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H２７年
２７年６月現在

『パートナーショップ』とは・・・。
横浜ベイサイドマリーナが認定をしたマリン関係の業者です。
販売系、修理系、ソフト系のパートナーショップが有り、ＹＢＭ保管艇の皆様の今後のマリンライフにおける
様々な相談に対しサポートして頂けるエキスパートショップです。

整備のご依頼でパートナーショップを指名する事（指名作業）も出来ます。
ご依頼の際はウエストハウスにお問合せください。
【ご利用にあたってのご注意】
・こちらのファイルは全部で８ページになります。
印刷される場合はご注意ください。
・登録店のご紹介となりますので、ご不明な点につきましては、各店へお問合せください。
記載情報の無断転載を禁止します。

販売系パートナーショップ

会社名
あ
アインスＡ
アインス Ａリゾート㈱
リゾート㈱

青木ヨット
青木ヨット㈱
ヨット㈱

㈱アクティブマリン

Ａｚｕｒｅｅ Ｊａｐａｎ㈱
い
㈱イチサンゴイースト
う
ウインクレル㈱
ウインクレル㈱
え
㈱エースマリン

㈲エス・ビー・エフ
エム・ジー・マリーン㈱
エム・ジー・マリーン㈱

㈲エルファーロ
お
㈲オートガレリア

問合せ
問合せ先
〒590-0984 大阪府堺市堺区神南辺町4-120-2
TEL：072-224-4040
FAX：072-224-4041
Email：info@eins-a.jp
URL：www.eins-a.jp
〒598-0093 大阪府泉南郡田尻町りんくうﾎﾟｰﾄ北1
TEL：072-465-8192
FAX：072-465-8194
Email：info@aoki.us
URL：www.aokiyacht.com
〒232-0061 横浜市南区大岡1-34-2
TEL：045-731-1653
FAX：045-731-1654
Email：info@activemarine.jp
URL：www.activemarine.jp
〒105-0003東京都港区西新橋3-6-10 ﾏｽﾄﾗｲﾌ西新橋7F
TEL：03-6435-7578
FAX：03-6435-7579
Email：general@azuree-japan.com
URL：http://www.azuree-japan.com/
〒663-8225 西宮市今津西浜町2-16
TEL：0798-32-1350
FAX：0798-32-0135
Email：info@135-e.com
URL：http://www.135-e.com/
〒231-0032 横浜市中区不老町3-12-5
TEL：045-681-0104
FAX：045-641-6946
Email：m.matono@winckler.co.jp
URL：http://www.wslc.co.jp/yacht
〒234-0053 横浜市港南区日野中央1-17-1
TEL：045-286-1976
FAX：045-286-1977
Email：web@ace-marine.co.jp
URL：http://www.ace-marine.co.jp
〒236-0003 横浜市金沢区幸浦1-2-3
TEL・FAX：045-788-9598
携帯：090-3316-4626
〒272-0025 千葉県市川市大和田2-19-6
TEL：047-370-1501
FAX：047-377-6512
URL：www.mgmarine.co.jp
〒236-0051 横浜市金沢区富岡東2-5-30
TEL：045-350-9953
FAX：045-350-9954
Email：kageyama@chukotei.com
〒243-0023 神奈川県厚木市戸田542-1
TEL：046-226-6350
FAX：046-226-6351
Email：ynaru@mbn.nifty.com
URL：www.agmarine.jp/

取扱内容

コメント

シーレイボート、メリディアンヨット

ヨットスクール、中古ヨット販売修理、Zen24販売

我流なら2年、青木なら２日・・・ヨットを学ぶのに
特別な体力や、厳しい訓練は必要ありません。

輸入ヨット：デュフォーヨット（フランス）、
シドニーヨット（オーストラリア）
輸入ヨット部品：ファーラー（ファクナー/フランス）
スラスター、マリン食器
ヨット(Azuree33.40.46・Euphoria54)の販売。

YBMに試乗艇がございます。お気軽にご用命下
さい。

Ｄｅｈｌｅｒ、Ｘ－Ｙａｃｈｔｓ日本総販売元、ＺＯＤＩＡＣ
日本総販売元
Hanse-Yachts、Moody-Yachts、
Degero-Yachts、Northman-Yachts、
Targa、Sealine
ハンター、ロットマン、メインシップ、ルアーズ総
輸入元。新艇・中古艇の販売、ボート艤装品取
付工事、ボート保険代理店業務、ネット販売
ヨット・ボートの販売、修理
JCI検査代行
ボルボ、マーキュリー、ヤマハ、トヨタ、
シーレイ販売
中古艇販売の為の個人売買サービス

