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                                   年  月  日 有効期限        

                     様  
       有限会社オーパ・クラフト 
  〒474 - 0023  愛知県大府市大東町２丁目１００番地 

   TEL（ 0562 ）57 - 3901 / FAX（ 0562 ）57 - 3902 
   info@opacraft.com   https://www.opacraft.com 
 
   【お振込先】三菱UFJ銀行 大府支店 
     口座番号：普通預金 １６３９８０９ 
     口座名義：有限会社オーパ・クラフト      

船体名 
船体参考価格 

(上段：税抜額) 
数量 船体の特徴 

 

 

オーパ・ライト3 

 

50周年記念価格 

２７８，０００円 

税込３０５，８００円 

 

Ｓ３Ⅱの軽量(約５㎏)タイプ、２馬力専用、人気の軽量船。 

オーバースペック的な加工を控え、お求めやすい価格を実現。 

基本性能は大変充実！標準使用で２０年以上使用可能で安心‼。 

 

オーパ・ライト3 

 

50周年記念価格 

３０８，０００円 

税込３３８，８００円 

 

Ｓ３Ⅱの軽量(約3㎏)タイプ、５馬力船外機使用可能。２馬力

艇としても使用可能。『軽量のオーパ・ライト３で５馬力以上の

船外機を使用したい！』との多くの声に応えて新登場！ 

強度重視の各部位にハイスペック加工を施しています。トラン

サム部を５馬力使用対策で【オリジン】よりも強化。 

オーパ・Ｓ３Ⅱ 

50周年記念価格 

３３５，０００円 

税込３６８，５００円 

 

３.１５ｍの２分割タイプ、６馬力船外機使用可能。強度と美観

のバランスの良い大変人気の高い艇！ガンネル部に化粧部材を

被せるため美観アップ。４０年以上進化を重ねながら今も愛さ

れ続けている実績の艇‼ 

強度重視のハイスペック加工を施します。 

オーパ・L３ 

50周年記念価格 

４９５，０００円 

税込５４４，５００円 

 

分割ボートでは国内最長クラス４.３ｍの３分割タイプ、大人３

人乗船時でも十分にゆったり感を楽しんでいただけます。しか

も３分割の中部船体を取り除けばオーパ２に大変身！つまりオ

ーパ・L3とオーパ２の２艇を同時購入していだくことになる贅

沢感のある艇です。  

オーパ・２ 

50周年記念価格 

３２０，０００円 

税込３５２，０００円 
 

２.７ｍの２分割タイプ ３分割を２分割として使用する際には

このオーパ２に変身します。フロートを装着して２馬力船外機

を使用していただければ気軽な一人乗船用の艇になります。 

S3Ⅱ業務専用仕様 

50周年記念価格 

３９５，０００円 

税込４３４，５００円 

 

Ｓ３Ⅱを更に船体強度アップした特別仕様。業務用として浅瀬の岩

などに擦れることを想定しています。オプションとして、船底キー

ル部を守るフルキールガードも用意していますので、ガレキの多い

ところでの出船でも安心です。 

環境調査など学術研究・事業者様向け。 

L3業務専用仕様 

50周年記念価格 

５９５，０００円 

税込６５４，５００円 

 

L３を更に船体強度アップした特別仕様。業務用として浅瀬の岩など

に擦れることを想定しています。オプションとして、船底キール部

を守るフルキールガードも用意していますので、ガレキの多いとこ

ろでの出船でも安心です。特にこの３分割艇は、中部船体が比較的

に広くシンプルなボトム形状となっているために、各種の調査器具

を乗せながら、ダム湖等で調査を行う時には大変威力を発揮しま

す。 

環境調査など学術研究・事業者様向け。 

ご住所:〒 
 
 
TEL: 
 
E-Mail: 
 
※当社はお預かりした個人情報を関連法規および当社の個人情報保護方

針に則り，適切に管理します。また，お預かりした情報は，当社から重

要な情報をお伝えする為などに使用させていただくことがあります。 
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【セット表に含まれている重要なアイテム】 
品  名 単価（上段：税抜額） 数量 金 額 備  考 

