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　ボートコントロールシステム
「BCS」は、大型クルーザー、プレ
ジャーボート操船時に、操船者や
操船アシスタントの方が、操縦席
での操作を行わずに、ワイヤレス
リモコンで操作することができる
操船補助通信機器です。国内の電
波法基準をクリアしたワイヤレス
リモコンで、操縦者が確認しにく
いバウやスターン付近で目視によ
り操船を可能にしました！ 
　また、水中50mまで潜水可能
なリモートカメラをレンタル開始！
船底やマリーナ設備の確認が素早
く簡単に行うことができるようになります。あなたのオーシャンラ
イフをより一層楽しく便利にサポート！皆さまのご来場をお待ちし
ております。

株式会社 ポートサイド
PORT SIDE MARINE CORPORATION

BOOTH NO.

C-28

問合せ先 Tel:045-770-6141 e-mail:info@portside-marine.com

http://www.multik.jp

　Fwatch（フウォッ
チ )とは、世界各国
で特許を取得し、CE
スタンダード浮器具
基準 EN393に適合
した体重約 100kg
の大人から子供まで
使用可能な腕時計型
の手動膨張式浮力補
助具です。
　今回 Fwatchブースでは、フランスの発明展で金賞を受賞
した最新の水難事故対策を体感して頂くデモンストレーショ
ンを行ないますのでお気軽にお立ち寄り下さい。また、ボート
ショー２０１３会場にてFwatchをお求め頂いたお客様の特典
といたしまして、抽選で１名様に【防犯カメラ１台設置工事パック
（98,000円相当）】をプレゼントいたします。
※プレゼントの詳細はブースにてご案内差し上げます。
※法人のお客様向けにオリジナルデザインのFwatchを製作い
たしますのでご興味がございましたらご相談下さいませ。

マルチック株式会社　Fwatch 事業部
multikl,Inc.

http://www.yanmar.co.jp

　今年のヤンマーブー
スでは、パシフィコ横浜
屋内会場で最大級ボート

となる、EXシリーズフラッグ
シップ EX46を始め、発売から20 年以上
支持され続けるTOPRUNシリーズの最新
モデル FX24EZ、フィッシング機能 +広い
キャビンでマルチに楽しめるインボードシャ
フトドライブ EX33カスタマイズ艇の3艇

を出品致します。
　また、エンジンコーナーには、アメリカズ
カップオラクルチームのセイビングボートに
搭載されているエンジンを展示予定。またエ
ンジン前部駆動から発電機や油圧を取り出
した実機や、展示艇に搭載されているエンジ
ンを展示するなど、ディーゼルボートならで
はのカスタマイズを行い皆様のご来場をお
待ちしております。

［EX33］ ●全長：10.63m ●全幅：3.30m 
●全深：1.90m ●総トン数：5.0G/T超 ●航
行区域：限定沿海 ●最大搭載人員：12名
［FX24EZ］ ●全長：7.47m ●全幅：2.52m 
●全深：1.23m ●総トン数：5.0G/T 未満 
●航行区域：限定沿海 ●最大搭載人員：7名
［EX46］ ●全長：14.98m ●全幅：3.48m 
●全深：1.95m●総トン数：5.0G/T超 ●航
行区域：沿海 ●最大搭載人員：14名

ヤンマー舶用システム株式会社
YANMAR MARINE SYSTEM CO., LTD.
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ヤンマー
ブースで
お待ちし

て
おります

EX33 FX24EZ EX46

http://www.velasis.com

［FAIR LINE］ 優雅で気品のある外観や洗
練され尽くした内装で、英国のみならず世界
各地で多くの賞を受賞しているモダンクルー
ザーです。
● Targa58GT
30kt オーバーの走航性と開放的なオープ
ントップが特徴のモダンエクスプレスクルー

ザーです。
［Grand Banks］ チークを使った拘りの
クラシックトローラー。クラシックなデザイン
と格調の高いインテリアは、熟練した職人技
でハンドメイドされ最高級品です。
● 47 HERITAGE CL
グランドバンクスの象徴的なクラシックスタ

株式会社 ユニマットヴェラシス
UNIMAT VELASIS,Ltd.

YOKOHAMA
BAYSIDE
MARINA

BOOTH NO.

D-49

日本初公開艇、
NEWモデル艇を
出展しています !!