サロナ・エーゲヨット、日本総輸入販売元、ヨッ
ト・ボート部品、用品販売

ボート販売、艤装、釣りを含む。お客様にサポー
トさせて頂きます。

会社名
岡崎造船㈱
岡崎造船㈱

㈱オカザキヨット

オデッセイマリーン㈱
オデッセイマリーン㈱
か
㈱海王

神奈川トヨタ
神奈川トヨタ商事
トヨタ商事㈱
商事㈱
き
㈱キーサイド

KIKU BoatService
㈱KIKU
く
㈱クルーズテック

グレートワークス㈱
グレートワークス ㈱
こ

問合せ
問合せ先
〒761-4145 香川県小豆郡土庄町大部甲338
TEL：0879-67-2016
FAX：0879-67-2474
Email：info@okazakizosen.co.jp
URL：www.okazakizosen.co.jp
〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-2 ｴﾑﾋﾟｰｼｰ5F
TEL：045-770-0502
FAX：045-770-0518
Email：info@yachts.co.jp
URL：okazaki.yachts.co.jp
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内894-9 TSﾋﾞﾙ3F
TEL：046-879-2178
FAX：046-875-9973
Email：info@odysseymarine.co.jp
URL：www.odysseymarine.co.jp
〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-3 4F
TEL：045-773-0685
Email：info@kaiwo.com
URL：http://www.kaiwo.com
〒221-0062 横浜市神奈川区浦島丘3-30
TEL：0120-211-261
FAX：045-423-2613
Email：info@kanatoyomarine.com
URL：http://www.kanatoyomarine.com
〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-3 ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾟｱﾋﾞﾙ3F
TEL：045-773-0777
FAX：045-773-0741
Email：quayside@info.email.ne.jp
URL：www.quayside.co.jp
〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-3 ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾟｱﾋﾞﾙ3F
TEL：045-370-8256
FAX：045-370-8276
Email：kiku@zd.wakwak.com
〒238-0225 神奈川県三浦市三崎町小網代1257
TEL：046-880-0166
FAX：046-880-0167
Email：t_akiya3@cruisetech.jp
URL：www.cruisetech.jp
〒100-0011 千代田区内幸町1-1-1 帝国ﾎﾃﾙﾀﾜｰ12F
TEL：03-3580-7200
FAX：03-3580-7300
Email：info@great-works.com
URL：www.great-works.com/
〒249-0005 逗子市

㈲コーストウィンド

㈲コグレマリン
サービス

〒254-0023 神奈川県平塚市馬入2176
TEL・FAX：0463-24-1533
Email：kogurems@eagle.ocn.ne.jp
URL：www.kogurems.com

取扱内容
ヨット・モーターボート製造販売・修理

コメント
日本老舗岡崎造船。堅牢なハルと落ち着いた船
内、安心のOKAZAKIブランドです。日本製ならで
はの細かな仕様変更への対応もかのうですの
でまずはご相談下さい。

ヨット、ボートの販売、修理
取扱：ﾅｳﾃｨｷｬｯﾄ、ﾃﾞﾙﾌｨｱﾖｯﾄ、ｻﾙｺﾞﾎﾞｰﾄ、ﾍﾞﾗﾎﾞｰ
ﾄ、ｻﾌｨﾔｰﾖｯﾄ、ﾋﾟｯﾁｭﾘｱﾝﾎﾞｰﾄ、ﾉﾙﾃﾞｨｯｸﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ、ﾚﾝ ヤングパワーでがんばります。
ｼﾞｬｰﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ、ﾌｧﾝﾃﾝﾊﾟｼﾞｮ,ｶﾀﾏﾗﾝﾖｯﾄ/ﾎﾞｰﾄ、ｼｰﾖｯ
ﾄ、ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝﾎﾞｰﾄ

新艇・中古艇販売、ジャノー、プレステージ日本
総輸入販売元
ヨット・ボート：ジャノー(フランス)、
ホルベルグラッシー(スウェーデン)、中古艇
用品：船具、艤装品、ヘリーハンセン、ギル他