ミラクルフロート 

跳ね上げタイプ 

（要専用ソケット加工） 

特許取得済 

※業務艇用の大型跳ね 

上げタイプもあります 

50周年記念価格 

１７５，０００円 

税込１９２，５００円 

新艇と同時注文時特別価格 

１４８，０００円 

税込１６２，８００円 

 

 

FRP製ミニボートの安全性を高めるフロート 

ｽﾃﾝﾚｽ NC加工を贅沢に多用した高級品 

大好評！約７割の方がご注文！！ 

世界オンリーワン！  

・脱着10秒、跳ね上げ1秒！安全性、耐久性、

利便性のハーモニーを奏でる世界最高レベルの

逸品！ 

・豪華クルーザーを保護する丈夫な素材と強度

試験に耐え抜く頑丈な支持具 

・安心感そのままに快適走行☆彡 

ミラクルフロート 

固定タイプ 

（要専用ソケット加工） 

特許取得済 

※業務艇用の大型タイプ

もあります 

50周年記念価格 

９５，０００円 

税込１０４，５００円 

新艇と同時注文時特別価格 

８２，０００円 
税込９０，２００円 

新艇と同時注文時特別価格 

※イエローバージョン 

７５，０００円 
税込８２，５００円 

 

 

FRP製ミニボートの安全性を高めるフロート 

ｽﾃﾝﾚｽ NC加工を贅沢に多用した高級品 

大好評特許技術品・世界オンリーワン! 

・脱着１０秒、世界最速クラス達成！ 

・豪華クルーザを保護する丈夫な素材と強度試験

に耐え抜く頑丈な支持具 

・修理無しで３００回以上の使用実績があるユー

ザー様が続々誕生！ 

・世界最高クラスの頑丈なフロートが、安全性を

飛躍的に高めます！ 

バランスドーリー 

（要専用ソケット加工） 

特許取得済 

50周年記念価格 

（標準タイヤ仕様） 

４３，０００円 

税込４７，３００円 

（幅広タイヤ仕様） 

５３，０００円 

税込５８，３００円 

 

 

移動用ドーリー 

・船体内への格納システムがさらに大幅にグレー

ドアップ！見た目もスッキリ！ 格納加工費込 

大好評特許技術品・世界オンリーワン！ 

・装着１０秒！世界最速クラス達成！ 

・バランスのとれた位置に装着して荷物を載せた船

体をラクラク移動！ 

・強度試験に耐え抜く頑丈な支持具！ 

別売 砂浜用幅広タイヤ 
２６，０００円 

税込２８，６００円 

 

 

フロート＆ドーリー 

専用ソケット加工 

経済産業省 

事業認定取得 

 

後付けは別途お見積り 

いたします（但し当社製

ボートのみ） 

50周年記念価格 

４２，０００円 

税込４６，２００円 

新艇と同時注文時特別価格 

３２，０００円 

税込３５，２００円 

 

 

 

 

 

専用ステンレスソケット取付＋船体内外６ヶ所の

特殊なFRP補強工事 

異種材接合の極み・世界オンリーワン！ 

・強度と耐久性は世界最強クラス！ 

・JIS試験鋼球を用いる４種の強度試験 

と振動耐久試験を繰り返し実施済！ 

・経済産業省から「愛知の優れたプラスチック技術」

を活用している事業として認定※された際の鍵と

なる技術です 

  ※2012 ( 平成24 ) 年2月認定 
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品  名 単価（上段：税抜額） 数量 金 額 備  考 

バウデッキ 

（限定沿海仕様） 

※業務艇専用のタイプも

あります。 

50周年記念価格 

オーパ・ライト３【オリジン】 

２５，０００円 

税込２７，５００円 

オーパ・ライト３【アドバンス】 

オーパ・S3Ⅱ , OPA2 

２９，０００円 

税込３１，９００円 

Ｌ３ ３５，０００円 

税込３８，５００円 

 

 

２馬力専用艇（免許不要艇）にも必需 

走行時突っ込み（船首が水面下に潜り込んだ

際の浸水）防止に非常に効果的です。 

船首波除け 

ウォーターブロッカー 

特許取得済 

※３分割用は1枚パネル

仕様 

 

