そして常識を超越した電動リール用バッ
テリー「コードレススーパーリチウムBM2000」を中
心にご用意させていただき、皆様のご来場をお待
ちいたします。
また、会期中には弊社フィールドテスター・大塚

貴汪プロのステージ講演も行われ、ボートフィッシ
ングコーナーにおいては、フィッシング仕様にカス
タマイズされたボートに向くタックルを展示させて
いただきましたので、ぜひ足をお運びください。

DAIWA SEIKO, INC. BOOTH No. 2-38

ダイワ精工株式会社
シーボーグ250FB



Hilton Grand Vacations Club BOOTH No. 3-10

ヒルトン・グランド・バケーション・クラブ

ハワイを中心とした海
外リゾートにある高級コ
ンドミニアムを週単位で
永代所有できる今話題
のリゾート共有システム
「タイムシェア」をご案内
いたします。
毎年１週間HGVCリ

ゾートをオーナーとしてご
利用いただける他、フレ
キシブルなポイントシス
テムで世界中のヒルトン

ホテルや提携リゾート、またクルージングなどのアクティビティーとの交換利用も可
能です。弊社ブースにおきましてこの画期的なバケーション・オーナーシップのご案
内、及び抽選でオアフ島ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ４泊無料宿泊券（ペア１組
様）が当たるアンケートを実施しております。さらにもれなくヒルトン・オリジナルグッ
ズをプレゼント！この機会にあなたのリゾートライフをグレードアップさせてみません
か？ 皆様のお越しを心よりお待ちしております。 ALOHA！

FURUNO ELECTRIC CO., LTD. BOOTH No. 2-43

古野電気株式会社

ルナライン（水深0.5mで使用）、プールやご家庭で
もご利用いただけるUFOラインの3シリーズ、26タ
イプの遊びをご用意。ドイツ技術監査協会認定商
品でテュフ認証マークを受けた安全性の高い豊か
な遊び機能を備えた製品です。シンプルなデザイ
ンとシンプルなメンテナンスで長期にわたり使用で
き、今までにない経済性に優れた導入コスト、低ラ
ンニングコストを実現。海水浴場･リゾート施設･プ
ール･ご家庭、子どもから大人まで幅広い年齢･場
所に対応しています。集客アップをはかりたい! し
かし多くのお金はかけられない! 広告収入も欲し
い! 低ランニングコスト! 安全性の高い遊び! これら
全ての要望をアビバがお応えします。写真は、プ
ロラインシリーズで最も人気の高いアイスバーグ
（片面クライミング･片面スライダー）、ルナラインシ
リーズの360°、UFOラインシリーズで子どもに人
気の高いチャレンジャー（一人乗り）を掲載していま
す。アイスバーグを例に設置･撤去･修理について

● 次世代水上遊具『アビバ』

ヨーロッパを中心に世界で人気を集めているア
ビバが全シリーズ、フルラインナップで日本に上陸。
水上ビジネスの期待に応える最新の水上遊具で
す。アビバにはプロライン（水深2～3mで使用）、

簡単にご説明します。空気を入れるにはホームセン
ターなどで市販されている空気入れ用のポンプや
コンプレッサーで行え、撤去も単にバルブを開け
ば、数分で自然に空気が抜けます。製品にはそれ
ぞれ修理キットが付属しており自転車のパンクを修
理するのと同じように簡単に修理が行えるのも特
長の一つです。経験と実績に基づき完成したシン
プル且つ魅力的な究極のアイテム『アビバ』を是非
導入してみてください。

TAKAO CO., LTD BOOTH No. 1-05

タカオ株式会社

★新登場★

■SEAJET 034 ビビッドカラー
（自己研磨型船底防汚塗料）
ご要望にお応えして、
SEAJET 034についにカラーが登場！
「ビビッド・レッド」「ビビッド・ブルー」
「ビビッド・ブラック」「ビビッド・ホワイト」の
4色ラインナップであなたの愛艇を美しく守ります。

