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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。
・こちらのファイルは全部で4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。

ソフト系パートナーショップ

会社名
あ

青木ヨット
青木ヨット㈱
ヨット㈱
い

き

㈲石橋海事
KIKU BoatService
㈱KIKU

こ

問合せ
問合せ先
〒598-0093 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北1
TEL：072-465-8192
FAX：072-465-8194
Email：info@aoki.us
URL：www.aokiyacht.com
〒251-0053 藤沢市
FAX：0466-25-5643
〒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
〒249-0005 逗子市

㈲コーストウィンド

取扱内容
ヨットスクール、中古ヨット販売修理、
Zen24販売

コメント
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。

主機関（輸入エンジン）、電気関係修理、
廻航、運航管理
各社新艇・中古艇販売、修理・管理業務、 特にﾄﾛｰﾘﾝｸﾞ（ｶｼﾞｷ）に力を入れておりま
BLACK BARTﾙｱｰ代理店
す。
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

し

〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-3 シーサイドピアビル4F
TEL：045-770-5520
FAX：045-770-5521
船舶の管理、点検、キャプテン、クルー乗 安心と信頼で25周年のシーメンズパワー
㈱シーメンズパワー
船、 曳航、回航等
です。ご用命お待ちしております。
Email：sps@seamenspower.co.jp
URL：www.seamenspower.co.jp/
〒374-0075 群馬県館林市西高根町52-4
TEL：0276-72-0069
FAX：0276-72-0878
自社製造船舶及び、内外各社のエンジン、 弊社は長い間、船舶の設計及び製造等の
ジャパン開発
ジャパン開発㈱
開発㈱
用品等の販売、修理
多くの経験を持ったスタッフが多い
Email：info@jkk-tokyo.com
URL:www.jkk-tokyo.com
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2-6-15 TUKビル301
す
ストレブロ、ニンバス、エッジウォーター、プ 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
TEL：045-521-1140
FAX：045-506-2423
リンセス／中古艇／船舶輸入・輸出販売・ 艇とも選りすぐり、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
㈱ステーベル
船舶修理・中古艇販売及び仲介・船舶用 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
Email：info@stebel.jp
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ます。
部品販売
URL：www.stebel.co.jp
〒238-0233 神奈川県三浦市向ヶ崎町8-40
せ
FAX：046-882-4319
㈱セイルス・バイ・ TEL：046-882-5451
セイル、ロープ及び加工、バッグ等マリンア 乗り手側の見地から適切なアドバイスと商
品を製作販売します
クセサリー、セイリング・コンサルタント
ワッツ・ジャパン Email：info@wattsmarine.jp
URL：http://www.wattsmarine.jp 、 http://quantum-jpn.com
〒292-0831 木更津市富士見3-1-22
・アクアラインで東京からあっという間の距
TEL：0438-23-2091
FAX：0438-23-1455
ヤマハボート・船外機・ヨット・ジェット・シー 離です。・釣り場は目の前、潮干狩りもでき
セントラル㈱
セントラル㈱
スタイルレンタル・木更津マリーナ・他
ます。・海もきれいな木更津でボーティング
Email：info@central-boat.co.jp
を楽しみましょう。
URL：http://www.central-boat.co.jp

た

ダイブキュー

〒164-0011 中野区
TEL：03-3361-7066
Email：ZVC00701@nifty.ne.jp
URL：http://diveq.org/

潜水作業全般（水中撮影、水中回収）、ダ
イビング講習全般

会社名

問合せ
問合せ先

〒104-0041 東京都中央区新富2-12-4
TEL：03-3551-2461
FAX：03-3551-2477
田中産業㈱
田中産業㈱
Email：onzemarinet@onze.co.jp
URL：www.onze.co.jp/
〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-3 ピアビル3F
は
TEL：045-773-4928
FAX：045-773-4922
ハナ
コーポレーション㈲
㈲ Email：hana@hana-marine.jp
コーポレーション
URL:www.hana-marine.jp
〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1386
TEL：090-3132-6934
FAX：046-875-7092
葉山ヨット
葉山ヨット工房
ヨット工房
Email：kenjim1012@jcom.home.ne.jp
〒236-0046 横浜市金沢区釜利谷西3-5-16
ひ
㈲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
FAX：045-771-3762
㈱平野ボート
平野ボート／
ボート／ TEL：045-771-2223
ヨコハママリーナ Email：info@yokohama-marina.co.jp
URL：www.yokohama-marina.co.jp
〒233-0012
横浜市港南区上永谷3-19-8
ま
マイ暮
マイ暮らす
上大岡店
TEL：045-349-2439
FAX：045-349-2478
〒249-0008 神奈川県逗子市小坪5-23-2 逗子ﾏﾘｰﾅ2044号
TEL：0467-60-4833
FAX：0467-60-4877
㈲マリンシステム
Email：info@boats.jp
URL：http://Boats.jp
〒238-0225 神奈川県三浦市三崎町小網代515
も
FAX：046-881-0449
モーターワークス TEL：046-881-0448
カンパニー
Email：mwc@piyoyonet.com
URL：www.piyoyonet.com/mwc
〒143-0003 東京都大田区京浜島3-4-1
や
TEL：03-3790-2230
FAX：03-3790-2238
㈱安田造船所
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
ヤマハ発動機
ヤマハ発動機㈱
発動機㈱
TEL：045-775-1150
FAX：045-775-1850
ヤマハボート横浜店
ヤマハボート横浜店
URL：www.yamaha-boat.jp/

取扱内容

コメント

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

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

マリンビジネスコンサルタント

輸入についてのアドバイスいたします。そ
のほかマリンビジネス全般

スズキマリン特約店。船外機、エンジン修
オーナーの皆様の快適なマリーナライフを
理全般、艇体メンテナンス、フィッシング艤
お手伝いする、私達は海の便利屋です。
装、操船講習、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 JR新杉田駅近く。首都高速杉田ランプより
置、ボートライセンススクール、マリンクラ １分。創業102年の実績。ボート、エンジン
他御相談心よりお待ち申し上げます。
ブ(レンタルボート)他
船内清掃（全般）

当店女性スタッフが船内をピカピカに致します。お見
積は無料ですのでお気軽にお電話下さい。

船舶（JCI船、JG船）の輸入代行業務

世界中から船舶を輸入代行いたします。

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。

会社名
れ

㈱ＲＥＧＵＬＵＳ
ＭＡＲＩＮＥ
わ

㈱ワイ・エフ・シー
横浜ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞ
ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞ
横浜
ﾏﾘｰﾅ

問合せ
問合せ先
〒236-0007 横浜市金沢区白帆4-2 マリーナプラザ５階
TEL：045-770-6020
FAX：045-770-6021
Email：tsumura@regulusmarine.co.jp
URL：www.regulusmarine.co.jp
〒236-0012 横浜市金沢区柴町361
TEL：045-789-3760
FAX：045-789-3779

取扱内容

コメント

現在４５隻のボートの年間保守点検管理を
ボート・ヨット等の年間保守点検管理、年 承っております。マリン整備士による毎月
間船体洗浄、船長派遣、クルー派遣、各部 の機関機器点検・無料離着岸補助など、
修理、操船指導、回航等
ボートオーナー様をフルサポートさせてい
ただきます。
ヨット、ボート保管