50周年記念価格 

２分割   ４６，０００円 
税込５０，６００円 

新艇と同時注文時特別価格 

３６，０００円 

税込３９，６００円 

３分割  ３９，０００円 
税込４２，９００円 

新艇と同時注文時特別価格 

３２，０００円 

税込３５，２００円 

 

 

分割可倒式（専用治具取付加工費込） 

大好評特許技術品・世界オンリーワン！ 

・世界でも類を見ない安全性、利便性、快適性を

絶妙なバランスで実現！ 

・船首からの水の浸入を効果的に防除！ 

・両サイドにスライド、ロープを通せる！ 

・丈夫な高級ポリカーボネート製 

オール＆クラッチ＆オー

ル適合金具 

１８，８００円 

税込２０，６８０円 

 

 

オール（アルミ製２分割）＋クラッチ＋オール

適合金具（オールがフロートに干渉しないよう

にするオリジナル加工のステンレスフロート適

合金具） 

船底コーナーガード 

レジャー艇用 

２分割   ２０，０００円 
税込２２，０００円 

新艇と同時注文時特別価格 

１５，０００円 

税込１６，５００円 

３分割  ２８，０００円 
税込３０，８００円 

新艇と同時注文時特別価格 

２１，０００円 

税込２３，１００円 

 

 

船底を傷から守る必需品! ９割以上の方がご注

文！ 

ステンレス製、 

【レーザーカット＋溶接＋板金曲げ＋面取り＋

2種類接着】加工品 

(合計４ヶ所) 船底を長年に渡り効果的に保護 

船底コーナーガード 

業務艇用 

２５，０００円 

税込２７，５００円 

 

 

業務仕様艇向け 

・船底キール部分全体をガード 

・ステンレス製、 

・【レーザーカット＋溶接＋板金曲げ＋面取り

＋2種類接着】加工品(合計４ヶ所) 

船底を長年に渡り効果的に保護 

敷板 

２分割   ８，８００円 

税込９，６８０円 

３分割 １５，０００円 

税込１６，５００円 

 

 

防水ウレタン塗装、怪我予防のための安心の

ノンスリップ加工、更に底板横滑り防止加工

との相性抜群！ 

 
当社では、安全上の理由から下記オプションは必需品として装備いただくようにお願いいた

しております。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

・バウデッキ ・フロート ・敷板 ・※オール＆クラッチ＆オール適合金具 

 （※当社使用のオールと同等のオールやパドルをお持ちの方は、除くことも可能です） 
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【その他のオプション】 

品  名 単価（上段：税抜額） 数量 金 額 備  考 

アンカー 

(ダンフォース型) 

５，９００円 

税込６，４９０円 
  

砂地によく効く最も標準的なアンカー 

※砂地以外で使う他のタイプはお問い合わせください 

岩礁帯専用オリジ

ナルアンカー【折り畳み

式】 

❶チェーン無し 

❷チェーン有り 

❶７，８００円 

税込８，５８０円 

❷８，８００円 

税込９，６８０円 

  

・岩礁帯で使用する専用のアンカー。しかも折

り畳み式なので小さいサイズにできる優れモノ 

・ステンレスチェーン付とチェーン無しとで選

ぶことができる。 

ロープ 

(８ミリ径／５０m ) 

６，８００円 

税込７，４８０円 
  

水に沈むマリン用ロープです。 

長さの目安は水深の３倍です。 

船体操作用補助ハンドル 

「超カル！」 

 

実用新案登録済 

２５，０００円 

税込２７，５００円 

新艇と同時注文時特別価格 

１８，０００円 

税込１９，８００円 

  

大好評 

船体バウデッキに装着するハンドル 

・【ステンレスパイプ曲げ＋特別ワイヤ―溶接

＋ゴム引き＋各種安全対策＋安全帯に使用する

頑丈なステンレス製フック＋船体にアイボルト

装着】等の加工  

・工業試験場で１ｔの引っ張り試験に合格 

・砂浜移動時やスロープ引き上げ時の 

 腰の負担を劇的に軽減！ 

・防災の現場で実証済みの便利さ！ 

ワンタッチロープ 

ストッパー（カムクリート） 

１２，０００円 

税込１３，２００円 
    

大好評   

（ＦＲＰ補強＆取り付け加工費込） 

・ウェーブブロッカーと好相性 

ツノローラー＆ 

ステンレス製クリート 

１６，０００円 

税込１７，６００円 
  

大好評  

（ＦＲＰ補強＆取り付け加工費込） 

・アンカーの引き上げが劇的に楽になる‼ 

回転機能付フィッシング

チェア兼道具箱 

 

