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http://www.k-sp.net/

株式会社 S-Link（エスリンク）
S-Link CO., LTD.

BOOTH NO.

D-35

問合せ先 TEL:03-6205-3333
http://s-link.ne.jp

　日本中の「○育」（海
育・住育・食育・浴育等）
を集めて伸ばすサイト
「キッズスタディパー
ク」を運営しております。
　子どもの「夢の発見」
から「夢の実現」をテー
マに、有名な教育評論
家の先生や、大手企業と
「○育」の視点で教育・
子育てを一緒に考える
サイトとなります。最新
の教育・子育て情報や、
イベント情報、プレゼン
ト情報などのご紹介を
しております。

「キッズスタディパーク」で検索　
もしくはhttp://www.k-sp.net/へアクセス

http://www.onze.co.jp

　マリンショップ /カタログ通販＆
Web通販のオンズマリネットです。弊
社ブースにお越しいただき、お客様登
録をしていただくと、商品情報満載の
ヤマハ2013 年度版・最新マリンカタ
ログをプレゼントさせていただきます。
もちろんすでにご登録のお客様、これ
からショップやカタログ＆Web 通販
にてお買い物をしていただきましたお
客様にもプレゼント!
　弊社ブースでは、救命・安全をテー
マに、STANDARD 国際 VHF&GPS
や、日本デジコム社インマルサット、ライフジャ
ケットなどを展示しております。
築地のショップは2月に新築オープンしたばかり。
品揃えもますます充実、皆様のご来店をお待ちしております。

オンズマリネット／田中産業株式会社
ONZE MARINET

BOOTH NO.

B-19

業販部門のお問い合わせは 田中産業株式会社 TEL:03-3551-2461
※ヤマハ純正部品販売とマリン用品の業販もいたします。　

2013年度版・
最新ヤマハ

マリンカタログを
プレゼント!!

http://www.yumenoshima-marina.jp/　http://www.urayasu-marina.jp/　http://misaki-marinecenter.com/

第2回 東京湾ダブルハンドヨットレース 
【開催日】平成25年 4月28日（SUN）
【申込期間】平成25年 3月1日～
「いざ！春の東京湾。～海上でおりなす2人のハーモニーが未知の感
動を奏でる」

第5回 SUBARU-ZA CUP YACHT RACE TOKYO BAY OPEN 2013
【開催日】平成25年 7月14日（SUN）
「東京湾の夏の風物詩、スバルザカップヨットレース。「若洲・東京
ディズニーランド沖」と「東京湾アクアライン・海ほたる」という東京湾
のランドマーク間の海域で開催されるヨットレース。レース経験の少
ない方でも参加して頂けるよう、実行委員会によるレース講習会も開
催予定です。集まれ！初夏の東京湾。」

第3回 東京湾インショアレガッタ
【開催日】平成25年 10月13日（SUN）、14日（MON）
「東京湾で最速の IRCレーサーは誰だ！」

東京夢の島マリーナ・浦安マリーナ・三崎本港特別泊地
TOKYO YUMENOSHIMA MARINA・URAYASU MARINA・MISAKI MARINE CENTER

「スバル興業株式会社（東京夢の島マリーナ・浦安マリーナ・三崎本港特別泊地）は、ヨットレースを通じてヨットの普及に貢献できればと考えます。」

スタッフ一同、
会場にてお待ち
しております。

BOOTH NO.

D-27

http://www.tohatsu.co.jp

　私たちトーハツは、海を身近に感じていた
だける様なブースレイアウトで、皆様のご来
場をお待ちしております。
　今年の目玉といたしましては、当ボー
トショーに合わせて発表致します “TFW-
23/25R”。究極の釣り船といわれる和船を

ベースに、レジャーテイストをプラスした新
しい船のスタイルを皆様にご提案させて頂き
ます。合わせて、キャビン付モデルのフラッグ
シップ “TF-250SC” を当ブースに準備いた
しております。
　一方、船外機コーナーには、免許不要ミ

ニボート対応、人気モデルの4ストローク２
馬力を始め、バッテリーレスでの始動を可能
とした電子制御燃料噴射装置（EFI）を採用
した4ストローク30 馬力、2サイクルの進
化系、低圧筒内直接噴射方式を採用し、パ
ワフルでありながらクリーンで低燃費を実現
したTLDIシリーズと見どころ満載となって
おります。
　その他、当ボートショーでしか知ることが出
来ないトーハツの取り組みも準備いたしてお
りますので、トーハツブースへお気軽に足を
お運びください！

トーハツ株式会社
TOHATSU CORPORATION

SMALL
BOAT

CORNER

BOOTH NO.