横浜ベイサイドマリーナ内で一番近いヨット・
ボート・ヘリーハンセン・ギルの専門店です。

トヨタマリン、ヤマハ発動機 販売代理店・ボート
リース、KTボート免許教室・ヤマハシースタイル
募集代理店・ボート保険

私たち神奈川トヨタ商事・かなとよマリンはKTグループの一員で
す。ヤマハ発動機㈱の代理店としてボート販売実績は39年にな
り、2010年からはKTボート免許教室を開講しています。｢楽しさ無
限大の海遊び！｣をキャッチフレーズに、弊社マリンスタッフが海遊
びのご提案からボート免許の取得、ボート購入、までサポートいた
します。

バイキング、カボ、正規輸入代理店、トヨタポー
ナム販売店、ヤマハネットワーク点、シーレイ関
東地区販売店、新艇・中古艇の販売及び修理、
艤装全般取扱い。

横浜磯子に展示場及びサービスヤード(７５トン迄上
架可能)が有り、ベテランのメカニックが５人常駐、整
備、艤装、FRPの補修、全塗装、木工、金物製作、室
内のリニューアル迄全てのニーズ対応しています。

各社新艇・中古艇販売、修理・管理業務、
BLACK BARTﾙｱｰ代理店

特にﾄﾛｰﾘﾝｸﾞ（ｶｼﾞｷ）に力を入れております。

Raymarine（レイマリーン）製品

REGALクルーザーの販売
①Ｊｏｈｎｓｏｎ Ｙａｃｈｔｓ 日本代理店
②各種エンジン整備、修理
③操船指導、OSP業務担当
ボート、水上オートバイ、マリントレーラー販売、
エンジン、ＦＲＰ修理

会社名
小林商会

㈲コバルト

㈲コミヤマリン
サービス
さ
佐島マリーナ
佐島マリーナ㈱
マリーナ㈱
し
ＳＥＡ企画
ＳＥＡ企画㈱
企画㈱

㈱シーブリーズ
ボートサービス

㈱ＳＥＡ ＬＩＦＥ

ジャパン開発
ジャパン開発㈱
開発㈱
す
㈱スターボード

㈱ステーベル

㈱スナガ

問合せ
問合せ先
〒232-0026 横浜市南区二葉町3-20
TEL：045-251-2705
FAX：045-251-2707
Email：kobasho@kobasho.jp
URL：www.kobasho.jp/
〒414-0001 静岡県伊東市宇佐美1131-1
TEL：0557-47-0411
FAX：0557-47-6655
Email：cobalt-marine@cobalt-marine.com
URL：www.cobalt-marine.com
〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町2-19 KMC横浜ﾏﾘｰﾅ内
TEL：045-504-6160
FAX：045-504-6176
Email：komiya-marine@cc.wakwak.com
〒240-0103 横須賀市佐島3-7-4
TEL：046-856-0141
FAX：046-856-7199
URL：www.sajimamarina.com/
〒123-0862 東京都足立区皿沼2-8-10
TEL：03-3857-5971
FAX：03-3857-5972
Email：info@sea-kikaku.co.jp
URL：http://www.sea-kikaku.co.jp
〒236-0007 横浜市金沢区白帆４-3 ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾟｱﾋﾞﾙ１Ｆ
TEL：045-771-1000
FAX：045-771-0087
Email：boat@seabreeze.co.jp
URL：http://www.seabreeze.co.jp
〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-3
TEL：045-771-8727
FAX：045-771-8727
Email：kondo@sealife-inc.net
URL：www. sealife-inc.net
〒374-0075 群馬県館林市西高根町52-4
TEL：0276-72-0069
FAX：0276-72-0878
Email：info@jkk-tokyo.com
URL:www.jkk-tokyo.com
〒106-0032 港区六本木5-16-5 ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ六本木ﾌｫｰﾗﾑ501
TEL：03-5570-2700
FAX：03-5570-2710
Email：boat@starboard.co.jp
URL：http://www.starboard.co.jp
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2-6-15 TUKﾋﾞﾙ301
TEL：045-521-1140
FAX：045-506-2423
Email：info@stebel.jp
URL：www.stebel.co.jp
〒370-0704 群馬県邑楽群明和町斗合田113-1
TEL：0276-74-4110
FAX：0276-73-9698
Email：info@sunaga-boat.co.jp
URL：www.sunaga-boat.co.jp

