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ボートのニューモデルや
関連機器の新製品等、
出展者から寄せられた
“我がブースの展示の目玉”を
クローズアップして紹介します。
ボートショー見て歩きの
参考資料としてお役立てください。
※ 各出展者のブース等の位置および連絡先については別ページに記載しています。
※ ここで紹介しているのは掲載申し込みがあった出展者に限っています。

出展
クローズ
アップ

http://www.josawa/co.jp/

　（株）大沢商会グループ マリーン用品部
が 2013 年に向けてご提案する商品は、電
装品のトップメーカーであるBLUE SEA社
のバッテリーチャージャーやブレーカース
イッチ類、LUMITEC 社のアメリカ製高級
LEDライト、カナダのファンメーカーである
CAFRAMO社のハッチファン等、多種に渡
り新商品のご提案をさせて頂きます。
　そしてPWCのユーザー様には、PWC用
ウエアーのトップブランドであるSLIPPERY
社の2013年ニューモデルや、毎年ご好評

を頂いておりま
すJETTRIBE
ゴーグル、SAVE 
PHACEマスク
等も 2013 年
に向けたニュー
カラーを展示し
ております。

　また2013 年に向けた新たなレジャー商
品として、AQUAGLIDE 社のスタンドアップ
パドルボードを提案させて頂きます。スタン
ドアップパドルボードはハワイがその発祥で
すが、現状では波の無い水面でのエクササイ
ズやツーリングといった新たな広がりを見せ

ているニューアイテムです。
　ここでご紹介しました商品はほんの一部の
商品です。2013年に向けての全ての商品を
掲載した総合マリンカタログ「2013年大沢マ
リーン総合カタログ」もご用意しておりますの
で、是非一度当社ブースへお立ち寄り下さい。

株式会社 大沢商会グループ マリーン用品部
OSAWA MARINE

BOOTH NO.
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http://www.kazi.co.jp

　舵社ブースでは、マリンショップKAZIシー
プラザ取扱いのマリン用品をボートショー
特別大特価で販売いたします。また、期間中
「マリングッズカタログ通信販売」をボート
ショー特価で受け付け。ブースにない商品も
お得にご購入いただけます。
［ウェア類、セーフティーギア］
シナコバ製品 40％オフ、ヘンリロイドマリ
ンアパレル50％オフ、オイルスキン、ライフ
ジャケット、デッキシューズ、防水バッグ
［マリン用品］
国際VHF、GPS、ボートフック、コンパス、ナ
イフ、セーリングウォッチ
［レジャー、フィッシング用品］
インフレータブルカヤック、パドル、ルアー
セット、トローリングリール

株式会社 舵社
KAZI CO., LTD.

BOOTH NO.

B-3

マリン用品
ボートショー大特価セール!

新刊書籍、
雑誌が

盛りだくさん!!

「ドライクリーク」ワイン試飲会開催 !!!!

シナコバ春の新作フェア!!!
　ボートショー
期間の3月9日
（土）、10日（日）
の2日間、横浜ベ
イサイドマリー
ナ「ヤマハマリン
センター横浜」に
て、シナコバの
新作商品をいち
早くご案内いた
します。

　昨年来、ご好評をいただいております、ヨットマンのための
ワイン「ドライクリーク」の試飲販売コーナーを設置いたしま
す。車でお越しでない方は、ぜひその味をお試しください。

  『Kaz i』『ボート
倶楽部』の最新号
はもちろん、ようや
く完成！最新書籍
『ヨット百科』等、
魅力満載の雑誌、
書籍を販売いたし
ます。DVDの新作も予定しています。

NEW

http://www.kawasaki-motors.com（株式会社カワサキモータースジャパン）

　2013 年のカワサキは、フラッグシップモ
デル｢JET SKI ULTRA 300X｣ ｢JET SKI 
ULTRA 300LX｣をはじめとする、4モデル
6艇を展示いたします。
　カワサキが誇る1,498cm³ エンジンと
スーパーチャージャーとの組み合わせによ
り、JET SKI 史上最大出力の290PSを発
揮する｢JET SKI ULTRA 300X｣。日常を一
瞬で置き去りにする怒涛の加速性能が、ライ
ダーを未知なる興奮へと掻き立てます。今年
は5月31日まで実施している、クロームカ
スタムキャンペーン特別バージョンも展示い
たします。
　｢JET SKI ULTRA 300LX｣は上質な乗
り心地を追求したLXuryseat（ラグジャリー
シート）を装備する事で、圧倒的な加速性能
と快適なクルージング性能を両立。極上の
興奮と優雅な時間も楽しみたい。そんな欲
張りなライダーの為のハイパフォーマンスク

