
トレーラーパーツTRAILER PARTS

ND-46を2軸にする為のキットです。
車軸×1(カラーはシルバーとなる場合があります。)・
２軸用リーフスプリングブラケットステー左右セット×2・
リーフスプリング(4枚)×2・
タイプレート(M12)×2・
フェンダー左右セット×1・
Uボルト
(M12×53×110)
リーフ
スプリング
固定用×4・
リーフ
スプリング
固定用 
ボルト＆ナット×4・
ショックアブソーバー×2・
ショック固定用ピン×2・割ピン×4

各車種用あり。ご注文の際はお問い合せ
ください。アクスル（車軸）、ハブ、
ハブボルトナット、
ハブキャップ、
ベアリングを
組み込んだ
状態です。

取付部径：50.8mm

ハブベアリングNTN（日本製）
スチール製 テーパーローラーベアリング
30204：外径47mm 内径20mm
30205：外径52mm 内径25mm
32006X：外径55mm 内径30mm

商品No.22

ボート積載走行時、船外機をボートに取り付け、運搬する時に
船外機を固定します。アルミ製。
サイズ: 4段階調整可能。
約73cm, 約83cm,約93cm 約103cm 【税抜】￥12,000
トランサムセーバー

商品No.256

シングル～
ランナバウトまで
幅広く使用可能です。
高さ：約400mm
取付可能フレーム
サイズ：縦70×
横50mm

【税抜】￥10,000

【税抜】￥2,500

L型バウスタンド
商品No.161

バウローラー

商品No.290

ST-34B用

フロントBOX（SUS430）

【税抜】￥3,000 トレーラー連結時に必ず
装着するチェーンです。
全長：1300mm
（フック含む）
鎖本体：1150mm

予告なくホイールカラーが
変更になる場合があります。スペアホイールタイヤ

スペアタイヤ
固定用
特殊
Uボルト

商品No.311

ご注文の際はトレーラーの車体番号を
お知らせ下さい。
全長：約580mm   取付幅：約54mm

バウスタンド専用の
交換パーツです。
幅: 約145mm 
直径: 約85mm
ボルト径：M16×160

【税抜】￥6,000

【税抜】￥9,000

商品No.693

LEDテープライト（ブルー） IP67
シリコンチューブ 2.5m

高輝度LEDテープライトです。
広角照射でほぼ180°に光が
拡散します。発光色はブルー

サイズ
厚み：約4mm 幅：約13mm 
長さ：約2500mm
配線コード長：約2750mm
12V

商品No.638

LEDテープライト（２０色）IP67
シリコンチューブ 2.5ｍ RGBコントローラ付き

高輝度LEDテープ
ライトです。発光色は
多彩な20色＋発光
パターンは6パターン。

サイズ
厚み：約4mm 
幅：約13mm 
長さ：約2500mm 
12V

【税抜】￥8,000

商品No.258

バウスタンド
位置調整バー
（ND-46専用品）
左右で別の位置に
バウスタンドを
固定できます。
角パイプサイズ：
50mm×50mm　
長さ：1190mm

材質：ステンレス
（SUS430）
セット内容：ボックス、
固定用L型ステー
（ステンレス）、
取付用Uボルト

寸法：幅（後）：900mm
幅（前）600mm 
縦：645mm　
深さ：200mm
最大積載重量：
約30kg

32006X

商品No.142

【税抜】￥12,000
155/R12 4穴 PCD114.3

商品No.143

【税抜】￥18,000
185/R14 5穴 PCD114.3

商品No.14

【税抜】￥9,500
145/R12 4穴 PCD 114.3

長さ：1200mm　幅：50mm
カラー：ブラック　2本1組セット

取付け可能フレームサイズ
縦70～75mm×
横45～50mm

商品No.640

ロープワークの苦手な方でも
安心!!別売りのラッシング
ベルトを併用する事で、
バイクをトラックやトランポ等へ
容易に固定する事ができます。
ナイロン製　
取付可能ハンドル
サイズ：直径約70mmまで
ベルト幅：約50mm
ベルト全長：約750mm

