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http://www.suzuki.co.jp

　スズキでは、『情熱と革新技術によるも
のづくり』をテーマに、ご来場のお客様に
感動と満足を提供するブースでお迎えい
たします。船外機の展示では、カーボン製
エンジンカバーを採用したコンセプトモデ
ル「DF300＋（プラス）」や、「DF60A」を
ベースに、大径プロペラと高い減速比のギ
ヤを装着した高トルク仕様の「DF60AV」。
パワーチルトを追加した「DF20AT」。リーン
バーン（希薄燃焼）システムや電子制御方式の
スロットル＆シフトを採用した「DF150」。さら
に、「DF140A」「DF90A」「DF20A」は、カット
モデルを展示いたします。毎年ご好評をいただいてい
る「技術コーナー」では、デザイン・設計・テスト・量産までの行程
や、最新技術をご紹介。「先進技術を生かした情熱ものづくり」を
実感いただけます。ボート展示では、エントリーユーザーから本
格アングラーまで幅広いユーザーに納得していただけるフィッシ
ングボートや、新型救助艇の展示をいたします。スズキスタッフ
一同、皆様のお越しをお待ちしております。

スズキ株式会社
SUZUKI MOTOR CORPORATION

BOOTH NO.

C-53

http://turtle-marine.com/

　新しくなったKOHLERのディーゼルエンジンモデルのジェネ
レーターです。1500RPM/50Hz、1800RPM/60Hzの静かで
高耐久な運転が特徴で、質の高い出力電力を供給します。もちろ
ん従来のKOHLER 製ジェネレーターと同様にサウンドシールド
を装備し、高い防音性を保っています。新しくなったコントロー
ルパネルは液晶画面に様々な情報を表示することで、ジェネレー
ターの状態をより詳しく確認することができます。多くのセンサー
やプログラミングされたコントロールによる安全性の高い運転を
行い、故障時の原因
究明に貢献する自己
診断機能、故障箇
所表示機能によって
安心してお使い頂け
ます。電圧は 100
～ 120V/200 ～
240V の範囲で設
定可能。6～ 11kW
まで3機種をライン
ナップしています。

有限会社 タートルマリン
Turtle Marine Inc

BOOTH NO.

C-29

http://www.nissan-marine.co.jp

　日産マリーンからは室内展示３隻と屋外
（YBM）展 示として N34Convertible の
計４隻を出展。室内展示は、今回のボート
ショー会場で初めて姿を現す注目の新型サ
ンキャット245CSと昨年発表して多くの
支持を得ているサンキャット26Ⅱに加え、
2011 年度ボートオブザイヤー国産中型艇
部門賞に輝いたウイングフィッシャー 27を
出展しています。注目の新型サンキャット
245CS（Cubic Sedan）は、あらためて日
本の海に合い、日本の釣りシーンに最も合
う小型フィッシングボートの姿を徹底して追
求したボートです。より高い走行性能と安定
性を求め、従来のサンキャットのハルを更に
改良進歩させたカタマランハル、スクエアバ
ウデッキが象徴する広いデッキ面積、キュー
ビックなキャビンが実現した快適な広さ、高
い収納性、圧倒的な視界の良さなどに加え、
本格的イケスを２ヵ所装備した大変実用性、

信頼性の高いボートです。同時展示するサン
キャット26Ⅱは初代サンキャットのコンセプ
トを守りながら正しく進化し、誰でも安心し
て乗っていただけるカタマランボートです。
群を抜く安定性、省エネ性能を是非体感して
いただきたいものです。ウイングフィッシャー
27は走行性能の良さ、完成度の高さが特
に評価されているボートです。仲間を呼んで
楽しく安全に釣りに行きたい。そして、それ
らの楽しさをずっと長く続けられるよう、信
頼性の高い造りと飽きの来ない品のあるデ
ザインでまとめられたボートです。屋外展示

場（YBM）には、日産マリーンが誇る本格オ
フショアクルーザーN34Convertibleを展
示しています。 N34Convertible は日産マ
リーン伝統のトンネル型プロペラ周辺構造
を採用することで、大型フライングブリッジ
艇ながら重心を低くし、抵抗の少ないNAFS
船型と相まって、優れた安定性と乗り心地を
実現しています。室内は高品質で落ち着いた
木工内装が施され、海に囲まれた優雅な時
間をゆっくりお楽しみいただけます。日産マ
リーンブースでは皆様のご来場を心からお
待ちしております。

日産マリーン株式会社
NISSAN MARINE CO.,LTD.

YOKOHAMA
BAYSIDE
MARINA

BOOTH NO.

D-40

N34Convertibleサンキャット245CS

http://www.kairekyo.gr.jp/ 

　私たち日本海洋レジャー安全・振興協会で
は、幅広いマリンレジャーに係わるサービス
を行っています。 例えば、海へのパスポート
であるボートライセンスの試験、ライセンス
の更新講習。ボート・ヨットオーナーの方々

に向けた艇の故障や海上でのトラブル時の
曳航、捜索、救助などのレスキューサービ
ス。また、スキューバーダイビング事故者へ
の緊急医療援助などを提供しています。さら
に海の魅力を満喫できる全国的な施設「海

の駅」の情報発信も行っています。 今回私た
ちは、協会の持つ各サービスばかりでなく、
私たちのサービスに関係する他の団体と一
体となったブースを展開いたします。皆様の
ご来場を心よりお待ちしております。 

財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会
Japan Marine Recreation Association

BOOTH NO.

