
極この完成度は、一生ものの相棒だ。

安心・安全・便利を極めた小型分割艇の逸品、ここに集結。

OPA CRAFT LINE-UP
オーパ・クラフト製品ラインナップ

小型分割艇のパイオニア
世界最高水準の『安全性と耐久性と利便性のハーモニー」 分割艇を

造り続けて

50年



自分の人生に
欠かせない良き相棒

オーパの分割ボートが彩る
癒しのマリンライフ

満開の桜、キラキラ輝く水面、頬に受ける風。

せわしない毎日から抜け出して、スッと小舟に浮かんで身をゆだねれば、

極彩色豊かな季節の移ろいと大自然の恵みに、ゆるりと心もほどけていく。

かけがえのない至福の時間が、そこにはあります。



世界最高水準の
『安全性と利便性と耐久性の
スペシャルハーモニー』

組立は工具いらずでわずか数十秒! 軽量で移動・収納がとっても楽 ！々

最優先すべきは

安全・安心!
目から鱗が落ちる

使いやすさ!
20年以上使えるほど

長持ち!

※

※分割ボートのジャンルにおける

10年、20年と使い続けるうちにふと、
『自分の人生に欠かせない良き相棒』と思えてくる特別なマイボート!』

一生モノとしてあなたのマリンライフを支え続けます。

船体前部約20kg
（バウデッキを含む）

船体後部約25kg
（フロート用ソケット＆補強部含む）

ひとりでも… 簡単に

前後のパーツを
噛み合わせるだけ！

できます！

経済産業省
認定事業
2012～2017



乗船者

第6浮力体第5浮力体

第4浮力体第3浮力体

第1浮力体

第2浮力体
乗船者

がっちり
ホールド

格段に安心の自社内一貫生産
FRP製船体は、メイドインジャパンはもちろん、格
段の安心感をもたらす自社内一貫生産です。1艇
あたり100を超える工程の中で、特に重要かつ安
全に直結する25ヶ所については、二人以上のダ
ブルチェックを行います。

7

防災・救助の世界から高い評価
100年以上の歴史を誇る大手防災専門商社『株
式会社赤尾』様と業務提携を行い、防災カタログ
ではトップランクで掲載。また全国の自治体消防
署、警察署に防災艇・救助艇として数多くお届け
しております。

6

前部からの浸水を効果的に防ぐ4

安全に関わる特許数 NO.1
FRP製小型艇専門業界では「4種の特許取得済
み」を誇るNO.1の技術力。その信頼性から現在
国土交通省・海上保安庁・日本小型船舶検査機
構の公益機関様から『各種の委員会の委員を拝
命』して、各種の提言を行っています。

5

船体前部からの致命的な浸水事故を未然に防ぐ
効果抜群のウォーターブロッカー。究め続けたオン
リーワンのアイデアと技術を集めて結晶化しまし
た。特許取得済み。前方、船首からの浸水を効果
的に防ぎます。

優れた技術を用いたフロート1

最強クラスのジョイント強度
世界最強クラスのジョイント強度を誇り、その効果
はジョイント部分を3tの引っ張り試験で実証済
み。全周がすべて噛みあうことで力が一ヶ所に集
中することなく、前後の船体が強く一体となること
で、抜群のジョイント強度を発揮します。

2

経済産業省からも認められた当社の転覆防止の
ためのフロート事業。当社だけのオンリーワン、ナ
ンバーワンのアイデアと技術の粋を集めて結晶
化しました。『装着率100％』を徹底的に追及し、
世界最速レベル『装着10秒』を実現しました。

6つの浮力体に囲まれて安全・安心
前後・左右・中央の6つの浮力体がどんな方向か
らの風や波にも強さを発揮し、万一の浸水時にも
格別な安全・安心を生み出しています、加えて4つの
浮力体の中には独立発泡剤が入っていますので
浮力体に穴が開いても浮力を確実に保持します。

3

安全・安心を極める
7つのスペシャリテ

17

17

水洗いがとにかく楽々!
フロートの｢水洗いの準備・水洗い・片付け」に30
分以上かかると、次回からのフロートの装着率が
極端に下がることが明確でした。そこで究極の社
内目標『30秒で水洗い完了』を立てて、7年をかけ
て到達しました。

5

スペースの追求度がすごい!
船内はシンプルで広いので、乗船者は安心して船
体横にもたれて仮眠をとれます。保管時には壁際
にスッキリ立てて保管可能。広く使って小スペー
ス収納。オーパのボートのスペースに対するこだわ
りの成果です。

6

フロート取り付けの驚異的速さ!
『朝は１分でも早く出船したいから、フロートの取り
付けが片側10秒でできるのが本当に良かった。』 
との感激の声が最も多く寄せられます。究極の社
内目標『10秒で装着』を立てて、7年の試行錯誤
の末、ついに到達しました。

1

跳ね上げ式フロートの感動的快適さ!
「釣りをしている時はフロートを下げてしっかりと安
定させたい。」「フロートが大きな抵抗になり走りに
くいのはできれば避けたい。」これらすべて解決し
た世界初のミラクルフロート。 しかも位置変更に
要する時間はわずか１秒です。

2

ドーリーが腰と手にやさしい!3

10年、20年と気軽に使えて相棒に!
『購入してから10年以上経ち、300回以上釣行し
ているのに、丈夫で安全、本当にありがたい。』 と
の声が次々寄せられています。標準使用していた
だければ、20年以上・500回以上の使用に耐える
ような設計で耐久性に優れています。

4

当社のオリジナルドーリーは、最も理想的な位置
に付けられるために、水平な地面の上では荷物の
置き方で持ち上げ負荷ゼロが可能です。高齢の
方にとっては、重たいボートを引き上げるのは大変
困難。楽に運べるドーリーが最適です。

使いやすさを極める
7つのスペシャリテ

組み立てと運搬がやりやすい!
『船体前部約20㎏、船体後部約25㎏なので一
人で取り回しができてありがたい。』『船体の組み
立てが驚くほど簡単で、30秒くらいでできる。急い
で出船したい時に大変ありがたい。』との声をいた
だいています。

7
軽バンにも
収納可能!

