
アンカー マリンウェア
MARINE GOODS

ヒッチメンバー ヒッチキャリア
HITCHMEMBER

スチール製
亜鉛どぶづけ

表示されている適合サイズはあくまで目安です。ご使用される環境に合わせてお選びください。

用途に合わせて選べる
豊富なラインナップ！

オプション

（光源はLEDです。車側より
配線が必要となります。）

装着例

約63mm約100mm

約20mm

ゴム製
カラー：ブラック

スチール製　軸径25mm　
最大耐荷重：3500lb  1.6t
ボールサイズ：2インチ

ドロップ2インチ RC6530
商品No.B024

5,220【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥5,800[税抜]

スチール製　レシーバー角サイズ：50×50mm　レシーバー受け口（52～53mm）
ヒッチボール取り付け穴サイズ：26mm　マウントロックピン径：16mm
最大牽引力：1575～2000kg

LED内蔵ヒッチボールです。トレーラーを
連結していない時などのドレスアップアイテム
として!夜間のドライブでは注目を引くこと
間違いなし!

ドロップ3インチ RC6570
商品No.B023

5,940【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥6,600[税抜]

約63mm約85mm

約45mm

約63mm約65mm

ドロップ4インチ RC6614
商品No.B022

6,660【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥7,400[税抜]

約60mm約75mm

約70mm

ドロップ6インチ RC6655
商品No.B021

8,010【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥8,900[税抜]

約120mm

ドロップ8インチ RC6438
商品No.B020

8,820【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥9,800[税抜]

1,387【税抜】￥

光るヒッチボール
商品No.131

1,400【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥2,430[税抜]

スチール製
軸径19mm

商品No.34

4,628【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥6,708[税抜]

ステンレス製 
軸径19mm

商品No.33

1,573【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥6,708[税抜]

スチール製 
軸径25mmロング

商品No.110

369369369369【税抜】￥￥
メーカー希望小売価格 ￥1,000[税抜]

ヒッチボールカバー
商品No.105

プラスチック製　カラー：シルバー
装着可能サイズ：50×50mm

1,200【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥2,430[税抜]

レシーバーキャップ
商品No.850

スチール製

2,500【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥3,014[税抜]

レシーバーロックキー
商品No.37

ステンレス製

4,500【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥5,000[税抜]

マウントガードキー
ステンレス製

商品No.821

スチール製
太さ16mm 1,166【税抜】￥

メーカー希望小売価格 ￥2,138[税抜]

ピン＆クリップ
商品No.300

1,850【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥2,722[税抜]

スチール製
軸径25mm

商品No.35

約63mm約200mm

約170mm
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ヒッチキャリア・ヒッチキャリア(折畳み) 寸法図

※図はヒッチキャリア (折畳み )になります。※図はヒッチキャリア(折畳み)になります。

積載例

汚れたものや
濡れたもの車内に
積みたくないもの等の
積載に最適です!

ヒッチキャリア、ヒッチキャリア（折りたたみ式）、サイクルキャリア2台積みには、ピン＆クリップは付属されておりません。

海へ!

山へ!

サイクルキャリア 2台積み
商品No.233

様々な形状の自転車に対応可能です。

スチール製 自転車2台積載可能
本体重量:10kg 幅:177cm 奥行:58.5cm 高さ:61cm

※ 2インチレシーバー対応。ご注文の前に寸法等、よくご確認下さい。
 　レシーバーの形状により加工が必要となる場合がございます。
※タイヤ止めの位置はボルト止めですので、任意の位置に移動可能です。

64%%
OFF

メーカー希望小売価格 ￥38,888【税抜】
【税抜】￥13,887SALE

64%%
OFF

メーカー希望小売価格 ￥38,888[税抜]
【税抜】￥13,887SALE

サイクルキャリア 2台積み可倒式
商品No.232

可倒式の為、自転車の載り降ろしがスムーズに
行えます。

スチール製　自転車2台積載可能
本体重量:6kg 幅:36cm 奥行:71cm 高さ:93cm

※ 2インチレシーバー対応。ご注文の前に寸法等、よくご確認下さい。
　 レシーバーの形状により加工が必要となる場合がございます。 75%%

OFF

メーカー希望小売価格 ￥38,888[税抜]
【税抜】￥9,528SALE

折り畳み時

ヒッチキャリア（折りたたみ式）
商品No.231

クーラーボックスや濡れたもの等、
自由に積む事が出来ます。

スチール製　本体重量:約25kg　最大許容重量(※1):約50kg

※2インチレシーバー対応。ご注文の前に寸法等、よくご確認下さい。
　レシーバーの形状により加工が必要となる場合がございます。
※スペアタイヤ・キャリア等の装着がある場合は取り外しが必要に
　なる場合がございます。
※1: ヒッチメンバーの最大垂直荷重によって、
　積載量が変わります。

