2017. 3. 2 ～ 5 開催

ジャパンインターナショナルボートショー特価

優良中古艇情報
（表示は登録年・本体税込価格です）
‘16 YAMAHA 242X E

‘17 Kawasaki ULTRA 310LX

2016 モデル中古艇！

￥1,860,000→

2016 モデル中古艇！

￥1,740,000→

定員 11 名・4 ストローク・1,812cc

定員 3 名・4 ストローク・1,498cc

定員 3 名・4 ストローク・1,812cc

定員 3 名・4 ストローク・1,630cc

定員 3 名・4 ストローク・1,630cc

24 フィート・NA180 馬力 ×2 基搭載

スーパーチャージャー・310 馬力

スーパーチャージャー・250 馬力

スーパーチャージャー・300 馬力

スーパーチャージャー・300 馬力

カラー：RED カラーサイドハル

カラー：エボニー /M カーボングレー

カラー：トーチレッド M

カラー：ラバレッド

カラー：ジェットブラック M

アワー：38h

アワー：2h

アワー：39h

アワー：3h

アワー：7h

船検：H31.6 月まで

船検：H32.5 月まで

船検：H30.7 月まで

船検：H32.5 月まで

船検：H31.11 月まで

マリントイレ、GPS プロッター魚探

2016 新艇税込価格は￥2,257,200

マリンジェットの最高級モデルで

2016 新艇税込価格は￥2,124,360

2016 新艇税込価格は￥2,060,640

2016 新艇で op 込で￥13,500,000

38.7 万円安い！船検もたっぷり！

快適のクルーザーシートを搭載

36.4 万円安い！船検もたっぷり！

37 万円安い！（トレーラー別途）

‘15 Kawasaki ULTRA 310LX

‘14 SEA-DOO RXT-X 260RS

‘16 SEA-DOO GTR 215

￥1,360,000→

2012 モデル中古艇

2011 モデル中古艇

￥1,130,000→

￥1,130,000→

定員 3 名・4 ストローク・1,498cc

定員 3 名・4 ストローク・1,494cc

定員 3 名・4 ストローク・1,494cc

定員 3 名・4 ストローク・1,494cc

定員 3 名・4 ストローク・1,498cc

スーパーチャージャー・310 馬力

スーパーチャージャー・260 馬力

スーパーチャージャー・215 馬力

スーパーチャージャー・260 馬力

スーパーチャージャー・300 馬力

カラー：キャンディライムグリーン

カラー：ヴァイパーレッド

カラー：サンバースト・イエロー

カラー：デイグローイエロー

カラー：ライムグリーン

アワー：37h

アワー：24h

アワー：2h

アワー：123h

アワー：234h

船検：H30.7 月まで

船検：H29.12 月まで

船検：H31.12 月まで

船検：H30.6 月まで

船検：H32.3 月まで

フラッグシップモデル

JETTRIM シートカバー、

ハイコストパフォーマンスモデル

インタークーラー交換済み

ハンドルマウント & バー、

スピーカー（ジェットサウンド）付

後付ミニスピーカー付

GTR 215 ラストの一艇

人気のカラーリング

スポンソン交換。スピーカー後付

‘12 SEA-DOO GTR 215

‘11 SEA-DOO RXT-X aS 260RS

￥800,000→

2015 モデル中古艇！

￥700,000→

定員 3 名・4 ストローク・1,494cc

定員 3 名・4 ストローク・1,494cc

定員 3 名・4 ストローク・899cc

定員 2 名・4 ストローク・899cc

定員 3 名・4 ストローク・899cc

スーパーチャージャー・260 馬力

スーパーチャージャー・215 馬力

NA・90 馬力・乾燥重量 191kg

NA・90 馬力・乾燥重量 184kg

NA・90 馬力低燃費エンジン搭載

カラー：ブラック / ドラゴンレッド

カラー：オレンジバースト

カラー：レッド

カラー：イエロー

カラー：ホワイト

アワー：127h

アワー：136h

アワー：2h

アワー：3h

アワー：3h

船検：H29.8 月まで

船検：H30.5 月まで

船検：H32.5 月まで

万円

2015 モデル中古艇！

￥890,000→

‘15 SEA-DOO SPARK 3UP iBR

万円

2016 モデル中古艇！

￥990,000→

￥1,190,000→

万円

人気モデル中古艇

万円

万円

目玉商品 !

‘17 SEA-DOO SPARK 2UP iBR

‘17 SEA-DOO SPARK 3UP iBR

万円

2016 モデル中古艇！

￥1,390,000→

万円

2014 モデル中古艇！

‘11 Kawasaki ULTRA 300X

‘12 SEA-DOO RXT-X 260RS

万円

￥1,720,000→

万円

万円

2015 モデル中古艇！

万円

￥1,840,000→

‘16 SEA-DOO GTX LIMITED300

万円

2015 モデル中古艇！

￥1,890,000→

‘17 SEA-DOO RXT-X 300RS

万円

2016 モデル中古艇！

万円

万円

超お買い得艇！

￥10,800,000→

‘15 YAMAHA FX Cruiser SVHO

船検：H32.5 月まで

船検：H30.9 月まで

アジャスタブルサスペンション搭載

シート張替・グリップ新替え済み。

2016 新艇税込価格は￥993,600

2015 新艇税込価格は￥907,200

超軽量ポリテック・乾燥重量 191kg

20 万円プライスダウンの目玉商品！

S/C オーバーホールしてのお渡し。

14.3 万円安い！船検もたっぷり！

15.7 万円安い！船検もたっぷり！

クルーザー搭載に最適です

‘11 Kawasaki 800 SX-R

2003 シングル艇

万円

2007 シングル艇

‘03 Kawasaki 800 SX-R

万円

2003 マリンジェット

万円

2005 シングル艇

‘07 Kawasaki 800 SX-R

‘03 YAMAHA FX 140

万円

万円

2011 シングル艇

‘05 Kawasaki X-2

￥570,000→

￥520,000→

￥520,000→

￥480,000→

￥270,000→

定員 1 名・2 ストローク・781cc

定員 1 名・2 ストローク・781cc

定員 3 名・4 ストローク・998cc

定員 1 名・2 ストローク・781cc

定員 1 名・2 ストローク・781cc

80 馬力エンジン搭載・ノーマル艇

80 馬力エンジン搭載・ノーマル艇

140 馬力 NA エンジン搭載

80 馬力エンジン搭載・ノーマル艇

80 馬力エンジン搭載・ノーマル艇

カラー：キャンディライムグリーン

カラー：ジェットホワイト

カラー：ブルー

カラー：ライムグリーン

カラー：キャンディライムグリーン

船検：H32.4 月まで

船検：H29.12 月まで

アワー：69h 船検受け渡し

船検：H31.7 月まで

船検：H30.5 月まで

乾燥重量 159kg

乾燥重量 159kg

乾燥重量 375kg

乾燥重量 159kg

乾燥重量 159kg

ファイナルエディション

固定式ハンドル・スポーツマシン

エアポール（脱着可）付。

現状渡し

現状渡し

中古艇も低金利ボートローン実施中！
YAMAHA・Kawasaki・BRP 正規ディーラー

ゲレンデ会員
艇 庫 会 員
募 集 中

エムジーマリーン株式会社
〒272-0025 千葉県市川市大和田 2-19-6
安心のサービススタッフ体制

Tel: 047-370-1501