■SEAJET 020 （アルミ艇用プライマー）
防食テクノロジーの集大成！

★その他ラインナップ★

【錆止め・バインダー】
■SEAJET 010
キール、ラダー等金属部の錆止め塗料。
■SEAJET 015
新艇にも塗り替え用にも使用できる、
マルチバインダーコート。

国内船舶塗料のトップシェアを誇る中国塗料がおく
る、ヨット・ボート専用塗料SEAJETシリーズ。長年培
った技術力により、国内外で高い評価を得ています。

【船底塗料】
■SEAJET 033
一般クルージング用。低稼働艇・係留艇に最適。
根強い人気の逸品。

■SEAJET 035
高硬度タイプ。高速レース艇・上架保管艇に最適。
（係留艇には不適）
【ハル用塗料】
■SEAJET 137
1液型アクリル樹脂系上塗り塗料。
誰でも簡単に塗装できます。

■SEAJET 132
2液型ポリウレタン樹脂系上塗り塗料。
プロ仕様で満足度100％。

【剥離剤】
■SEAJET 441
FRP面を傷めない剥離剤で、
刺激臭も少なく使いやすい。

CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD. BOOTH No. 1-25

中国塗料株式会社

FCV-620 2周波カラー液晶魚群探知機
FURUNOブースにて実際に触れてみてください。
デザインだけではなく性能の良さも実感していただけます。

FCV-620/585が遂にその姿
を現します。ソフトなボディライ
ンと、左右の角度にも調節が
可能なスイベルマウント式ハン
ガーを採用した、スタイリッシュ
なデザインの次世代魚探にご
期待ください。またその他にも、
12型カラーLCDレーダーFR-
8002シリーズ、17型ディスプレ
イMU-170C等新商品が続々
登場します。
FURUNOブースでは、ネット

ワーク対応ナビゲーションギア
NAVnetシリーズをはじめ、魚
探、ソナー、レーダー、GPS航
法機器と、幅広いラインナップ
で、皆様のご来場を心よりお
待ちしております。



HONDA MOTOR CO., LTD. BOOTH No. 2-02

本田技研工業株式会社

Hondaは、世界の船外機メーカーで初めて全モデルCARB排出ガス規制
2008年最終規制値を大幅に下回るトップレベルの環境性能を達成。同時に
EPA2006最終規制値、国内自主規制値もクリア。その優れた低エミッション
性能に加え、独自の高機能・高性能・高出力・低燃費を両立。また、過酷な
条件下でも安心の高い防錆・防食性を誇り、４ストロークならではの低騒音性
をさらに進化。全回転域でスムーズ＆パワフルな走行性能を発揮し、快適な
マリンライフを演出します。
Hondaブースへ、ぜひ、お立ち寄りください。

HONDA ELECTRONICS CO., LTD. BOOTH No. 2-39

本多電子株式会社

10.4型カラー液晶プロッター魚探
HE-7301II

定価409,500円（税込み）より

科学技術振興調整費により、国民生活の安全を守るため、日本の沿岸に
多数存在する石油関連施設、港湾施設、発電所等の重要施設やLNG・石
油タンカー等に対するテロ行為、および地上から可視困難な海中空間で発
生する各種犯罪を防止し、隠密潜入する小型潜水艇、ダイバー等の危険な
目標を音響によるレーダ探知により遠距離から監視追尾し、近距離では高
分解能の音響ビデオカメラにより目標を識別することにより統合的な監視を
実現する水中セキュリティソーナーシステムの開発を行っています。

Institute of Industrial Science, University of Tokyo BOOTH No. 1-14

東京大学 生産技術研究所

● 水中セキュリティソーナーシステムの研究開発
研究開発機関：東京大学 生産技術研究所

TOHATSU CORPORATION BOOTH No. 1-01

トーハツ株式会社

MFSシリ－ズをフルラインナップで出展します。
なかでもMD115Aは発売を間近に控え、斬新なフ
ォルムに生命力に満ち溢れた海の色「アクアマリン
ブル－」を身にまとい、そのベールをいま脱ぎます。
また、MFS2Aは免許不要エンジンとして注目を集
める中、環境対応型として発表されます。
ボ－ト部門では、ニューカラー船外機を搭載し高い