2インチヒッチボール

ボールマウント

・適合ボート: マリンジェット、ヨット、ミニボート、バスボートなどの小型艇
・適合底質:特に岩や粘土質等に。
・特徴:折りたたみ式の為、収納性に優れています。

ホールディングアンカー

4.0kg
商品No.108

2,500【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥6,500[税抜]

適合サイズ：10ft～14ft
重量：4kg　長さ：45cm

8.0kg
商品No.733

5,000【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥10,200[税抜]

適合サイズ：14ft～18ft
重量：8.0kg　長さ：58cm

15.0kg
商品No.734

10,000【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥18,000[税抜]

適合サイズ:18ft～24ft
重量：15.0kg　長さ：67cm

0.7kg
商品No.730

1,000【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥2,300[税抜]

適合サイズ：ブイなどに
重量：0.7kg　長さ：18cm

2.5kg
商品No.42

1,500【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥4,200[税抜]

適合サイズ：～10ft
重量：2.5kg　長さ：36cm

スチール製
亜鉛どぶづけ

スチール製
亜鉛どぶづけ

・適合ボート: マリンジェット、ミニボートなどの小型艇から大型のプレジャーボート、
 釣り船まで対応可能。・適合底質:砂・泥質などの海底。
・特徴:プレジャー艇では最も一般的で
アンカリング効果の高いアンカーです。
 海底の凸凹や砂地にめり込んで
アンカリングする為、砂泥質などの
海底に適した アンカーです。

ダンフォースアンカー

1.5kg
商品No.735

1,700【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥3,500[税抜]

適合サイズ：～10ft
寸法：幅27cm 高さ41cm 奥行き 9cm

10.0kg
商品No.739

5,000【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥11,800[税抜]

適合サイズ：14ft～18ft
寸法：幅47cm 高さ71cm
奥行き15cm

15.0kg
商品No.740

8,000【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥15,000[税抜]

適合サイズ：16ft～20ft
寸法：幅52cm 高さ79cm
奥行き17cm

20.0kg
商品No.741

10,000【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥20,000[税抜]

適合サイズ：18ft～25ft
寸法：幅58cm 高さ87cm
奥行き19cm3.5kg

商品No.390

2,400【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥4,200[税抜]

適合サイズ：8ft～12ft
寸法：幅40cm 高さ55cm
奥行き14cm

7.0kg
商品No.68

3,400【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥8,300[税抜]

適合サイズ：12ft～16ft
寸法：幅45cm 高さ65cm
奥行き 18cm

5.0kg
商品No.19

2,600【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥5,900[税抜]

適合サイズ：10ft～14ft
寸法：幅45cm 高さ58cm
奥行き 15cm

NIXE ラッシュガード 
ロングスリーブ

商品No.3126

2,591【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥9,722[税抜]

サイズ： M, LBBB

BODYGLOVE
トルク ジャケット
＆ジョン

商品No.21150

34,884【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥41,040[税抜]

カラー：ブラック、レッド、
ロイヤルブルー×ブラック、
グリーン×ブラック、
イエロー×ブラック、
レッド×ブラック
サイズ：S、M、L、XL
素材：2.5mmネオプレーン

10,200【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥12,000[税抜]

10,200【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥12,000[税抜]

子供用ライフジャケット
（Choi）

商品No.3135

J-FISH 
プロライフベスト

商品No.21350

Ｓサイズ
カラー　ブルー・ピンク
身長110～130ｃｍ
参考体重20～30kgＬサイズ

カラー　ピンク
身長130～150ｃｍ
参考体重　40kg未満

サイズ：S、M、L、XL
カラー：ブラックブルー
小型特殊（PWC）
船舶検査対応

BODYGLOVE　
PRO3 
フルスーツ
ウィメンズ

商品No.3833

16,983【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥19,980[税抜]

カラー：ピンク
サイズ：S,M,ML,L
素材：3/2mm 
Quadra Flex
（クアドラフレックス）

ONEALx
MONSTER ENERGY
グローブ（並行輸入品）

商品No.21241

3,111【税抜】￥

マリンブーツ
商品No.3205

1,851【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥11,667[税抜]