ジェットや船を固定するためのベルトです。
ベルト長：4700mm　
ベルト幅：25mm　
ベルト耐荷重：
1500kg

二輪車用らくらく
ハンドル固定ベルト

ラッシングベルト

【税抜】￥1,800

大型送料

大型送料

商品No.291

ST-34Bカスタム用

商品No.292

DT-39用

材質：ステンレス（SUS430）
セット内容：ボックス、固定用L型ステー
（ステンレス）、取付用Uボルト
寸法：幅（後）：710mm 幅（前）560mm 
縦：670mm 深さ：200mm
最大積載重量：約30kg

材質：ステンレス（SUS430）
セット内容：ボックス、
固定用L型ステー
（ステンレス）、
取付用Uボルト
寸法：幅（後）：1485mm
幅（前）1265mm 
縦：645mm　
深さ：80mm
最大積載重量：約30kg

大型送料

大型送料 大型送料

セーフティチェーン
商品No.16

2穴プレート（ステンレス製）
商品No.1305

【税抜】￥2,000

スチール製  全長：250mm　
軸の中心から
中心：
225mm

ショックアブソーバー（1本）
商品No.13

【税抜】￥3,000

スチール製

サイドブレーキ
ハンドル

商品No.187

リーフスプリング
3枚組・4枚組・5枚組

商品No.47・781・782

リーフスプリング
固定ステー

左商品No.1011
右商品No.1010

【税抜】￥3,000

M14×90mm

リーフスプリング固定用
ボルト＆
ロック
ナット

商品No.2001131

【税抜】￥1,000

【税抜】￥各 6,000

【税抜】￥4,000～

長さ1900mm
から各車種用
あり。
ご注文の際は
お問い合わせ
下さい。

縦：約30mm 横：約90mm 厚み：約6mm

スチール製

サイドブレーキ
ワイヤー

【税抜】￥2,500~

【税抜】￥2,000
30205 【税抜】￥1,600
30204 【税抜】￥1,800

TC内径：30mm 外径：52mm 厚さ：8mm

Uボルト各種

【税抜】￥60,000
メーカー希望小売価格 ￥175,000[税抜]

30205用

TC内径: 35mm 外径：55mm 厚さ：10mm
32006X用

グリスニップル
商品No.2001117

グリスガンを使用する
事により、より簡単に
グリスアップが
できます。 【税抜】￥500

オイルシール（1個）
商品No.2001117

【税抜】￥1,000
トレーラー用リチウム
グリース400g

商品No.1922

【税抜】￥600
グリースガン400g用
商品No.1921

【税抜】￥4,400
ハブキャップ
商品No.2001113

【税抜】￥800

取付部径：52mmゴムキャップを外して
ニップルに直接グリスを
挿入する事で簡単にグリス
アップが行えます。

ハブキャップ（ゴムカバー付き）
商品No.2001116

【税抜】￥1,000

緩み止め
ワッシャー

商品No.2001118

【税抜】￥450

キャッスル
ナット

商品No.200118

【税抜】￥600

ブレーキシュー
（片側）

商品No.2001112

【税抜】￥2,000

ウッドレーンステー
商品No.1301

コルゲートチューブ
スリット入り
各種電線ハーネスの集束と保護用に! 
軽量・強靭・柔軟を兼ね備え、配線が
容易に集束できます。

スペアタイヤブラケット（ステンレス製）

縦：60mm  
横：190mm  
厚み：7mm

【税抜】￥777

ウッドレーン用
カーペット

商品No.391

長さ：3650mm
幅：200mm

トレーラー用
ウッドレーン各種（1本）
各車種用あり。
ご注文の際は、
お問い合わせ下さい。

【税抜】￥3,700【税抜】￥4,861～

ハブキット
ご注文の際はトレーラーの
シリアルナンバーをお知らせ下さい。

【税抜】￥10,000

取り付け可能フレームサイズ：
45～50mm×70～75mm

【税抜】￥3,000【税抜】￥22,500～

ナンバーステーセット
（ステンレス）

商品No. 382

全長：605mm(フック含む)。 鎖本体：520mm
車検対応品。

【税抜】￥2,000

サイドブレーキ用チェーン
フックカラビナ付き（1本）

商品No.17

ラッシングベルトを通して使用する
ことで、大切なボートを傷つけない
為の必須アイテム。カットして
お好みのサイズに調整できます。
2本セット　長さ：250mm

ネオプレン素材で船体への傷を防止！
マジックテープ仕様なので後付けラクラク！
ベルトのすれ傷から愛艇を守ります。巻きつけ
タイプなので、ベルトを積荷にセットした
あとから装着できるので思った
ところに取り付けできて
便利です。