『海との調和2006』

第1回東京国際ボ－トショ－から出展してきたト－ハ
ツは、船外機のパイオニアとして水辺のくらしに大きく
貢献してきました。
今回、エンジン部門には環境に配慮した、クリ－ン

エンジンでありながらパワフル性を併わせ持つ燃料噴
射方式（TLDI）MDシリ－ズと、4ストロ－ク船外機

運動性能で話題沸
騰のフラッグシップ
モデルTF250SC
(W)をはじめとして、
フィッシングボ－トの王道TF235、TF21ST、そして大
人気マーベラスシリ－ズは、デザイン性に富んだスタ
イリッシュなマ－ベラス21を展示します。

TF250SC-W マ－ベラス21

MD115A

1956年、世界初のトラン
ジスタポータブル魚群探知
機を開発した本多電子株式
会社。
2006年度NEWモデルは、

「魚探＆プロッター使用をも
っと気軽に」をコンセプトに、
リーズナブルな価格でご提
供できるラインアップとなっ
ています。
小型の4型から、大型の10.4
型まで高精細で鮮明な画
面。スリム＆コンパクト設計
で省スペース対応。
装備して安全、装備して

安心なプロッターを、是非こ
の機会に見て触ってみませ
んか？



● 憧れのクルージング
ポイントに愛艇を保管

マリンピア沼津は、天然
の良港ともいえる内浦湾に
面し、透明度が高いきれい
な海で、四季折々のマリン
スポーツが楽しめるマリーナ
です。都心から1時間半～2
時間の所に位置し、マリー
ナから伊豆半島の先端石

廊崎までは40マイル弱の距離。海が凪いでいればゆっくりと船を進めても2時間
足らずで辿り着くことができ、入り江が続く西伊豆 の海岸線をフィッシングやダ
イビング、ワンデークルージングで楽しむことができます。
また伊豆長岡温泉も近く、その日の疲れを温泉で癒すこともできます。マリー
ナ では、大型ボート・ヨットの保管、会員制レンタルボートクラブ等のマリンレジ
ャーから、人気ブランドを取りそろえたマリンブランドショップ、釣り大会やヨットレ
ース等の各種イベントなど、ビギナーからベテランまで楽しめるリゾート施設です。
http：//www.marinepia＿numazu.jp

MARINPIA NUMAZU BOOTH No. 3-04

マリンピア沼津

外形デザイン」「本物にこだわった内装と豪華でゆとり
ある居住空間」「アルミハルによる高い凌波性と乗り
心地」「自動車技術を応用した新機能の搭載」を特徴
とし、中でも今回新たに採用いたしました「トヨタドライ
ブアシスト」は離着岸や後進、回転をコンピューターで
制御されたジョイスティック1つで簡単に行なえる画期
的な装備です。その他「光触媒浄化装置付清水タン
ク」「全自動式シャワートイレ」など新しい機能・装備を
積極的に採用し快適性を大幅に向上させております。
これまで多くの皆様方に好評を博しております、オ
ールラウンドクルーザー「PONAM-28II／28GII」及び、
ファミリーフィッシングクルーザー「PONAM-26L」と合
わせ幅広くマリンレジャーをお楽しみ頂けることと思
います。
ボートショーではこれら商品の展示と共にトヨタマリ
ン商品を、幅広く多くの方々に海でご体感頂きたく、
ご試乗のお申込みを受付けておりますので、是非とも
トヨタマリンブースにご来場ください。

新型艇「PONAM-45」は、トヨタのプレジャーボート
PONAMシリーズのフラッグシップとして「すべては、最
高のために」をコンセプトに、クルージング機能とフィッ
シング機能を高次元で両立した次世代コンバーチブ
ルです。静粛性と圧倒的な動力性能を実現した10.5
リットルディーゼルターボエンジン（465kW、632馬力、
2基掛け）を搭載し、「他艇とは明確に異なる先進的な

