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　平成16年11月１日、小型船舶安全規則が改正され沿岸区域
（距岸 5海里）を航行する小型船舶は、海上保安庁刊行の「海
図」もしくは適切な航海用参考図等として（一財）日本水路協会発
行の「ヨット・モータボート用参考図（Yチャート）」、「プレジャー
ボート・小型船用港湾案内（Sガイド）」、「航海用電子参考図（new 
pec）」を備えることになりました。Yチャートはヨット・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ガイドは
小型船が利用する全国の小港湾の図集です。そして new pec は
パソコン上に新たな海・陸
情報を満載し操作性も
追求しました。海図、
Yチャート、Sガイド、
new pec、海底地形
図、その他デジタル
データなどを展示・
販売しております。ぜ
ひ（一財）日本水路協
会ブースにお立ち寄
りください。

http://www.xinchao.jp

　精密級クルーザー、ヨッ
ト、ボート、帆 船、タン
カー、戦艦等各種完成品
模型を取り揃えております
完成品模型専門店・シン
チャオです。
　当店の商品は全て木製
手作り竜骨作りで、プラス
チック類は使用せずスクラッチビルト、スケールダウン完成品です
ので、その迫力と豪華さは写真ではお伝え出来ないほど素晴らし
い感動を与えてくれます。　
　玄関、応接室、書斎などのインテリアのみならず、お祝いやプレ
ゼントにも最適です。
　またお客様特注仕様にも対応させて頂いておりますのでお気軽
にお問合せ下さい。

模型帆船ショップ・シンチャオ
Model Ship Shop : XINCHAO
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問合せ先
〒524-0102  滋賀県守山市水保町1145-16
ＴＥＬ: 077-585-4809 ＦＡＸ : 050-3156-3259
ショールーム：守山市水保町1147-12
Email:  info@xinchao,jp

「広島県ビジター桟橋予約システム」http://www.hiroshima-visitor.jp/index1.php

　瀬戸内海といえば「係留場所がわからな
い、浅瀬は多い、潮流が激しい、カキいかだ
がある。だから操船はちょっと…」という意見
をずいぶん聞かされてきました。

　一方で、「穏やかな波、美しい島々、おい
しい海の幸を抱えた瀬戸の海は、とってもク
ルーズしてみたい」というお話もよく耳にし
ます。
　広島県では、みなさまの快適な瀬戸内海
クルーズのために「瀬戸内クルージングポー
タルサイト」を開設します。当サイトでは、瀬
戸内海のビジター桟橋の施設情報や操船案
内に加えて、周辺の観光施設や宿泊施設等
の情報も掲載する予定です。広島県内のビ
ジター桟橋であればネット予約も可能です。
また、サイト内の「クルーズコンシェルジュ」
が、瀬戸内海クルーズに関するご質問にお答
えし、皆さまの快適なクルージングをお手伝
いします。
　さらに、広島県は世界遺産宮島に50ft 艇
が 4 艇係留可能な桟橋の建設を始めまし

た。工事の様子は順次
ポータルサイトに掲載し
ます。「瀬戸内クルージング
ポータルサイト」を活用して、「瀬戸内ひろし
まクルージング」にお越しください。
　広島県のブースでは、ポータルサイトのデ
モ画面を実際に見てさわっていただくことが
できます。ポータルサイトに関するご意見ご
要望も受け付けます。みなさまのお越しをお
待ちしております。

広島県
HIROSHIMA PREFECTURE

（写真提供：広島県）

　～瀬戸内クルージングポータルサイト～デモ画面公開中 広島 ビジター桟橋 検索⬅
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アンケートに
お答え

いただいた方に
「瀬戸内 広島レモン」

プレゼント

今年の夏は、
「瀬戸内ひろしま」で
クルーズしませんか？

http://www.honda.co.jp/marine/

　Hondaブースは「走りの歓び」をテーマ
に、免許不要の 2 馬力船外機から、フラッ
グシップ 250 馬力船外機までの 4スト
ローク船外機シリーズとともに、BF250の
2基がけ33ft パワーボート「フェレッティ
33CAT」や、BF225の2基がけ27ftパワー
ボート「コルトキャット27」、BF20 搭載
13ft パワーボート「コルトV13」などを展示

します。
　バッテリーの充電などマリンライフに役立
つポータブル発電機を展示するなど、走る
歓びとマリンライフの楽しさを提案します。
　Hondaはクルマやバイクで定評のある独
自技術の転用を積極的に行い、パワフルで
クリーンな船外機を開発。可変吸気システム
「VTEC」や電子制御燃料噴射方式「PGM-

FI」、リーンバーン（希薄燃焼）制御をはじ
め、船外機初の技術「BLAST」を投入。加速
時の空燃比に応じて点火時期を制御し、加
速性能向上を図っています。これら独自の
最先端技術の採用により、環境性能と動力
性能を両立させていきます。
　Hondaブースでは、皆様のご来場をお待
ちしております。

本田技研工業株式会社
Honda Motor CO., LTD.
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http://www.furuno.com