取扱内容
各メーカーのエンジン・クラッチ等販売艤装、修理
オーナン他各メーカーの発動発電機（ジェネレー
ター）販売、艤装、修理、クルーズエアー、マリンエ
アー他各メーカーのマリンエアコン及び冷水器、販
売、艤装、修理

コメント
キャンピングカー及び業務用特殊車両（放送中
継車、レントゲン検診者、移動販売車等）の発動
発電機も販売、修理承ります。

中古艇及び新艇各種販売
船舶の修理・整備・保守及び保管、船舶部品・エ
ンジンの販売、新・中古船舶の販売、先に付帯
する一切の業務
国産・輸入艇販売、中古艇販売、
マリンエンジン、各種販売、修理全般

トローリング用品、マリン用品、船舶販売

３０年の実績であなたのマリンライフをフルサ
ポートいたします。

シーブリーズボートサービスは新艇・中古艇の販売から修理・メン
テナンス、パーツの販売、輸入代行、船検代行まで幅広いサービ
ス内容を行っております。販売させて頂いたボートは、メンテナンス
スタッフが定期的に状況をチェックリストに基づいて隅々まえチェッ
ク。その都度オーナー様に写真付きレポートにてご報告いたしま
す。

2014年横浜市金沢区4-3ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾟｱﾋﾞﾙ4Fから、同
じく1Fに移転。SHOW ROOMとしてオープン。
「AZIMUT」「EVER GLADES」正規ディーラーとして取
扱いを始めました。お客様のお越しをお待ちしており
ます。

YBMに隣接したロケーションにて業務を行ってお
Trekker CLASSIC、HUNTER YACHT取扱い、各
ります。日頃の点検・船検からセールボートの外
種中古艇取扱います。
洋航海までなんなりとご相談下さい。
自社製造船舶及び、内外各社のエンジン、用品 弊社は長い間、船舶の設計及び製造等の多く
等の販売、修理
の経験を持ったスタッフが多い
多くのボートの販売を通して40年以上の経験を
プリンセス・シーレイ・メリディアン・オーシャンア
生かしお客様に生きたアドバイスをモットーとし
レキサンダー他中古艇
ています。
世界中の高品質で安全なクルーザーボートを、私どもはお客様にご提供させて頂いて

ストレブロ、ニンバス、エッジウォーター、プリンセ おります。長年の経験により、お客様にあったクルーザーを新艇・中古艇とも選りすぐ
ス／中古艇／ 船舶輸入・輸出販売・船舶修理・ り、ご提案させて頂いております。自社スタッフによるメンテナンスを特に重要視し、敏
速なメンテナンスを目指しております。クルーの手配等も承ります。初心者の方には特
に丁重に、たまにはほんの少し厳しく、海遊びへの第一歩を共に進んでいきたいと思い
中古艇販売及び仲介・船舶用部品販売
ます。
船体及びエンジンメンテナンス、
中古艇販売

