
MARINE GOODS マリン用品
マキシマオイル

ヤマハ純正オイル

NGKスパークプラグ各種
B7HS
BR8HS
BR7ES
BR8ES
BR8ES-11

￥399
￥438
￥438
￥486
￥438

BR9ES
CR8EK
CR9EK
CR9EB
LFR6A-11

￥438
￥778
￥778
￥681
￥632

ZFR-4F-11
DCPR8E
PMR9B
R6918C-9

￥602
￥794
￥1,944
￥700

4サイクル

2サイクル・
混合/分離

マリンプロ
商品No.506

【税抜】￥20,400128oz（3784ml）×4

【税抜】￥19,2001L×12

【税抜】￥1,9001L

2サイクル・
混合

スーパーM
商品No.504

【税抜】￥26,40064oz（1892ml）×6

【税抜】￥17,28016oz（437ml）×12

【税抜】￥1,71016oz（437ml）

2サイクル・
混合/
分離

マキシマウォータープルーフグリス
商品No.519

【税抜】￥17,28016oz（454g）×12

【税抜】￥1,71016oz（454g）

多目的浸透潤滑剤
マキシマ マップル
商品No.515

【税抜】￥17,28012本

【税抜】￥1,6941本 【税抜】￥1,9001本

高性能ガソリン添加剤
マキシマハイテスト
商品No.516

【税抜】￥19,20012本

2サイクル・
混合/分離

スーパーMインジェクター
商品No.509

【税抜】￥29,440128oz（3784ml）×4

【税抜】￥27,8401L×12

【税抜】￥2,7751L

2サイクル・混合/分離

ヤマルーブ 2-W
商品No.2721

【税抜】￥5,6164L

【税抜】￥31,8244L×6

【税抜】￥24,65020Lペール缶

【税抜】￥28,9001L×20

【税抜】￥1,5301L

4サイクル・混合/分離

ヤマルーブ SL 10W-30
商品No.2730

【税抜】￥4,8794L

【税抜】￥26,8264L×6

【税抜】￥21,76020Lペール缶

【税抜】￥27,0301L×20

【税抜】￥1,4671L

2サイクル・
混合/分離

船外機 
SSオイル

商品No.2725

【税抜】￥3,9064L

【税抜】￥22,1344L×6

【税抜】￥18,7001L×20

【税抜】￥1,0261L

4サイクル

ヤマルーブ 
10W-40

商品No.2734

【税抜】￥5,0854L

【税抜】￥19,2104L×4

ヤマハ純正オイルフィルター

2サイクル・
混合

フォーミュラK2
商品No.501

【税抜】￥32,64064oz（1892ml）×6

【税抜】￥21,12016oz（437ml）×12

【税抜】￥2,09016oz（437ml）

4サイクル
PWC MARINE 4T
商品No.518

【税抜】￥21,1201L×12

【税抜】￥2,0901L

2サイクル・混合
カスター927
商品No.511

【税抜】￥32,64064oz（1892ml）×6

【税抜】￥21,12016oz（437ml）×12

2サイクル・混合/分離
バイオ 2T
商品No.514

【税抜】￥36,4801L×12

2サイクル・混合/分離
プレミアム2
商品No.517

【税抜】￥24,0001L×12

SHO用
69J134
400300

商品No.2781

【税抜】￥2,220

VX用
5GH134
405000

商品No.2782

【税抜】￥1,620

カワサキ純正オイル

SEA-DOO純正オイル

2サイクル・混合/分離

ジェットオイル
商品No.2701

【税抜】￥24,9601L×24

【税抜】￥1,2001L

2サイクル

X-PS シンセティック
商品No.2740

【税抜】￥24,150946ml×12

【税抜】￥2,156946ml

2サイクル

X-PSミネラルオイル
商品No.2742

【税抜】￥20,250946ml×12

【税抜】￥1,800946ml

4サイクル

X-PSシンセティックブレンド
商品No.2744

【税抜】￥23,100946ml×12

【税抜】￥2,063946ml