【税抜】￥1,200

【税抜】￥1,200

【税抜】￥3,000

【税抜】￥3,000

チューブプロテクター
商品No.22000

長さ:
 約490mm　
幅: 25mm　
素材: ナイロン
ウインチのフックに
装着することによって、
新型ＰＷＣやバウアイの
小さな船体への固定が容易に
できます。

【税抜】￥450

ハンドウインチ・
ラッシング用サブベルト
（オレンジ）

商品No.2107

トランサムタイダウン
商品No.2102

ステンレス製
フック（左右セット）

商品No.756

SUS304（ステンレス）
 Uボルト：ステンレス
（M10×53×110）
取付可能フレームサイズ：
横：45～50mm
縦：70～75mm

【税抜】￥2,750
【税抜】￥4,750

ラッシングステー
（ステンレス）

ステンレス
ベルト付き

【税抜】￥3,500スチール
ベルト付き

商品No.753
タイダウンなどをかけるのに便利
です。スチール製　直径：40mm
対応ネジ：M10×1.5

【税抜】￥300

リングナット
商品No.192

UNLIMITEDタイダウン 
ネオプレーンパッド

商品No.22002

ND-46用2軸キット
商品No.2001500 シーマリン

トレーラー
純正ホーシング
ASSY各種

シーマリントレーラー対応の
グリースガン
400g用です。

【税抜】￥750

【税抜】￥各 437
M10×53×110
M10×43×110
M10×73×75

M10×53×70

【税抜】￥1672m

【税抜】￥87510m
【税抜】￥1952m

【税抜】￥4,0005ｍ×11本

商品No.87

【税抜】￥8,00010ｍ×11本

【税抜】￥2,59350m
【税抜】￥1,77830m
【税抜】￥ 61810m
【税抜】￥1482m

直径
約20mm

直径
約10mm

直径
約5mm

防水7芯配線
（1.5m）

商品No.85

トレーラー
の配線です。
補修部品
にどうぞ。
7色
(白・黒・黄・
赤・緑・茶・青)
の配線を防水
加工して
あります。

【税抜】￥667

商品No.86

商品No.751

スチール

【税抜】￥3,000 【税抜】￥2,000
商品No. 752

ステンレス

メーカー希望小売価格 ￥3,685[税抜]

【税抜】￥1,851
メーカー希望小売価格 ￥9,240[税抜]

幅：145mm　奥行き：110mm　高さ：109mm
取付可能フレームサイズ：
幅50×高さ100mm
PCD114.3、5穴用の
ホイール専用品

Lサイズ商品No.313

【税抜】￥2,000
幅：145mm　奥行き：110mm　高さ：78mm
取付可能フレームサイズ：
幅50×高さ70mm
PCD114.3、4穴用の
ホイール専用品

PCD114.3/4穴用

Mサイズ商品No.312

VSF0.5 
線径約0.5mm 
外径約2.5mm 
非鉛 JIS認証品
白 5ｍ×2本(アース用)
黒 5ｍ×1本(車幅灯用)
黄 5ｍ×1本(左ウィンカー用)
赤 5ｍ×2本(ブレーキランプ用)
茶 5ｍ×2本(スモールランプ用)
青 5ｍ×2本(バックランプ用)
緑 5ｍ×1本(右ウィンカー用)

トレーラー用配線
7色 単線11本セット

【税抜】￥9,900
メーカー希望小売価格 ￥38,000[税抜]

【税抜】￥9,900
メーカー希望小売価格 ￥38,000[税抜] 【税抜】￥19,800

大型送料

ラチェット部分が自由に回転しますので簡単に
船体の固定ができます。

ステンレス製
Uボルト
（M10×53×110）

商品No.1121

ステンレス製
M10×内側約53mm×
内側約110mm

M12×53×110 【税抜】￥500
M10×63×135 【税抜】￥583
M10×53×140 【税抜】￥486

【税抜】￥300

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

シーマリン 検　索

ちょっとした小物や
ウェットスーツなどが

積めて便利、
車内を綺麗に
使えます！

装着例

装着例

装着例

2524