　フルノでは、自動操船を可能にするオートパイロット “NavPilot”
を発表するほか、詳細な海域情報を掲載したnew pecチャート
搭載のGPSプロッタ魚探、海底の底質と魚のサイズがわかるこ
とで人気を博する魚群探知機など、ボートユーザーにはかかせな
いマリンギアを一堂に展示します。また、タッチスクリーンにより
直感的な操作が可能な“NavNet TZtouchシリーズ”にはブラッ
クボックスタイプが加わりました。さらに全米で話題の高分解能
魚探 TtueEchoChirp（トゥルーエコーチャープ）も追加し、充
実したラインナップで登場します。その他にも探見丸システムの
新型子機や電動リール（共にシマノ製）を展示し“ボート釣りの楽
しさ”をご提供します。ぜひフルノブースへお越し下さい。

古野電気株式会社
FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
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待望のプレジャーボート向けオートパイロットが登場！

http://www.baytrip.jp

　（株）ベイトリップはTOPWATER 社製ボート&ヨット係船用
品の日本総代理店として、同社のコンセプトである「国際標準価
格」を前面に打ち出した価格のボート&ヨット用品アイテムを多
数用意して、皆様のご来場をお待ちしております。
　船台メーカーとしても画期的な新商品「ベイトリップキャス
ター」の展示を実施する予定です。

株式会社 BayTrip
BayTrip CO., LTD.
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コンセプトは「国際標準価格」の実現 !!!

http://www.yasuda-shipyard.com/

　安田造船所は、今年、建造開始するスポー
ツフィッシング「BREAKERS LEGEND（ブ
レーカーズ　レジェンド）410」を出展しま
す。51フィートが最小サイズとなってしまっ
た米国 BERTRAM 社から「360」「410」
「450」の3モデルを譲り受け、日本で建造

するのが「ブレーカーズ　レジェンド」。 
　アメリカのフィッシャーマンの世界で50
年に渡るバートラム社の歴史と、創業 100
年超の安田造船所がおりなすカスタム艇「ブ
レーカーズ」が融合することで、日本のマリン
業界に新たな風を起こします。

　BERTRAM410としてそのバランスの良
さとスタイリングでアメリカでも高い評価を
受けています。 日本のマリーナ事情や係留
事情を考えると、このサイズが一番扱いやす
いカジキ釣りの船のサイズともいえます。
　十分なオフショア性能とBERTRAMらし
いそのスタイリングを併せ持ち、キャビンの
中は最新のラグジュアリーな雰囲気が演出
されます。
　IPS900を選択した場合 BREAKERSな
らではの高速性能と対波性能を併せ持つこ
とができます。
　このクラスにおける、別次元のスーパー
フィッシャーをお楽しみいただけます。

株式会社 安田造船所
Yasuda Shipyard co.,ltd.

YOKOHAMA
BAYSIDE
MARINA

BREAKERS LEGEND 410 FlyBridge
横浜ベイサイドマリーナ フローティング展示

http://www.yamaha-motor.co.jp

　みなさまのマリンライフをトータルにサ
ポートし、海やボートの魅力をお伝えするヤ
マハ発動機は、「海、とびきりの週末」をブー
ステーマに掲げ、パシフィコ横浜・屋内ブー
スと横浜ベイサイドマリーナ・フローティング
会場に、ニューモデルを中心とした製品展示
を行います。また、パシフィコ横浜・屋内ブー
スでは、手軽な料金で全国のホームマリーナ
のボートがレンタルできる会員制マリンクラブ
『シースタイル』や新しい免許取得のスタイ
ルを提案するボート免許教室など、さまざま
なマリン情報を発信します。 
　2013 年のニューモデルが一斉に展
示される屋内ブースでは、SC-30eXと
SR310Xのクルージングボートをはじめ、
人気急上昇のスポーツボート最新モデル
AR192、AR240HighOutput、フィッシ

ングボートでは、YF-24、F.A.S.T.26EX、
SR-X の ほ か、FR-32EX と FG-40HP を
展示しています。また、マリンジェットコー
ナーではFX-Cruiser SHOの他、FX-HO、
FZS、VXR、VX-SPの5モデル。船外機コー
ナーでは、直列 4気筒 200 馬力エンジンを
搭載したニューモデル F200Fを含む5モ
デルを出展します。 
　横浜ベイサイドマリーナ会場では、プレ

ミアムヨッツとしてデザイン・走り・居住性
のすべてにおいて最高の品質を追求した
「EXULT36SS-X」を含む 3 艇を展示しま
す。 
　ボートは『これから』という方や『しばらく
ぶり』の方、さらには現在所有されている方
まで、お客様のご要望に合わせた、マリンラ
イフの楽しみ方をご案内します。ぜひヤマハ
ブースまでお越しください。 

ヤマハ発動機株式会社
YAMAHA MOTOR CO., LTD.

YOKOHAMA
BAYSIDE
MARINA

BOOTH NO.

D-54

～ヤマハブースで会いましょう～ SR310

MJ-FX Cruiser SHO

AR192

問合せ先 〒143-0003 東京都大田区京浜島3-4-1
TEL:03-3790-2230