TOYOTA MOTOR CORPORATION BOOTH No. 3-02

トヨタ自動車株式会社

PONAM-45 PONAM-28GII

PONAM-26L

ショーでデヴューし､話題を独占したセブリエ
（SEBRIE）-28です｡
セブリエ28は、①バウバース､サロン､オーバーナ
イトも楽しめるクオーターバースの3つの贅沢な居住
空間、②視界の良さとアクセス性に優れたセミフラ
イブリッジ、③大きな開放感をもたらし､手前船頭も
できる両舷スライドドアを特長としており､日本では
類を見ないニュータイプのボートです｡今年のボート
ショーでもその素晴らしさを改めてじっくりご確認くだ
さい｡

次に、日産を代表するファミリーフィッシングクル
ーザーをマイナーチェンジしたウイングフィッシャー
26O/BⅡ｡①日産ボートの特長のひとつである､ハ
ードトップルーフハッチの採用、②アンカーリング性
を向上する､先割れバウスプリット化、③船尾での
操船を可能にするリアステーションパネル（オプショ
ン）、④行動範囲を大きく伸ばす､160リッター追加

日産マリーン（株）は｢海にはいつも日産ボート｣を
メインテーマに､｢出かけようファミリークルージン
グ｣､｢挑戦しようボートフィッシング｣をサブテーマと
し､楽しくて安全かつ高品質なボートや関連商品を
展示します｡
注目されるモデルは､まず初めに｢全く新しい海上

空間を提供するニューボート｣として2005年のボート

燃料タンク（オプション）など､釣り機能を更に充実
し、並びに快適な居住空間を提供いたします｡
更に､｢無駄なく､賢く､カッコよく｣をテーマに開発さ

れた2006年ニューモデルのジョイフィッシャー21EXの
他､日産ボート各シリーズの中から選りすぐりの人気モ
デルを多数出品いたします｡日産マリーンのブースでそ
の魅力溢れるボートを存分にご覧ください｡

NISSAN MARINE CO., LTD. BOOTH No. 3-26

日産マリーン株式会社

Sebrie（セブリエ）- 28

Joy Fisher（ジョイフィッシャー）- 21EX

色鮮やかな帆のカタ
マランに一度は乗ってみ
たいと思った方は多い
はずです。しかし日本で
は置き場の問題や一人
で艤装するのが困難な
為、気軽にセーリングす
るのが大変でした。そん
な問題を解消して手軽
に1人で楽しめるように
開発されたのが、ホビーシリーズの“ウエーブ”と“ブラボー”の2艇です。
さらに“ウエーブ”はバックレストという背もたれをオプションすれば、足

を伸ばしたままトランポリンの上でゆったりとくつろげ、より一層快適なセー
リングが出来るようになります。これから始めてみたいと思っている人・も
う一度始めてみたい人に最適です。ぜひこの機会に当ブースへお立ち寄
りの上お確かめください。又、試乗会に参加して抜群の安定感・そしてスピ
ード感・波との一体感を身体全体で感じてみてください。きっとこれからの
あなただけの楽しみ方が発見できるはずです。

MARINBOX 100 Sailboats Zone

マリンボックス100



東京ボートショーでは、２００６年モデルのSEA-
DOO水上バイクとスポーツボートのフルラインナップ
を展示して皆様のお越しをお待ち致しております。世
界でただひとつのマルチモードタイプ水上バイク３Ｄ
（２００６年モデルは１３０馬力のDIエンジンを搭載）、市
販モデル最高出力２１５馬力のRXT、RXP。ニューモ
デルのライトウエイト４ストロークモデルGTI-SE、
GTI-PRO。スポーツボートでは従来のモデルに加え
ウエイク用モデルのSPEEDSTER WAKE、唯一の
パーティータイプボートISLANDIAのお目見え、
SPEEDTER200も４３０馬力にパワーアップして登場
です。
特設ステージでは、２００６年シードゥーガールの商

品説明などがあり楽しいブースになっております。レジ
ャー先進国が本当の楽しさを考えて開発している製
品です。豊富な機種とカラーバリエーション、性能、
品質、どれをとっても世界ナンバー１シェアは納得の
いくところ。シードゥーの良さをもっと知ってください。