２９，０００円 

税込３１，９００円 

新艇と同時注文時特別価格 

２３，０００円 

税込２５，３００円 

 

  

オーパオリジナル商品 

大好評 

・安全＆快適な道具箱付フィッシングチェア 

・スタイリッシュな雰囲気で大好評！ 

・回転機能付きで腰の疲労感が軽減！ 

・下段のパラソルセットと利用すると夏季には

断然快適です。 

 

【パラソル４点セット】 

❶フィッシングチェア用 

パラソル 

❷取り付け用ホルダー 

❸ホルダー取り付け用オ

リジナル金具 

❹ホルダー取り付け加工 

 

２８，０００円 

税込３０，８００円 

新艇と同時注文時特別価格 

２２，０００円 

税込２４，２００円 

  

オーパオリジナル商品 

好評 

・大人気の回転機能付フィッシングチェア兼道

具箱の背中部分に取り付けられるスタイリッ

シュで機能性抜群なフィッシング用のパラソ

ルです。夏季には断然快適です。 

・熱中症予防には最適です。 

・風が吹き始めたらすぐに閉じることができる

ので、安心です。 
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品  名 単価（上段：税抜額） 数量 金 額 備  考 

木製椅子兼用道具箱 
１２，８００円 

税込１４，０８０円 
  木製背もたれ付 オリジナル椅子兼用道具箱 

魚群探知機 ※大変扱いやすいオリジナル加工を含む特別セット価格とな

っております。 

・センサーパイプの位置は指定可。 

・センサーに優しい構造で簡単装着！ 

◯ ホンデックス 

PS-611CNⅡ 

-BMOバッテリ―セット 

６５，５００円 

税込７２，０５０円 

（センサーパイプ取付加工費込） 

  

大好評 

入門者に最適 

・オリジナル船体加工で大変使いやすい！ 

・GPSと魚群探知同時に見られます。 

◯ ホンデックス 

PS-800GP(S) 

１２３，０００円 

税込１３５，３００円 

（センサーパイプ取付加工費込） 

  

中級者向け 

・オリジナル船体加工で使いやすい！ 

・二周波対応で周囲も真下も広く探知 

◯ ホンデックス 

❶HE-8S（GPS内蔵） 

❷HE-8S（GPS内蔵） 

 バッテリー＆コー

ド・専用カバー・

架台セット 

❶１８２，５００円 

税込２００，７５０円 

（センサーパイプ取付加工費込） 

❷１９８，５００円 

税込２１８，３５０円 

（センサーパイプ取付加工費込） 

 

  

大好評 

入門者～上級者に最適 

・オリジナル船体加工で使いやすい！ 

・海底形状が3次元で見られる超優れモノ！ 

・天然漁礁や人工漁礁の判断もばっちり！ 

・釣果アップが大いに期待できるハイテク機！ 

 

 

木製竿受け台座Ⅰ 

【船体のクラッチ受け 

金具に取り外し式】 

９，０００円 

税込９，９００円 

新艇と同時注文時特別価格 

５，５００円 

税込６，０５０円 

  

オーパオリジナル商品 

大好評 

・船体に装備されているクラッチ受け金具を利

用して簡単装着できる！ 

・市販のロッドキーパーが利用できる 

 

 

木製竿受け台座Ⅱ 

【ジョイント板に固定

式】 

 

９，０００円 

税込９，９００円 

新艇と同時注文時特別価格 

５，５００円 

税込６，０５０円 

  

オーパオリジナル商品 

大好評 

・船体を組み立てる時に使用するジョイント板

のサイドの天板に取り付ける木製台座。主に

船体前の方がロッドキーパーを利用できる。 

・市販のロッドキーパーが利用できる 

 

 

FRP＆木製竿受け台座Ⅲ 

【船体後部のトランサム

横に固定式】 

 

９，０００円 

税込９，９００円 

新艇と同時注文時特別価格 

６，５００円 

税込７，１５０円 

  