会社名
スループジョンＢ
スループジョンＢ
せ
㈱セイルス・バイ・
ワッツ・ジャパン

㈱セイルマート

ゼファ
トレイディング㈱
トレイディング㈱

セントラル㈱
セントラル㈱
た
大和住販㈱
大和住販㈱

㈱タジマジック

田中産業㈱
田中産業㈱

㈲ダルマ
て
テクノマーレ
インターナショナル㈱
インターナショナル㈱

問合せ
問合せ先
〒236-0037 横浜市金沢区六浦東2-4-6 ｸﾘｵ六浦壱番館202
TEL：045-790-1120
Email：sloopjb@goo.jp
URL：http://www.sloop-jb.com
〒238-0233 神奈川県三浦市向ヶ崎町8-40
TEL：046-882-5451
FAX：046-882-4319
Email：info@wattsmarine.jp
URL：http://www.wattsmarine.jp、 http://quantum-jpn.com
〒240-0108 横須賀市佐島の丘2-8-14
TEL：046-855-5858
FAX：046-855-5855
Email：info@sailmart.co.jp
URL：www.sailmart.co.jp
〒249-0006 神奈川県逗子市逗子6-8-23-203
TEL：046-873-3505
FAX：046-872-6675
Email：zephyr-tr@nifty.com
URL：www.zephyrtraｄing.jp
〒292-0831 木更津市富士見3-1-22
TEL：0438-23-2091
FAX：0438-23-1455
Email：info@central-boat.co.jp
URL：http://www.central-boat.co.jp
〒221-0053 横浜市神奈川区橋本町2-1-30
TEL：045-441-7700
FAX：045-440-6755
Email：info@princessyachts-japan.com
URL：www.princessyachts-japan.com
〒121-0836 東京都足立区入谷7-9-8
TEL：03-3897-3197
FAX：03-5647-8717
Email：tajimagic@keb.biglobe.ne.jp
〒104-0041 東京都中央区新富2-12-4
TEL：03-3551-2461
FAX：03-3551-2477
Email：onzemarinet@onze.co.jp
URL：www.onze.co.jp/
〒221-0044 横浜市神奈川区東神奈川2-49-11
TEL：045-461-1062
FAX：045-451-3187
Email：d-marina@daruma-marine.com
URL：www.daruma-marine.com
〒336-0965 埼玉県さいたま市緑区間宮607-1
TEL：048-878-6806
FAX：048-878-6807
Email：info@tecnomare-yachts.co.jp
URL：www.tecnomare-yachts.co.jp

取扱内容

コメント

輸入艇（ハンター社等）国産艇、新艇、中古艇販
経験豊富なスタッフが皆様のマリンライフをサ
売しております。メンテナンス、各種航海計器取
ポート致します。
付け、マリンパーツ、用品販売しております。
セイル、ロープ及び加工、バッグ等マリンアクセ 乗り手側の見地から適切なアドバイスと商品を
サリー、セイリング・コンサルタント
製作販売します
セイルボート及びモーターボート、新艇・中古艇
販売及び部品、用品販売、損害保険代理店(ヨッ
ト、ボート保険、その他)
Peninsular Engines総輸入元、ニッサンボート販
売特約店、バートラム部品輸入販売、中古艇販
売、クリアーメイト販売元、中古艇輸入販売、エ
ンジン、艇体修理工事

マリン業界40年の実績で皆様にご満足頂けるマ
リンライフのお手伝いをさせて頂ければ幸いで
す。船の購入からメンテナンスまで弊社にお任
せ下さい。

・アクアラインで東京からあっという間の距離で
ヤマハボート・船外機・ヨット・ジェット・シースタイ す。・釣り場は目の前、潮干狩りもできます。・海
もきれいな木更津でボーティングを楽しみましょ
ルレンタル・木更津マリーナ・他
う。
英国プリンセスヨットの日本輸入総代理店として
80ｔ・100ｔのマリントラべリフトを完備し、20ｆｔ～
サロンクルーザーを輸入販売・サポート業務を
100ｆｔまで整備対応いたします。
行っております。
ボートカバー、オーニング、エンクロージャー、イ
ンテリア、TAJIMAGIC CLEAR VIEW、設計・製
作・取付
新艇、中古艇販売
マリン用品、メンテナンス用品販売
回航、クルージングサポート
スズキ、ヤマハの新艇・中古艇販売、船外機販 ボートフィッシングについて、お気軽にご相談く
売、修理、マリン用品販売
ださい。
取扱艇：アプレアマーレ社、サンロレンツォ社、
取扱いの新艇以外でも海外の中古艇輸入や入
カンティエリ・ディ・サルニコ社、ジーランダー社
手困難な部品の輸入、そして修理&メンテナンス
用品：mase発電機、besenzoni(ｸﾚｰﾝ、ｷﾞｬﾝｸﾞｳｪ
も行っています。
ｲ)