カナダ、ケベック州に本社を構える総合レクレーシ
ョナルプロダクツ製造メーカーＢＲＰ社の日本法人が
BRPジャパン（株）です。
水上バイクS E A - D O Oスポーツボート、

EVINRUDE/JOHNSON船外機、SKI-DOOスノー
モビル、BombardierATV等を取り扱いしております。

BRP JAPAN CO., LTD. BOOTH No. 3-03

BRPジャパン株式会社

東京ボートショーへの出展も今年で15回目を迎え
ます。今年もPWC用のウェットスーツ、ライフベスト、
ウェイクボード関連商品、ボート用品などをお値打ちに
販売しますのでぜひお立ち寄りください。
ところでネオネットマリンのことはご存知ですか？ 有
名ボート専門誌「ボート倶楽部」でも広告を出していま
すが、当店は愛知県のボート関連商品専門の通信販
売ショップです。ウェイクボード、バナナボート、ウェット
スーツからゴムボート、船外機、PWC、船具、プロペ
ラ、オイル、ヒッチメンバー、各社純正エンジン部品に
至るまで、ボートに関する商品なら何でも揃います。も
ちろん価格にも自信がありますし、それ以上に当店が
こだわるのは、安心と信頼、そしてお客様の満足です。
ボートショー期間中だけでなく、御用があればお気

軽にコールセンター：0564-56-1000までお問合せくだ
さい。

WEB本店：http://www.neonet-marine.com

NEO NET MARINE BOOTH No. 3-15

ネオネットマリン

● 白い帆に
男のロマンを感じて・・・

写真は、ネルソン提督が乗
っていた軍艦帆船、ヴィクトリー
号です。
今からちょうど200年前の

1805年、スペイン沖のトラファ
ルガーでイギリス海軍とフラン
ス・スペイン連合艦隊が戦い、
イギリス軍はネルソン提督が指
揮を執り大勝利を収めました。この勝利によりナポレオンがイギリス本土を攻
められなくなったと言われております。
このモデルの他、多くの実在した帆船模型を展示し、今にもお互いが大砲
を撃ち始めるかのような雰囲気をお楽しみいただければ幸いです。
日本海側の越前に実店舗もあります。
超精巧な模型を格安でお届けしておりますので、皆様に大変喜ばれており

ます。新築お祝い、社長室や応接室の高級インテリアとしてご購入いただい
ております。

MUJYURYOKU BOOTH No. 3-23

（有）夢住緑
UNICORN ENGINEERING CO., LTD. BOOTH No. 2-35

ユニコン・エンジニアリング（株）

ユニコン・エンジニアリング
（株）Salt Water Houseでは、
スポーツフィッシング用品の
輸入、卸、販売を中心に行
っております。特に、トローリ
ング（ビッグゲーム）に関する
スペシャリストとして、お客様
へのサービスの追求として、
商品のアフターサービス、オ
リジナルグッツの提案、ハー
ドとソフトの充実を強化して
おります。初めてのお客様へ
は、トローリング講座などのご
案内。また、どなたでも気軽
に参加できる当社主催のウェブハンディトーナメントのお知らせも行っております。
会場では当スタッフによる詳しい商品説明やトローリングに関する相談も受け

付けております。お気軽にお声掛けください。
ぜひ、ユニコンエンジニアリングブースにご来場をお待ちしております。



WANDS AUTO CLUB, INC. Imported Boats Zone

有限会社 ワンズオートクラブ

昨年のトーイングボートとトレーラーに続き、今年は二重底不沈構造のフィッシ
ングボート「アリマボート」を出展します。20年前にシーハンター15が発売されて
以来、瞬く間にフィッシャーマンの人気者になったこのラインナップは15フィート
から22フィートまで、どのモデルも同クラスのボートに比べて一番深くワイドでどっ
しりとしたハルとなっているのが特徴です。その深いコクピットとワイドなビームが
安定性と快適性を備えており、日本近海のラフな海面にピッタリの設計で燃費
が良く経済的なのも
魅力です。高いクオ
リティーの丁寧なボー
ト造りで、二重構造
のダブルハルの間に
発泡剤を充填し強度
アップをはかるととも
に浮力も確保。不沈
構造による安全性の
高さはUSコーストガー
ドの厳しい基準もパ
スしています。