オーパオリジナル商品 

好評 

・船体後部のトランサム横の位置に FRP と木材

を合わせて加工するオリジナルの竿受け台座、

船体後ろの方がロッドキーパーを利用できる。 

・市販のロッドキーパーが利用できる 

ワンタッチ 

コマセホルダー 

１４，０００円 

税込１５，４００円 
  

・船体のふちに引っかけるだけで簡単 

・取り付け箇所自由自在、オーパオリジナル品！ 

船外機スタンド     

木製 
１２，８００円 

税込１４，０８０円 
  

大好評 

オーパオリジナル商品 日常の水洗用 

日常の船外機の水洗いをする際には、「大き過ぎ

ず、小さ過ぎず」使いやすいサイズ！ワンボック

ス車社内に立てかける際にも軽くて扱いやすい 

保管時にも転倒しにくい！ウレタンクリア塗装 

アルミ製 
１９，０００円 

税込２０，９００円 
  キャスター付き 
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品  名 単価（上段：税抜額） 数量 金 額 備  考 

車載用ボートレール 
１３，８００円 

税込１５，１８０円 
  

大好評 オーパオリジナル商品 

・当社分割ボート専用だから利便性抜群 

・特殊レール「すべるレール」使用でよくすべり

乗せ降ろしスムーズ。船底塗料に優しい！ 

ボートレール用すべる 

レール ２本一組 

３，１００円 

税込 ３，４１０円 
  

大好評 

・ご自身で車載用ボートレールを自作される方

には必需品としてお勧めします 

ロッドホルダー３本立て 
１６，５００円 

税込１８，１５０円 
  

大好評 オーパオリジナル商品 

・移動時に痛めやすい釣竿の穂先を守る 

・固定可能なﾍﾞﾙﾄ付FRP ﾌﾟﾚｰﾄ２枚付 

・プレートを推奨位置に取り付ける工事費込み 

 船体前部に1枚、船体後部に1枚 

ロッドホルダー固定用 

ベルト付ＦＲＰプレート 

２，５００円 

税込２，７５０円 
  ロッドホルダーの装着可能箇所を増やせます 

 

エクステンションハンド

ル 

６，５００円   

好評 

一人で乗船する際に少し前側で操船できるた

め、後ろ重心が解消され走行スピードを速めた

り、安定した走行が可能になります。 

 

専用ボートカバー 

 

４５，０００円 

税込４９．５００円 
  

オーパオリジナル商品 

・保管時にボートを汚したくない方や法人様が 

 保管庫内で収納する際に役に立ちます。 

・厚手のテント生地で加工し、両サイドにジッパ

ーが付く、贅沢な造りです。 

エレキモーターマウント 
４３，０００円 

税込４７，３００円 
  

オーパオリジナル商品 

エレキモーター（電動船外機）取付台 

キス釣りセット 

シーアンカーⅡ 

＋簡易ブイ 

（ボトル赤塗装） 

＋引き上げ用ロープ 

＋重り 

１３，０００円 

税込１４，３００円 
 

 

 

好評 

・キス釣り必需品、風に押されてすぐに流され

ることが無くなります。潮の流れをとらえて

潮の流れに合いながら流し釣りができるの

で、釣果アップに効果絶大 

・流し釣り専用道具  

３ℓガソリン携行缶 
３，８００円 

税込４，１８０円 
 

 

 

２馬力船外機使用時の必需品 

２ℓ以上の携行缶は必要です 

３ℓガソリン携行缶 

ステンレス製 

９，８００円 

税込１０，７８０円 
 

 

 

２馬力船外機使用時の必需品 

ステンレス製なので、断然サビに強い！ 

オイル注入用オイルジョ

ッキ 

８８０円 

税込９６８円 
  船外機にオイルを注入する際に利用します 

フローティング 

ボートフック 

７，５００円 

税込８，２５０円 
  

桟橋にボートを止める際に使用します。二段階

伸縮 

船体色指定 
１５，０００円〜 

税込１６，５００円〜 
  内容についてはお問い合わせください 

その他ご要望 
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法定備品 ◆法定備品についてはセット割引もありますのでお問い合わせ下さい 