4サイクル

S4 SG 
10W-40

商品No.2709

【税抜】￥5,4404L

【税抜】￥28,5604L×6

【税抜】￥28,0001L×20

【税抜】￥1,6001L

4サイクル

RS4 SJ 
10W-40

商品No.2713

【税抜】￥6,6604L

【税抜】￥33,2544L×6

【税抜】￥35,2001L×20

【税抜】￥1,9801L

カワサキ純正 オイルフィルター 
16090007

商品No.2771

【税抜】￥1,220

SEA-DOO
純正
オイル
フィルター

420956741
商品No.2760

【税抜】￥2,960
スパーク用 420956123
商品No.2761

【税抜】￥2,560
300馬力用 420956744
商品No.2762

【税抜】￥3,200[全て税抜]

【税抜】￥69,500

ジェットランチャー
シングル用
コンパクト
（J-130SX）

商品No.2380

メーカー：FACTORY ZERO　
材質：アルミ 
サイズ：全長：1920mm 全幅：850mm　
全高：480mm レール幅：300mm 
重量：総重量：約13kg、
フレーム重量：約7kg
適応：SX-R, SJ,NEW X-2等の
シングル艇のみ 【税抜】￥79,500

ジェットランチャー
2輪タンデム用（J-1480X）

商品No.2381

メーカー：FACTORY ZERO　材質： アルミ 
サイズ： 全長：2160mm  全幅：1070mm
全高：480mm  
レール幅：480mm 
重量： 
総重量：約22kg、
フレーム重量：
約10kg
適応：主にタンデム

【税抜】￥104,500

ジェットランチャー4輪
（J-1480-4X）

商品No.2382

メーカー：FACTORY ZERO　材質： アルミ 
サイズ： 全長：2160mm  全幅：1070mm
全高：480mm  レール幅：480mm 
重量： 総重量：
約37kg、
フレーム重量：
約10kg
適応： 3人乗り
までの
全艇 【税抜】￥118,800

ジェットバンク前輪ワイド
スタンダードタイプ（J-2260LSJ）

商品No.2383

メーカー：FACTORY ZERO　材質： アルミ 
サイズ： 全長：3110mm  全幅：1160mm  
レール幅：520mm 
重量： 約41kg
適応： 
3人乗りまでの
全艇

【税抜】￥1,000

アルミ製

携行缶用ノズル
商品No.901

【税抜】￥1,000
携行缶用キャップ
商品No.902

【税抜】￥450

携行缶用
エア抜きネジ

商品No.909

【税抜】￥500

携行缶用
Oリング

商品No.1900

TMC社製
電動
マリントイレ
（12V,24V）

商品No.282  12V

【税抜】￥28,000
メーカー希望小売価格 ￥42,000[税抜]

商品No.285 24V・配管セット

【税抜】￥52,000
メーカー希望小売価格 ￥74,000

商品No.284  12V・配管セット

【税抜】￥50,000
メーカー希望小売価格 ￥72,000[税抜]

商品No.283  24V

【税抜】￥30,000
メーカー希望小売価格 ￥44,000[税抜]

【税抜】￥15,800

ビーチ
スタンド

商品No.801

サイズ： 
折りたたみ時 
1250×150mm
組み立て時 
1250×380mm
耐荷重：250kg
材質： アルミ

【税抜】￥1,965

車用防水・防汚
シートカバー
アウトドアタイプ

商品No.3350

サイズ：143cm
材質：ポリエステル100%
（裏： PVCコーティング）
性能： 様々な形状のシートにカン
タンに取付可能。
※特殊シート、特殊ヘッドレスト、
特に大きいヘッドレストの
場合は取り付けできませんので
シート形状をご確認の上お買い求め
下さい。

メーカー希望小売価格 ￥10,290[税抜]
【税抜】￥2,777

車用防水
シートカバー
ネオプレーン素材
（黒・無地）

商品No.3354

サイズ：約125×60cm
素材：ポリエステル100％　
裏：SBR合成ゴム
カラー：
黒ウェットスーツ
素材を使用している
為、クッション性、防水、
保温性に優れています。