サイズ：
28-29cm、
23-24cm

リップタイドリーフシューズ
商品No.22004

3,230【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥3,800[税抜]

サイズ：6号24cm、7号25cm、8号26cm、
11号29cm
素材：2mmネオプレーン、ラバーソール

・適合ボート: 漁船、釣り船、比較的大きいプレジャーボート。
・適合底質:砂泥地から岩礁地帯まで多様。
・特徴:砂・泥・砂利・岩場等、底質を選ばず、大変収納性に優れています。

コンパクトアンカー

10.0kg
商品No.744

8,000【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥25,000[税抜]

適合サイズ：22ft～32ft
重量：10.0kg 長さ：94cm

5.0kg
商品No.743

4,000【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥13,200[税抜]

適合サイズ：14ft～22ft
重量：5.0kg 長さ：73cm

・適合ボート: 小型ボート、ゴムボート、PWC、その他ブイ等にも最適です。
・特徴:PVC(特殊ゴム)コートにより、ジェットやボートの船体を傷つけません。

PVCマッシュルームアンカー

セーフティーフック
（ステンレス製）

商品No.1911

1,833【税抜】￥

重量：68g
寸法:81×40mm
参考使用荷重：
120kg 1.18kN

5.0kg
商品No.159

3,000【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥6,500[税抜]

適合サイズ：～10ft
重量：2.5kg  長さ：36cm

5.0kgフロートロープ付き
商品No.43

3,703【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥7,900[税抜]

セット内容：マッシュ
ルームアンカー5kg・
フロート・ロープ
（約6m）・フック

アンカー用
フロート&ロープ

商品No.102

2,000【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥3,600[税抜]

ロープ長さ：約6m
フロートサイズ：
直径70mm
高さ120mm

ネジシャックル
商品No.1910

681【税抜】￥

錆に強い亜鉛メッキです。
アンカーとロープの
連結などに
お使い頂けます。

使い勝手の良いローカット
マリンシューズ。

マリンブーツ 
ファスナー付き 
TSUSA

商品No.22016

3,700【税抜】￥
メーカー希望小売価格 （オープン価格）

サイズ：25cm、
26cm、27cm
素材：3mmナイロン
ジャージ

カレンダーソール、
サイドファスナー付き

メンズ

MOBBY’S コンバット3バックルベスト  
商品No.21400

カラー：レッド、蛍光グリーン、
イエロー、シルバー、ゴールド、
ホワイト
サイズ：M、L、XL
素材：ナイロン＋
ネオプレン＋PVCフォーム
救命ホイッスル、
内側ポケット付
小型特殊（PWC）
船舶検査対応

9,600【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥12,000[税抜]

ウィメンズ 
商品No.21420

カラー：ゼブラピンク、ゼブラシルバー
サイズ：S、M
素材：ナイロン＋ネオプレン＋
PVCフォーム
救命ホイッスル、内側ポケット付
小型特殊（PWC）
船舶検査対応

BODYGLOVE
メソッド
4バックル
ベスト

商品No.21220

カラー：
ブラック、ブルー、
レッド、イエロー
サイズ：S/M,L/
XL,2XL/3XL
（ブラックのみ）
素材：ナイロン、
PEフォーム
装備：4バックル、
Dリンク
小型特殊（PWC）
船舶検査対応 6,720【税抜】￥

メーカー希望小売価格 ￥8,400[税抜]

2,591【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥6,462[税抜]

J-FISH 
アドヴァンス 
ライフベスト

商品No.2186

サイズ：XS、S、M、L、XL
カラー：
ブラックレッド、
ブラックグリーン、
ブラックブルー
素材：
ナイロンOX、
PEフォーム
小型特殊
（PWC）
船舶検査対応

9,775【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥11,500[税抜]

BODYGLOVE
トルク2
ナイロンベスト

商品No.21188

[カラー]
レッド、ブルー、
イエロー、
グリーン
[サイズ]S、M、L、XL
[素材]ナイロン、
PEフォーム
ランヤード
Dリング付
小型特殊（PWC）
船舶検査対応

8,330【税抜】￥
メーカー希望小売価格 ￥9,800[税抜]

TEL：029-885-9323
FAX：029-885-9322 http://www.sea-marine.com/

シーマリン 検　索
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