ルーザーです。
　また、高性能・低燃費エンジンと大型燃
料タンク、そして上質な乗り心地を追求し
たシートとのコンビネーションにより、優れ
たクルージング性能を発揮する｢JET SKI 
ULTRA LX｣。さらに、クラス最大級のス
トレージやワイドリアデッキなど、マリンレ
ジャーを楽しむ装備も満載。レースはもちろ
んの事、ツーリング派のライダーにも人気の

モデルです。
　｢JET SKI STX-15F｣は軽量・コンパクト
な艇体が生み出す運動性能と充実した装
備、そしてコストパフォーマンスに優れ、入門
用・レース用としても使える懐の深いマルチ
パフォーマンス3人乗りランナバウトです。
レジャーからレースまで幅広いニーズに対
応できるJET SKI をカワサキブースで是非
ご覧ください。

川崎重工業株式会社
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,LTD.
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http://www.kmcy.com

株式会社 ケーエムシーコーポレーション
KMC�CORPORATION

BOOTH NO.

D-42

　KMC横浜マリーナは、都心から車で約
30分、首都高『生麦インター』に隣接という
立地と、出航すればすぐに横浜港という強み
を生かし、東京を始めとする首都圏のお客
様に船に乗りたいときにいつでも利用でき、
港町「横浜」を堪能いただける『都会の隠れ

家』的マリーナとして開設以来 20数年の歴
史を持っています。近年ＰＷＣの中継基地と
して少しずつ認知され始めていることを生
かし、今年は積極的にPWCの保管、トレー
ラーでの利用を念頭に置いた料金体系を提
案することにいたしました。

　また、当マリーナでは、マイボートは維持
管理が大変という方や船舶免許のない方の
ために会員制のクラブ艇を所有し、レンタル
やチャーター事業を行っているのをご存知で
しょうか？ 詳しくは会場でご説明いたします。
　クルージング部門では、横浜港内の歴史
を海から見る「探検クルーズ」や運河の工場
夜景を楽しむ「ジャングルクルーズ」をはじ
め、船上結婚式、披露宴、ディナークルーズ
などワンランク上の様々な船上クルーズを
行っています。昨年導入した90ftクラスの
「オセアンブルー」では100 人規模のパー
ティーが可能、要請があれば貴方のマリーナ
に出向いて洋上パーティーができるかも知
れません。
　ボートショー期間中は『ぷかり桟橋』にて
この「オセアンブルー」を洋上展示し、カフェ
シップとしてご利用いただけます。是非ご利
用下さい。

http://www.achilles-rf.com/boat/

　半世紀にわた
り培われた技術
と実績を駆使し
た、優れた操縦
性、高い安全性と
耐久性を証明す
る“ 信頼と誇りの
シンボルマーク”
です。
　今年はさらなる新艇を用
意。より水辺にエントリーしやすく配慮
したLF-297RU。今までに無い20馬力船外機
も搭載可能なAS-350AL。ハードボトム艇の新艇もご用意して
おります。アキレスのボートラインナップに直接見て触っていただ
けるチャンスです。今後の試乗会情報も紹介しております。是非、
お気軽にお立ち寄りください。

アキレス株式会社
ACHILLES CORPORATION

BOOTH NO.

D-13

“アキレスウェーブマーク”は、
素材から設計までの『ジャパンクオリティ』の証。

http://www.e-chart.jp/

エントリーモデル4.3インチから15インチ大型画面まで、すべて
の機種でオプションのNEW PEC SDカードによりNEW PEC
が使用可能に !

株式会社 イーチャート
E-CHART Inc.

BOOTH NO.

B-10

［特徴］ 国際水路機関
が提唱するS52プレゼ
ンテーションに準拠し
た表現で高速描画！
●販売済みの現行製品
は、ソフトウェアアップ
デートで対応可能 !
●すべての機種で、AIS
クラスA、Bの接続が可
能。
●魚群探知機機能を持
つコンボモデルもござい
ます。

画面は、PC版NEW PEC画像の
ハメコミ合成です。

NEW

日本水路協会刊行 NEW PECに対応 !