D-30

安全に安心してマリンレジャーを楽しめる情報発信基地です。 ぜひ、お立ち寄り下さい。

海への
エントランスブース！

http://www.cmp.co.jp

中国塗料株式会社
CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

BOOTH NO.

C-20

●不動の人気者ペラクリンセットに新展開！？
●Seajet 037に待望の新色追加！
●塗料・塗装のご相談を承ります。
●Seajet オリジナルコットンバッグプレゼント！

　Seajetブースでは塗料エキスパートの技術スタッフがあなたの
愛艇を美しく保つためのアドバイスを致します。お困りのことがござ
いましたらどうぞお気軽にSeajet ブースへお立ち寄り下さい。

プレジャー
ボート・ヨット
専用塗料

http://www.tosoku.co.jp

　最上位機種テクノスタビ
TS1440を特価即売！海
上での大きな揺れを
吸収し、14 倍の
高倍率でも目標
を的確にとら
えます。振動補
償範囲±5°の
実力を是非当社
ブースでお確かめく
ださい。もちろん12倍
のマリンレジャー向けテクノ
スタビ TS1232や双眼鏡を多種
ご用意しております。その他、光学／熱式の各種ナイトビジョン
なども展示即売。是非お立ち寄りいただき新しい世界を体感して
ください。

東京測器株式会社
TOKYO SOKKI Co.,Ltd

BOOTH NO.

C-21

「目標物」は揺らさない！ 
防振双眼鏡の最高峰 “TS1440”

http://www.newportmarine.co.jp/

　ボート購入資金、保管料金、修理、メンテ
ナンス…… せっかくマイボートを手に入れて
も、1シーズンを待たずに「こんなハズじゃな
かった」と嘆くオーナーが少なくありません。
これからはマリンスタイルに合わせて、ボー
トを選ぶ時代。
　ニューポートマリンクラブは、まさにオー
ナー感覚でマリンライフを手頃な予算で楽
しめる会員制クラブです。お手頃なFIRST
会員からSEAGULL 会員そして本格的な

GRAND会員の３つのタイプがあります。
● クラブ艇は21ft ～ 53ftまで
 　充実のラインナップ
　クラブ艇は外洋クルージングを満喫できる
クルーザーから、ベイエリアのシーバスキャ
スティングに適した21ftまで、さまざまなマ
リンプレイに対応する全 23艇からお選びい
ただけます。
● いつでも完全完備の快適クルージング
　会員様はメンテナンスはもちろんのこと、

わずらわしい洗艇等の作業はすべてスタッフ
が対応致します。寄港後すぐに帰ることがで
きます。
● 東京湾・湾岸エリアから伊豆七島まで
　都心から20分のアクセスで、マリンライ
フが広がります。東京・横浜ベイクルーズ&
フィッシングから房総半島・相模湾での様々
なマリンスタイルが楽しめます。
● スタッフクルーが安心サポート
　経験豊かなスタッフがマリンライフを全面
的にサポートします。プレイスポットから釣り
のコツまでマリンのことなら、何でもご相談く
ださい。
● 操船の不安解消！マリン楽習システム
　操船に自信のない方に、スタッフクルーが
親切・丁寧なご指導いたします。離着岸・トラ
ブルシューティングなど、海での実践学習な
ので、ひとりでも自信を持って海に出られる
ようになります。

ニューポートマリンクラブ
Newport Marine Club

BOOTH NO.

D-28

オーナー感覚で楽しめる都内最大の会員制クラブ

http://www.bmojapan.com

（株）ビーエムオージャパンは海外での長年の商品開発の経験を生かし、
日本の海に高品質ながらコストパフォーマンスに優れた商品を提供し、ユーザーからの好評を得ています。

株式会社 ビーエムオージャパン
BMO JAPAN INC.

BOOTH NO.

C-31

オーニングシリーズ大好評！新製品も発売！！ 防水リチウムイオンバッテリー新発売！！
　快適マリンライフを楽しむための必需品、オーニングを多数そろえて展示してあります。
ボート、ヨットの必需品であるオーニングを気軽に装着できるよう、高品質ながら低価格の
オーニングを昨年より提供をはじめ、非常に好評を得て、昨年は400 艇ほどの艇に採用さ
れました。セールボートからキャビン付きボートまで、あらゆる艇に装着できるようタイプを
充実させてあります。

　防水ケース内蔵リチウム
イオンバッテリーPB-10AH
を発売します。今マリンライ
フでは、釣りや気象情報の
チェック等でスマートフォ
ン、ipadを活用したり、ナビ、GPSなどの使
用で、電源不足が問題となってきました。
　このため充電用や電源として、屋外で使え
る防水機能を持たせた軽量で高性能なリチウ
ムイオンバッテリーが求められてきました。ス
マートフォン、ipadの充電用ばかりではなく、
電源としてGPS機器、ハイプレッシャーポン
プ、電動リール、LED照明等これ1台あれば、
マリンライフは万全です。これからのマリンラ
イフの重要なツールになると思います。