会社名
と

な

に

の

は

問合せ
問合せ先

〒340-0823 埼玉県八潮市古新田9-1
TEL：048-960-0041
FAX：048-997-8582
東京ボート
東京ボート㈱
ボート㈱
Email：info@tokyoboat.co.jp
URL：http://www.tokyoboat.co.jp
〒174-0051 板橋区小豆沢3-5-4
TEL：03-3966-2222
FAX：03-3966-0090
トーハツ㈱
トーハツ㈱
URL：www.tohatsu.co.jp
〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-5 国際赤坂ﾋﾞﾙ３Ｆ
FAX：03-5114-7512
㈱ドコモCS
関東衛星サー
サー TEL：03-5114-5027
ドコモCS関東衛星
CS関東衛星
ビスセンター
Email：kantou-sc-ml@nttdocomo.com
URL：http://www.docomo.biz/html/service/widestar/
〒248-0013 鎌倉市材木座6-22-6
TEL：0467-60-4840
FAX：0467-60-4841
㈲トップセイルス
アンドカンパニー
Email：captain@top-sails.com
URL：www.top-sails.com
〒112-8701 文京区後楽1-4-18
TEL：03-5800-7280
FAX：03-3817-9028
トヨタ自動車
トヨタ自動車㈱
自動車㈱
URL：www.toyota.co.jp/marine/
〒464-0074 名古屋市千種区仲田2-14-16
TEL：052-763-7700
FAX：052-763-7701
㈱中日本開発
Email:n-nihon@r4.dion.ne.jp
URL:http://www.nnk-seamens.com
〒182-0002 東京都調布市仙川町2-7-11
TEL：03-3305-9030
FAX：03-3305-9070
ニックスマリン
Email：nics@ea.mbn.or.jp
コーポレーション㈱
コーポレーション㈱
URL：www.nics-marine.co.jp/
〒332-0002 川口市弥平3-12-9 芝川ﾏﾘｰﾅ内
TEL：048-224-2396
FAX：048-226-5832
日産マリーン
日産マリーン㈱
マリーン㈱
芝川サービスセンター
芝川サービスセンター Email：t-abiru@nissan-marine.co.jp
URL：www.nissan-marine.co.jp/
〒134-0084 東京都江戸川区東葛西3-17-16
TEL：03-3675-4701
FAX：03-3675-4703
ニューポート江戸川
ニューポート江戸川
Email：info@newportmarine.co.jp
URL：http://www.newportmarine.co.jp
〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-3
TEL：045-770-5666
FAX：045-773-5222
㈱ノースセール
ジャパン
Email：oyama@jp.northsails.com
URL：www.northsails.co.jp/
〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-2 ﾏﾘｰﾅﾌﾟﾗｻﾞ4F
TEL：045-778-1532
FAX：045-778-1533
㈱ハウンツ
Email：info@haunts-bs.net
URL：www.haunts-bs.net

取扱内容

コメント

ヤマハ、ヤンマー、トーハツ、スズキ、ボルボ、大
型艇～ゴムボート迄、トローリング～ハゼ釣り迄

トーハツボート、船外機販売

NTTドコモ 衛星電話サービス（ワイドスターⅡ衛
星船舶電話）の販売

ドコモのワイドスターⅡの通信エリアは国内200海里。電話番号は
090で始まる衛星電話。緊急時の｢118｣への通報は勿論、携帯とし
て会社やご自宅との通話だけではなくFAXやメールインターネット
もご利用いただけます。1か月間の短期設置も可能です。是非ご
検討下さい。

バヴァリアヨット(ﾄﾞｲﾂ)、シリウスヨット(ﾄﾞｲﾂ)、Ｊ
ボート(ﾌﾗﾝｽ)、レパードカタマラン(南ｱ)の輸入販 セイリングボートに関わる全てについて、親切且
売及びメンテナンス全搬、中古艇の販売、マリン つ専門的に対応いたします。
用品の販売
ポーナム販売、整備

船舶販売（新艇・中古艇)船体洗浄、廻航、小型
船舶免許教室、更新等

新艇（輸入・国産問わず）・中古艇販売及びアフ
ターサービス&サポート。関連商品の販売等

ボート販売。船体お良いエンジン修理、
メンテナンス全般

ヤマハボート

ノースセール・各種カバー・オーニング・ヨット
セール・オーニング等の修理
米国Albemarle正規販売店、BERTRAM販売代
理店、新艇及び中古艇の販売、整備、
各種艤装等