メーカー希望小売価格 ￥12,960[税抜]

ネオプレーン素材
商品No.3353

サイズ： 
背面140×67cm
座面140×58cm 
頭部25×15cm
カラー：ブラック

【税抜】￥4,741
メーカー希望小売価格 ￥16,800[税抜]

アウトドアタイプ

後部座席用車用防水シートカバー
商品No.3352

サイズ： 
125cm×150cm
素材： ポリエステル100%
（裏： PVCコーティング）
カラー：ブラック

【税抜】￥2,841
メーカー希望小売価格 ￥14,980[税抜]

【税抜】￥4,343

信号紅炎
商品No.315

燃焼時間： 1分以上
光度： 400カンデラ以上
炎色： 明るい赤色
国土交通省船舶等型式
認証番号 4026
経済産業省告示166号適合品
意匠登録No.10833 小型船舶用

ソルトアウェイ
専用ミキサー
クイック
コネクター
付き

商品No.2791

ステンレス製自在式
商品No.670

360°水平方向・
上下角度など
お好みに合わせて
自由にセットできます。
ステンレス製
内径： 45mm 
ロッド差込部分：約23cm

塩害腐食防止剤ソルトアウェイ
原液（3784ml）

商品No.2790

【税抜】￥7,481
メーカー希望小売価格 ￥8,880[税抜]

【税抜】￥4,950
メーカー希望小売価格 ￥5,500[税抜]

用途： ボート,PWCのエンジン内部、外部、
ボートの外装エンジン部品、トレーラー、
ダイビングギア、フィッシング等マリン
用品に限らず、海岸沿いの地域で使用する
色々なものは、塩害の影響による錆や腐蝕
などの問題を抱えています。
ソルトアウェイはそんな塩害の悩みを一発
で解決する事のできる画期的な商品です。

【税抜】￥2,777
メーカー希望小売価格 ￥4,725[税抜]

ビルジポンプ
500GPH

商品No.186

12V2.5A 排出量： 31.5L/1min
直径： 58mm
（ビス・ホース取り付け部分は含まず）
高さ： 95mm
ホース径：
19mm（ホースは付属していません）

アクアパック
270×140

商品No.2201

【税抜】￥4,200 
長さ：約270㎜　
幅：約140㎜
スマートフォン対応

アルミ製
ボート
フック

商品No.99

【税抜】￥2,314
メーカー希望小売価格 ￥4,161[税抜]

長さ： 収納時1200mm　
延長時2150mm
太さ：26mm
材質： 先端 プラスチック製  
ポール アルミ製

【税抜】￥45,000
メーカー希望小売価格 ￥4,5000税抜]

￥2人用 【税抜】18,333
メーカー希望小売価格 ￥25,862[税抜]

FACTORY ZERO
エアーポール
各種

商品No.2360

取り付けに際しまして、すべての機種で船体への加工が必要です。
※取り付け加工も承ります。お電話にてお問い合わせ下さい。
PWC汎用（JL401XX）
FX-SHO&FZS用（JL404XX）
VX用（JL402XX）
ウルトラ用（JL403XX）
FX140/160用（JL491XX）

【税抜】￥6,343
メーカー希望小売価格 ￥11,550[税抜]

シングル
商品No.680

強化プラスチック製
長さ： 305mm 内径： 42.8mm
セット内容： ステンレス取り付け
バンド・ネジ

【税抜】￥1,458
メーカー希望小売価格 ￥2,625[税抜]

ダブル
商品No.681

強化プラスチック製
長さ： 305×290mm 内径： 42.8mm
セット内容： ステンレス取り付け
バンド・ネジ

【税抜】￥2,204
メーカー希望小売価格 ￥6,615[税抜]

トリプル
商品No.682

強化プラスチック製
長さ： 305×455mm 内径： 42.8mm
セット内容：ステンレス取り付け
バンド・ネジ

【税抜】￥2,759
メーカー希望小売価格 ￥9,450[税抜]