●ワイドボディーで安定、空気室2ヶ所設定で安全、
大型イケスでたくさん釣っても安心

ロック工業ではボート免許・船舶検査不要ボート「RB-11」を展示します。こ
のモデルは予備検査にも対応し、最大9.9馬力まで搭載可能です。ワイドボデ
ィー、2ヶ所の空気室、大型イケスなどの多彩な機能をぜひご体感ください。
また、弊社オリジナルのスパンカー、ドーリー（前部・後部）などの多彩なオプシ
ョンも同時展示しますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

ROCK MANUFACTURING LTD. Small  Boat Corner

有限会社 ロック工業

ボストンホエラーは、デッキ下の全てのスペースに
ウレタンを充填したUnibond（ユニボンド）構造によ
り、絶対的な不沈性能を備えています。またボスト
ンホエラー独自の安全性に加えて、Accutrack（アキ
ュトラック）ハル構造を採用しており、優れた直進性
と常にドライなデッキスペースを実現しています。
さらにこれらの展示艇には、スーパーチャージャー
装備4ストローク船外機「VERADO」（ベラード）の6

マリンパワーインターナショナルリミテッド日本支
社（マーキュリーマリンジャパン）は、世界を代表す
る多くのボートビルダーやマリン関連製品企業を有
するコングロマリット企業であるブランズウィック･グ
ループ内で、船舶エンジンを製造するマーキュリー
部門の日本支社です。
今年の目玉展示艇は、ボストンホエラー「255コン
クエスト」と「180ダントレス」の2艇です（今春発売）。

気筒モデルに続いて昨年アメリカで発売を開始した
4気筒モデルを搭載展示しています。VERADOは究
極の船外機づくりを目指し、マーキュリーの技術力の
結晶として商品化されま
した。
抜群の静粛性能、電

子制御リモコンによる優
れたレスポンス、4スト
ロークとは思えない加速
性能等多くの技術が詰
め込まれており、既存4
ストローク船外機を凌駕
します。

ぜひ当社ブースまで
足をお運びいただき、新
世界標準モデルを体感
してください。

Marine  Pawer  International  Ltd., Japan BOOTH No. 3-38

マリンパワーインターナショナルリミテッド日本支社

であるSA8000に準拠し、信頼と安心のブランドとして、
「MOBICOOL」と「WAECO」の二つを展開しています。
「MOBICOOL」ブランドは、ミニ冷凍庫、クーラー、
ワインクライマタイザー、そしてアウトドア向けの電
子冷却式クーラーなどのコンパクトな製品群を提供。
「WAECO」は、ボート、キャンピングカーといったレ
ジャー仕様のカスタム製品から、業務用の大型コン
プレッサー型クーラーまでの幅広い製品を提供して
います。
特に、「WAECO」ブランドは、1974年から製造開

始以来、顧客の要望に応える製品作りから、世界各
地の自動車メーカー、キャンピングカーメーカー、そし
てボートビルダーから高い評価を得ています。

MOBICOOLホームページ
http://www.mobicool.com
WAECOホームページ
http://www.waeco.com

モバイル型（携帯型）クーラーボックスで知られる製
造メーカーのMOBICOOL（モビクール）社。
25年の歴史を持つ当社は、品質管理及び品質保

証の国際規格であるISO9001、そして環境マネジメン
トシステム規格ISO14001、さらに国際企業としての証

MOBICOOL INTERNATIONAL LIMITED BOOTH No. 2-27

モビクールインターナショナルリミテッド

テイラーメイドWAECOビルトイン型クーラー

持ち運びに便利な
WAECOコンプレッ
サー型クーラー

WAECO製品に使われる
ダンフォス社コンプレッサー



AG-21BR

●全長：6.65m ●全幅：2.30m 
●全深さ：1.10m ●艇体質量：1,013kg
●搭載船外機：F115AETX、F150AETX
●完成質量：1,219kg（F115）、1,243kg（F150）
●最大搭載出力：110.3kW（150ps）
●燃料タンク容量：110リットル　●定員：8名
●航行区域：平水