ベイサイドマリーナ、シーサイドピアビル４Fに本
社工場があります。

会社名

ひ

ふ

ほ

ま

問合せ
問合せ先

〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-3 ﾋﾟｱﾋﾞﾙ3F
TEL：045-773-4928
FAX：045-773-4922
ハナコーポレーション㈲
ハナコーポレーション㈲
Email：hana@hana-marine.jp
URL:www.hana-marine.jp
〒236-0046 横浜市金沢区釜利谷西3-5-16
㈲ビーズ
TEL・FAX：045-786-2675
トラディション
Email：sltyokohama@yahoo.co.jp
〒235-0032 横浜市磯子区新杉田町2
TEL：045-771-2223
FAX：045-771-3762
㈱平野ボート
平野ボート／
ボート／
Email：info@yokohama-marina.co.jp
ヨコハママリーナ
URL：www.yokohama-marina.co.jp
〒240-0115 神奈川県三浦郡葉山町上山口1448-5
TEL：046-879-2111
FAX：046-879-2181
ファーストマリーン㈱
ファーストマリーン㈱
Email：info@firstmarine.co.jp
URL：www.firstmarine.co.jp
〒244-0002 横浜市戸塚区矢部町321-15-103
TEL：045-867-0034
FAX：045-860-5212
ＶＭＧヨット
ＶＭＧヨット
Email：vmg@vmg-yachts.com
URL：http://www.vmg-yachts.com
〒240-0115 神奈川県三浦郡葉山町上山口2323-1
TEL：090-2626-9227
FAX：046-878-6100
Ｂｕｓｃｈ Ｓａｉｌｓ
リドガードセイル
Email：hl-sails@kg8.so-net_ne.jp
URL：http://shop.sail-ya.com/
〒238-0316 横須賀市長井3-33-8
TEL：046-857-2345
FAX：046-857-2333
フッド セイル
メイカース ジャパン㈱
ジャパン㈱ Email：info@hoodsails-jpn.con
URL：www.hoodsails-jpn.con
〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-2 ﾏﾘｰﾅﾌﾟﾗｻﾞ4F
TEL：045-770-6141
FAX：045-770-6351
㈱ポートサイド
Email：info@portside-marine.com
URL：www.portside-marine.com
〒136-0075 東京都江東区新砂3-11-2 東京湾ﾏﾘｰﾅ内
TEL：03-5632-9339
FAX：03-3699-5837
㈲マリンエクセル
Email：mf@marine-excel.com
URL：http://www.marine-excel.com
〒236-0007 横浜市金沢区白帆1番地
TEL：045-770-5611 FAX：045-770-5612
マリーンサービス児嶋
マリーンサービス 児嶋
Email:info@mskojima.co.jp
URL：www.mskojima.co.jp

取扱内容

コメント

アイランドパケットヨット輸入総代理店。ハンター、デ
ベイサイドマリーナマリンサービス児嶋のビル3F
ヘラー、Ｘヨット代理店。林賢之輔 設計セミカスタム
です。お気軽にお立ち寄り下さい。
ヨット、その他輸入代行

スズキマリン特約店。船外機、エンジン修理全
オーナーの皆様の快適なマリーナライフをお手
般、艇体メンテナンス、フィッシング艤装、操船講
伝いする、私達は海の便利屋です。
習、フィッシングガイド
ボート・ヨット・エンジン販売・修理、艇の陸置、 JR新杉田駅近く。首都高速杉田ランプより１分。
ボートライセンススクール、マリンクラブ(レンタル 創業102年の実績。ボート、エンジン他御相談心
ボート)他
よりお待ち申し上げます。
新・中古艇販売、ベネトウ、ラグーンシリーズ日
本総輸入販売元

C&C Yachts、M.A.T.Sailing Yachts取扱い。XYachts、Dehler Yachts、関東地区販売代理店

艇種選びから艤装、進水まで全てお任せ下さ
い。

各種セイル、ジェネカー、ファーラー、カーボン
ポール

ヨットセール・ボートカバー・ビミニトップ・エンク
ロージャー

丈夫で長持ちする製品を作り作り続けて４１年
平成元年より内外の新・中古艇の販売を行っており豊富な

Princess yacht正規販売店。PRESIDNT YACHT 経験を生してクルーザー購入のアドバイザーとして努力し
日本総販売元。SEA BOB日本総販売元。FLIR ております。納入後のメンテナンス・クルージングのお手伝
い等も積極的に行っております。お気軽にご相談を下さい
関東地区販売店
ませ。