FAIR LINE Grand Banks TARTAN

ヴェラシスは英国が誇るサロンクルーザー｢FAIR LINE｣、
最高級トローラー ｢Grand Banks｣及び
優雅なクルージングヨット｢TARTAN｣を
横浜ベイサイドマリーナにて展示しています。

パシフィコ横浜会場には、ヴェラシスマリーナのブースを出展してます。マリーナ・マリンクラブの御案内をさせて頂いております。皆様のお越しをお待ちしております。

イルを忠実に受け継いでいます。
● 43 HERITAGE EU
昨年デビューした41 HERITAGE EUの後
継モデル。ジョイスティック操船のモダンな
トローラーです。
［TARTAN］ 伝統を重んじた美しい内装
と、優雅で安定感のある走りのクルージング
ヨットです。
● TARTAN4000
ダブルラット仕様のタータン最新モデル。イ
ンナーハルを使用しないことで軽量化をはか
り、丁寧に仕上げられた艇です。
● Fantail26
2013 年発売開始のタータン最小モデル。
全てをコックピットで操作出来るショートハ
ンド仕様で、ジェネカーを装備したセーリン
グをしっかり楽しめる艇です。

http://ridez.jp/

　環境に優しく、塩汚れを安全に綺麗に落とせるbio 技術 ! 船体
を綺麗にするだけでなく、コーティングも同時に行います。ナノテク
技術により、目に見えない部分に入りこみ、汚れを落としたうえから
コーティングがかかります。他にも色々な商品がございますので、是
非お立ち寄りください !!!

　環境に優しいリチウムバッテリー ! 鉛（MF）バッテリーの重さと比
較すると、半分以下 !!! 通常使用しているスターター用と、ディープ
サイクルを用意しました。小型～中型船舶まで対応します。他にも
水上バイク用、トライアル用などを取りそろえております。パワーパ
フォーマンスだけでなく、セーフティーパフォーマンスも同時に開発
をしているbraille BATTERY!!! 是非手に取って見てください !!!

株式会社 ライズインターナショナル
RIDEZ INTERNATIONAL CO., LTD.

BOOTH NO.

C-19

洗艇専用ケミカル Muc-Off

船舶用リチウムバッテリー braille

http://www.regar.co.jp

　株式会社リガーマリンエンジニアリングは
創業以来、世界一厳しい日本の海と、世界一
品質に厳しい日本のユーザーに優れたデザ
イン、優れた機能、耐久性、安全性を追求し
た最高のマリンギアを提供して参りました。
国内メーカーとしての誇りとプライドを胸
に、一品一品に魂を込めて製造しています。
　弊社ブースでは船の艤装の無料相談会
やフィッシング・トローリング用品のボート
ショー特別価格での販売、新製品のリリース
を予定しております。

株式会社 リガーマリンエンジニアリング
REGAR MARINE ENGINEERING INC.

当日は技術部門の専門スタッフもおりますので、お気軽にお立ち寄りください。中国語の通訳も常駐しております。
皆様のご来場、心よりお待ち申し上げております。

ボートショー
期間中は

2013年度版
最新カタログ&

バッグのプレゼントも
行っております。
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http://www.riviera-r.jp/

　1971 年に誕生して以来、日本における
マリーナの草分けとして比類なきステータス
を誇る「逗子マリーナ」。都心から車で約 50
分というアクセスの良さと陽光あふれる湘
南の海、そして富士山・江の島を一望できる
ロケーションが特徴です。広大な敷地には、
ハーバー、リゾートマンション、レストラン、
ブライダル＆パーティースペースなど各種
施設を完備。海浜型総合施設として、今後も
ますます発展を続けるリゾートです。
　ゲレンデとして最高といわれる相模湾に面
し、三浦半島南端の海を望む美しい景観と
温暖な気候に恵まれた「シーボニア」。水深
の深さ、平穏な湾など、ここはハーバーに求
められるあらゆる自然条件を備えています。
ヨットマンに愛され続ける伝統と格式のマ
リーナとして海の素晴らしさと豊かさを提唱
する先駆的マリーナです。
　神奈川県の港湾施設として整備された「葉

山港」。2010 年 4月からリビエラリゾート
が指定管理者として運営をスタートしまし
た。ヨット発祥の地として親しまれる葉山港
では学生のヨット選手権をはじめマリンス
ポーツ愛好家に利用されています。
　上記 3マリーナに加え、シェアリングに
より艇を所有することなく、クラブのヨット・
ボートやコンシェルジュサービスを利用する
ことができる会員制マリンクラブ「リビエラマ
リンクラブ」は、新しいマリンレジャーの形と
して展開し、逗子マリーナ・シーボニア・葉山
港の特性を最大限に楽しめるクラ
ブとして需要が広がっています。

株式会社リビエラリゾート
RIVIERA RESORT CO.,LTD.

BOOTH NO.

D-38

リビエラ逗子マリーナ

シーボニアマリーナ

会員制
マリンクラブ 
Riviera 

Marine Club
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