ロッドホルダー

【税抜】￥12,000
メーカー希望小売価格 ￥27,222[税抜]

【税抜】￥19,500
メーカー希望小売価格 ￥36,944[税抜]

小型PWC用
商品No.44

高さ：  地上から34cm
ウッドレーン太さ：50mm
ウッドレーン長さ：1000mm
ウッドレーン調節可能幅：  
80～460mm（内-内）
許容荷重：300kg

大型PWC用
商品No.45

高さ：  地上から34cm
ウッドレーン太さ：50mm
ウッドレーン長さ：1500mm
ウッドレーン調節可能幅：  
80～680mm（内-内）
許容荷重：500kg

メンテナンススタンド

ノズル収納時 ノズル取付時 キャップ部分 エアー抜き

UN認証製品
危険物の国際輸送に関する国連勧告。試験
規定は国連勧告によって、厳しく定められて
います。日本においても消防法では、これら
UN表示が付された運搬容器については原
則として消防法に定める運搬容器の基準に
適合しているものとして取り扱うこととし
ています。また、航空機、船舶での海外輸送
はUN規格合格品でなければなりません。 

国内最高品質!SUS304ステンレス携行缶
くすみのない鏡面仕上げや使いやすさ等、携行缶の中では群を抜いた品質です。

【税抜】￥11,000

商品No.905

ステンレス製  20L用
給油ノズルは
フィルター付き。
上部にエア抜き装備。
ノズルは携行缶の中に
収納可能。
幅：52cm　奥行き：32cm  
高さ：27cm　厚み：1mm  
重量：3.6kg

横型20L

商品No.907

ステンレス製 5L用
給油ノズルは
フィルター付き。上部に
エア抜き装備。
ノズルは携行缶の中に収納可能。
幅：42cm 
奥行き：25cm 
高さ：15cm 
重量：約2kg

横型5L

商品No.904

ステンレス製  20L用
給油ノズルはフィルター付き。
上部にエア抜き装備。
ノズルは携行缶の中に収納可能。
幅：24cm　奥行き：34cm 
高さ：35.5cm 
厚み：1mm  重量：3.5kg

ワイド縦型20L

メーカー希望小売価格 ￥22,050[税抜]
【税抜】￥11,000

メーカー希望小売価格 ￥18,800[税抜]

【税抜】￥9,000

商品No.906

ステンレス製  10L用
給油ノズルは
フィルター付き。
上部にエア抜き装備。
ノズルは携行缶の中に
収納可能。
幅：42cm　奥行き：25cm  
高さ：20cm　厚み：1mm  
重量：2.5kg

横型10L

メーカー希望小売価格 ￥14,800[税抜]

【税抜】￥8,000
メーカー希望小売価格 ￥14,800[税抜]

商品No.890

給油ノズルはフィルター付き。
上部にエア抜き装備。
ノズルは携行缶の中に収納可能。
幅：17.5cm　奥行き：35cm
高さ：47cm
重量：約3.75kg

スリム縦型20L

【税抜】￥10,000
メーカー希望小売価格 ￥14,800[税抜]

商品No.892

ステンレス製  10L用
給油ノズルはフィルター付き。
上部にエア抜き装備。
ノズルは携行缶の中に収納可能。
幅： 17.5cm　奥行き： 35cm 
高さ： 28cm　厚み： 1mm　
重量： 2.65kg

スリム縦型10L

【税抜】￥9,000
メーカー希望小売価格 ￥14,800[税抜]

大型送料 大型送料 大型送料 大型送料

JCI認定  船検キット
商品No.2400

セット内容：  
ライフジャケットC-2型
（オレンジ）×定員
赤バケツOL-B型×1 救命浮遊環×1  
黒球OL-A型×1 信号紅炎×1
他3～12人用有り

大型送料

※スリム型を除く

携行缶ノズル用　
内径： 39.7mm 
外径： 46.7mm
携行缶本体用　
内径： 48.7mm 
外径　 55.7mm

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

シーマリン 検　索

3332