2006年ヤマハボートのニューモデルは、エアロギア
のバウライダーモデル『AG-21 BR』が新登場します。
凌波性・乗り心地、そして圧倒的な加速、立ち上り

性能とスピード性能はもちろんのこと、トーイングボート
に求められる諸性能を高レベルで実現した仕上げにな
っています。
優れた基本性能はそのままに、AG-21 BRのバウの

ラウンドシートには2人がゆったり座ることができ、より楽
しいボートシーンを演出できます。
パワーユニットは信頼性の高い4ストローク船外機が
搭載され、115馬力と150馬力から選ぶことができます。

ヤマハブースではF.A.S.T.26やYFシリーズを中心
としたボートゾーンの他、船外機、マリンジェット、マ
リン用品、艤装品、ボート免許、レンタルボートなど
マリン総合メーカーならではのバリエーション豊かな
商品展示とホスピタリティでお客様のご来場をお待
ちしております。

AG-21BR EX

●全長：6.65m ●全幅：2.30m
●全深さ：1.10m ●艇体質量：1,020kg 
●搭載船外機：F115AETX、F150AETX 
●完成質量：1,226kg（F115）、1,250kg（F150）
●最大搭載出力：110.3kW（150ps）
●燃料タンク容量：110リットル　●定員：8名
●航行区域：平水

YAMAHA MOTOR CO., LTD. BOOTH No. 3-01

ヤマハ発動機株式会社

YANMAR MARINE SYSTEM CO., LTD. BOOTH No. 2-01

ヤンマー舶用システム株式会社

活。ファミリーや仲間とフ
ィッシングからクルージン
グまでマルチに楽しめる
ニューモデル「Mar i ne
Hunter FZ25G」を紹介し
ます。クラス最大のデッキ
幅を持たせ、明るくて広
いキャビン空間を実現。
さらに、対面シートタイプ
をはじめとした目的に合わ
せて選べる3つのシートバ
リエーションと、2つのバ
ウバース仕様など装備を
充実させました。家族や

仲間と楽しめる快適なマリンライフをご提案いたしま
す。
また、ヤンマー独自の発想で大変ご好評いただい
ておりますサイドドア仕様のフィッシングボート

「Toprun26絆人」や「はやかぜEX26B」を展示。操
船席から釣りができ、流し釣りがスムーズに行なえる
フィッシングボートも提案します。その他にもヤンマー
ブースではさまざまなマリンエンジンを展示いたしてお
ります。今回の東京国際ボートショーでは、伝統ある
フィッシングボートメーカーとして、様々な角度から皆
様方のご要望にお応えする充実したラインアップをご
用意してお待ちしております。

「Fishing Nextyle－すべては、釣りのために。－」

釣りに特化したヤンマーフィッシングボートの2006
年は、新しい提案をいたします。
そのひとつは、13年ぶりの「Marine Hunter」の復

FZ25G 対面シートタイプ

都心から車で１時間足らずの
抜群のロケーション。オーナーは
気軽にマリーナに立ち寄り24時
間365日入出港が可能です。フ
ィッシング、クルージング、セイリ
ングといったマリンプレイはもと
より、ヨットレースや講習会等の
イベントも盛りだくさんです。地
区内には、マリン関連ショップ、
ショッピングモールやレストラン
街が建ち並び、出港しなくても
ショッピング、船上パーティーや
マリーナステイが楽しめます。
ボートショー会場では、新規

係留利用の申し込み受付や、レ
ンタルボートクラブ、チャーターク
ルーズ、海の駅のビジターバー
スのご案内を行っています。
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横浜ベイサイドマリーナ

1500隻のボート&ヨットが全て海上係留の日本最大のシティマリーナです。
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