D-39

トーハツブースに
ご来場いただき、
アンケートにお答え
いただいた方には、
オリジナルロゴ入り
エコバッグ
（不織布製）
プレゼント！

http://www.nauticmats.jp/

　クリーンテックス・ジャパ
ンは世界各国に拠点を持つ
マットメーカーであるクリー
ンテックスグループの日本法
人です。nautic mat（ノー
ティックマット）はプレジャー
ボート、クルーザー用マット
ブランドでありヨーロッパを
はじめとした世界各国で非
常に親しまれているマットブ
ランドです。海のような青、
藍、黒のモノトーン地のベー
スに、船舶をモチーフした
様々なデザインが刺繍された
上品な趣きが最大の特徴で
す。また、船上での使用を可能にする為に高い吸水性とグリップ
力を兼ね備えております。展示会場では、nautic mat の 2013
年モデルに加え、nautic mat 以外のマリン用マットを複数展示
しております。皆様のお越しをお待ちしております。

クリーンテックス・ジャパン株式会社
KLEEN-TEX,JAPAN,INC.

BOOTH NO.

C-10

 「ブロードバンド液晶カラー魚探」は、昨
年のボートショーにプレジャーユース対応
機として、8.4インチ液晶型「CVS‐128B」
を出展し、大きな反響を呼びました。また、
使いやすさと高速描画がウリの光電プロッ
ターの正統後継「GTD-121」を発表し、高
評価を受けております。今年はこの2機種
の技術を組み合わせたプロッター・ブロー
ドバンド魚探「CVG-87B」を出展します。
　従来の魚群探知機は船底に装備した送
受波器の周波数しか出力できません。プレ
ジャーユースの多くは50kHz/200kHzでした。
　その日の釣り物に合った最適周波数がその場で選べることが、
在来魚探には無くブロードバンド型が持つ一番のお勧め機能で
す。その他の便利な機能や用法についてはコーデンブースで “見
て触って”お確かめ下さい。
　また、昨年発表したセンサー部をトランサムに手軽に装備できる
「トランサムソナー ESR－SS1BB」型も注目です。
 「釣り好き」諸氏は、ぜひKODENバルーンの下にお集まり下さい。

株式会社 光電製作所
KODEN ELECTRONICS CO., LTD. これ1台

あれば

どんな釣
りもOK

！

ついに登
場！

小型プロ
ッター・

ブロード
バンド魚

探

周波数50/200kHzの
廉価版CVG-87も用意
しております。

BOOTH NO.

C-39

http://www.koden-electronics.co.jp

http://www.toyota.co.jp/marin/

　トヨタマリンは、昨年「日本ボート・オブ・ザ・イヤー２０１１」を受賞
した「ＰＯＮＡＭ-３５」にボートの位置と方位を保持する機能を持った
「トヨタ バーチャル アンカー システム」（ＴＶＡＳ）とフライブリッジ
のエアコンを標準装備した新バージョンの「ＰＯＮＡＭ -３５」を横浜
ベイサイドマリーナに出展します。今回の商品改良は、カーレーサー
の飯田章氏プロデュースによるもので、内装に木目調仕様を追加設
定。また、ロアヘルムの廃止とソファの拡大により居住性を大幅に向
上。３月９日（土）と１０日（日）には、パシフィコ横浜会場のトヨタブー
スで、トークショーを開催しますのでご期待下さい。
　パシフィコ横浜会場では、人気の「ＰＯＮＡＭ-２８」シリーズに加え、
新コンセプトのオールアルミボートを参考出展します。

トヨタ自動車株式会社
TOYOTA MOTOR CORPORATION

YOKOHAMA
BAYSIDE
MARINA

BOOTH NO.

C-52

ＰＯＮＡＭ-３５ ＰＯＮＡＭ-２８Ⅲ ＰＯＮＡＭ-２８Ｌ

http://www.ntp.co.jp/marina/

●飛行機でも電車でもクルマでも便利な立地条件 !
・知多横断道路セントレアラインりんくうICより3分
・中部国際空港セントレアよりクルマで5分
・名鉄空港線りんくう常滑駅下車徒歩 5分
●充実したマリーナ施設
・小型艇から70ftクラスの大型艇保管にも対応
・60トンに対応したホイスト（揚降施設）
・70ftクラスの大型艇が4隻収容可能な修理工場を完備
●伊勢湾・三河湾はもちろんのこと、
　伊勢志摩や御前崎・潮岬へのクルージングにも絶好のポジション
　名古屋トヨペット（株）はボートショーでこのマリーナの魅力を、パ
ネル展示やジオラマの展示等で詳しく説明していく予定です。セント
レアに隣接するマリーナですので、中部エリアの方だけでなく、全国
にお住まいの皆様にも十分ご利用いただけると思っております。是非
名古屋トヨペットブースで、中部地区の新しいマリーナの魅力を体感
してください。

名古屋トヨペット株式会社
NAGOYA TOYOPET CORPORATION

BOOTH NO.

D-50

NTPマリーナりんくう 
完成予想図2013年、4月　

“マリーナりんくう”
OPEN !!

“マリーナりんくう”は中部国際空港セントレアから車で5分という好立地が大きな特徴で、飛行機を使ってのマリーナ利用についてすでに、
遠方の方々から沢山のお問合せを頂いており開業前にも関わらず大きな手応えを感じています。
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