ボート・ヨットの船底塗装、エンジン修理、
ＦＲＰ修理他

ヨット・ボートの用品・部品全般、ウエアー・アク
セサリー、メンテナンス用品、安全備品販売

会社名
み
㈱ミズノマリン
も
モーターワークス
カンパニー
や
㈱安田造船所

ヤマハ発動機
ヤマハ発動機㈱
発動機㈱
ヤマハボート横浜店
ヤマハボート横浜店
ヤンマー
舶用システム
システム㈱
舶用
システム㈱
ゆ

㈱ユニマット
プレシャス

り
㈱リビエラリゾート
・ 逗子ﾏﾘｰﾅ
逗子ﾏﾘｰﾅ
・ｼｰﾎﾞﾆｱﾏﾘｰﾅ

ろ
㈲ロッキーマリン

問合せ
問合せ先
〒143-0003 東京都大田区京浜島2-18-8
TEL：03-5755-8866
FAX：03-3799-7557
Email：info@mizuno-marine.co.jp
URL：www.mizuno-marine.co.jp/
〒238-0225 神奈川県三浦市三崎町小網代515
TEL：046-881-0448
FAX：046-881-0449
Email：mwc@piyoyonet.com
URL：www.piyoyonet.com/mwc
〒143-0003 東京都大田区京浜島3-4-1
TEL：03-3790-2230
FAX：03-3790-2238
Email：boat@yasuda-shipyard.com
URL：www.yasuda-shipyard.com
〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-4 ﾔﾏﾊﾏﾘﾝｾﾝﾀｰ内
TEL：045-775-1150
FAX：045-775-1850
URL：www.yamaha-boat.jp/
〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町12-1
TEL：045-771-8631
FAX：045-773-0970
URL:www.yanmar.co.jp/
〒239-0824 横須賀市西浦賀4-11-5
TEL：046-844-2111
FAX：046-844-9572
URL：www.velasis.com
〒249-0008 逗子市小坪5-23-9
逗 子 TEL：0467-24-1000
FAX：0467-24-8596
ｼｰﾎﾞﾆｱ TEL：046-882-1212
FAX：046-881-6120
Email：sales@riviera-r.jp
URL：www.riviera-r.jp/
〒259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩455
TEL：0465-68-0927
FAX：0465-68-2229
Email：info@rocky-marine.com
URL：http://www.rocky-marine.com/

取扱内容

コメント

ボルボ・MAN・CAT・STEYR・カミンズ等輸入マリ
ンディーゼル、いすゞマリンディーゼル販売・修 マリンディーゼルエンジンの年間のオーバー
理。ZFマリンギアパーツ日本総代理店。ボルボ ホールは日本一を誇ります。
ペンタサービスセンター。
新・中古船売買、機関船体保守修理、操船指
導、廻航、各種資機材暢違売買

立地的に離れていますが各種御用命承ります。

新艇・中古艇・輸入艇・輸入パーツ販売、修理全
般、運行管理
新艇（ﾔﾏﾊｻﾝｸﾙｰｻﾞｰ、ﾌｨｯｼﾝｸﾞﾎﾞｰﾄ、EXULTｼﾘｰｽﾞ）、中古艇（優
良、特選艇、委託艇/高価買取）、輸入艇（Marquis、CARVER）、
ボート免許取得、更新案内、レンタルボートクラブ（Sea-Style）案
内、メンテナンス

展示場には常時20隻以上の新艇・中古艇を展
示しています。是非お気軽にお立ち寄り下さい。

ヤンマー舶用商品（船体・エンジン）、部品販売、ヤンマー
エンジン修理

舟艇販売、FAIRLINE、C&C、GRANDBANKS、
TARTAN、HINCKLEY、ZODIAC

東京湾という恵まれた立地条件で静穏度の高い海域に緑
豊かな自然環境と澄んだ水、そして充実した機能と設備を
備えたマリーナこそがマリーナヴェラシスです

NAJAD（スェーデン）、Ｎａｕｔｉｔｅｃｈ（フランス）、Ｎ
ｏｒｄ Ｗｅｓｔ（スェーデン）販売、日本総輸入元
フィッシングボートを中心に初めての方からベテランさんま

ボストンホエラー、スズキ、ヤンマー、古野電気、 で安心安全のボートライフをご提案しています。初体験プ
ランの海女子会、海キッズ、海カップルは全くの初心者さ
Hondex、各商品、艇、エンジン販売
んが幅広く海遊びを体験できるニュータイプのボートライフ
です