品  名 単価（上段：税抜額） 数量 金 額 備  考 

救命浮環・笛セット １０，０００円 

税込１１，０００円 

 
 救命用として標準的な浮環、笛のセット 

救命胴衣 いずれも新基準適合    

 救命胴衣（ FN-201S ） 
９，２００円 

税込１０，１２０円 

 

 

大好評   背中と脇が大きく開く背抜き型で
特に夏季にお勧め。膨張式よりも信頼性では格
段に高い。 

 救命胴衣（ TK-24A ） 
５，２５０円 

税込５，７７５円 

 
 標準品 

信号紅煙 ５，０００円 

税込５，５００円 

 
  

消火バケツ・黒球 ６，８００円 

税込７，４８０円 

 
  

係船ロープ(７ｍ×２本) ２，２００円 

税込２，４２０円 

 
  

定員表示シール、 

救命胴衣着用シール 

６００円 

税込６６０円 

 
  

夜間航行具 ＆ レーダー

リフレクター 

４３，５００円 

税込４７，８５０円 

 
 オリジナル船体加工費込み 

夜間航行具(両色灯) ３０，０００円 

税込３３，０００円 

 
  

 
 
船舶検査等 

品  名 単価（上段：税抜額） 数量 金 額 備  考 

予備検査費用 ﾗｲﾄ 3 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ・S3Ⅱ 

１７，０００円 

税込１８，７００円 

L3 ２５，０００円 

税込２７，５００円 

   

船舶検査費用 

(第一回定期検査) 

ﾗｲﾄ 3 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ・S3Ⅱ 

２５，０００円 

税込２７，５００円 

L3 ３５，０００円 

税込３８，５００円 

  ※別途予備検査が必要 

船舶登録費用 L3 ２５，０００円 

税込２７，５００円 
  ※L3のみ必要 
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船外機  ※船外機は特別セット価格となっております。その他船外機もあります。ご相談ください。 

品  名 単価（上段：税抜額） 数量 金 額 備  考 

トーハツ ＭＦＳ２Ｃ 標準115,000円126,500円税込 

９７，７５０円 

税込１０７，５２５円 

  
４ストローク２馬力 

2023.1〜価格改定有 

スズキ  ＤＦ２Ｓ  標準112,000円123,200円税込 

９５，２００円 

税込１００，９８０円 

  ４ストローク２馬力 

ヤマハ  Ｆ２ＢＭＨＳ 標準136,700円123,200円税込 

１２３，０００円 

税込１３５，３００円 

  ４ストローク２馬力 

トーハツ ＭＦＳ５ＤＳ 標準134,000円147,400円税込 

１１３，９００円 

税込１２５，２９０円 

  
４ストローク５馬力 別タンク 

2023.1〜価格改定有 

スズキ  ＤＦ５ＡＳ  

＋ 別タンク・ホース 

標準148,450円163,295円税込 

１２６，２００円 

税込１３８，８２０円 

  
４ストローク５馬力 頭上タンク  

＋ 別タンク・ホース 

ヤマハ  Ｆ５ＡＭＨＳ 標準151,200円166,320円税込 

１３６，０００円 

税込１４９，６００円 

  ４ストローク５馬力 

トーハツ ＭＦＳ６ＤＳ 標準148,000円162,800円税込 

１２５，８００円 

税込１３８，３８０円 

  
４ストローク６馬力 別タンク 

2023.1〜価格改定有 

スズキ  ＤＦ６ＡＳ 

＋ 別タンク・ホース 

標準161,450円177,595円税込 

１３８，０００円 

税込１５１，８００円 

  

４ストローク６馬力 頭上タンク  

＋ 別タンク・ホース 

ヤマハ  Ｆ６ＣＭＨＳ 標準162,400円178,640円税込 

１４６，２００円 

税込１６０，８２０円 

  ４ストローク６馬力 

 

合計金額 (税抜）  

出精値引 

お値引き後金額（税抜） 

消費税額 

御見積金額（税込） 

御申込金 

差引金額 

 

 

 

 

 

 

※納品時の税率にてお支払いをお願いいたします。御見積後に消費税率が変更になった場合は、納品時の税率にて再計算が必要となり

ますのでご了承ください。 