ハイエースに格納中



OPA 2

OPA L3

OPA S3 II

OPA Light 3 Origin

OPA Light 3 Advance

RB-31A F

業務・防災事業用品

分割ボートのベストセラー、オーパS3を「6㎏」軽量化した2馬力船外機専用。ミニボートの安全性を
定める技術指針にもしっかり準拠し、船検や免許がいりません。ボート・ライフの入門用として、また、
カヌー・カヤックやゴムボートからの乗り換え用に最適。手漕ぎでは物足りない、でも費用はおさえたい方
にもおすすめです。オーパ独自の検証・検査で「最高水準の安全・安心、しかも圧倒的に手軽！」を実現。
安心して長くお使いいただけます。

操縦免許・船舶検査不要
オーパ・クラフトの分割式ミニボート

OPA Light 3 Origin

■全長：3.15m　■船幅：1.26m　■深さ：45cm　■重量：約44㎏（オプションを含まない船体のみの重量）
■重ね合わせ時寸法：1.6m　■分割形式：二分割　■定員：3名（フロート装着時）

分割ボートのベストセラー、オーパS3を「3㎏」軽量化しつつ5馬力までの船外機に対応した
オーパ・ライト3アドバンス。船舶検査に対応していますので、ミニボートだけではものたりない、
ゆくゆくは操縦免許もとって少し遠出をしたいという方に、お気軽にご利用いただけます。
オーパ・ライト3の主な仕様・特徴を引き継ぎつつ、より高馬力の船外機に対応しました。

5馬力までの船外機に対応
おすすめの分割式スモールボート

OPA Light 3 Advance

■全長：3.15m　■船幅：1.26m　■深さ：45cm　■重量：約47㎏（オプションを含まない船体のみの重量）
■重ね合わせ時寸法：1.6m　■分割形式：二分割　■定員：3名（フロート装着時）

堅実派のフィッシャーマンに≪熱いマインド≫を持って活用していただけるオーパ・クラフトのベスト
セラーOPAS３Ⅱが新たな進歩を遂げました。最高搭載馬力は6馬力。当社イチオシの跳ね上げフ
ロートとの相性は別格です。≪1秒で跳ね上げての走り≫は爽快そのもの。釣りをする際は≪1秒で
下ろしての安定感≫も最高です。

堅実派のフィッシャーマンに
ベストセラー分割式スモールボート
OPA S3 II

■全長：3.15m　■船幅：1.26m　■深さ：45cm　■重量：約50㎏（オプションを含まない船体のみの重量）
■重ね合わせ時寸法：1.6m　■分割形式：二分割　■定員：3名（フロート装着時）

ご家族や仲間と過ごすアクティブ派の方におすすめ。レジャー艇の分割ボートでは最長クラ
ス。大人3人でも窮屈感がほとんどなく、『滑るように走行する爽快さ』は格別です。最高馬力
は8馬力。さらに、中間部分の船体を取り外せば2分割のOPA2に早変わり。2馬力船外機を
使用して気軽な1人用に、L3に跳ね上げフロートを使用すれば【“爽快な走り”＆“安全・安
心”＆“広々、ゆったり感”】の超絶なコンビネーションが可能。まさに分割ボートの最高峰で
す。

滑るような快適さ
全長4.3mの3分割式小型ボート
OPA L3

■全長：4.3m　■船幅：1.26m　■深さ：45cm　■重量：約85㎏（オプションを含まない船体のみの重量）
■重ね合わせ時寸法：1.6m　■分割形式：三分割　■定員：3名（フロート装着時）

じっくり1人で釣りを楽しみたい、そんなパーソナルなお客様のための1~2人入門用ボートです。3分割
艇のＯＰＡＬ3の真ん中の船体を取り除くと、なんとこのＯＰＡ2に。家族や友人3名で乗船しながらワイ
ワイと楽しいひと時を過ごしたその次の週末には、1人で朝2～3時間、2馬力船外機を使ってキス釣
り。『今日の晩ご飯はキスの天ぷら？….』そんな想像も膨らむ手軽なボートフィッシングは、不思議なほ
どリフレッシュできるものです。

L3がL2に早変わり
全長2.7ｍの一人用分割式ミニボート

OPA 2

■全長：2.75m　■船幅：1.26m　■深さ：45cm　■重量：約43㎏（オプションを含まない船体のみの重量）
■重ね合わせ時寸法：1.41m　■分割形式：二分割　■定員：2名（フロート装着時）

安全性、利便性、耐久性がすべてハイレベル!
充実のラインナップであなたの相棒を見つけてください!

オーパ・クラフトでは強度を大幅に強化し、救助の現場で安心してお使いいただけるレス
キューボートを開発。抜群の安定性、安全性を誇っており、世界最強クラスの小型ボートとして
全国の防災関係者から大変ご好評を頂いております。水害用救助艇として、全国の防災関係組織
のみならず、海外からも多くのお引き合いをいただいております。



極
〒474-0023　愛知県大府市大東町2丁目100番地　　https://opacraf t .com/
TEL.0562-57-3901　FAX.0562-57-3902

お問い合わせ

跳ね上げればしぶきがかからず爽快な走り!!
下ろせばがっちり安定・安全!!
ナント! 驚異的な1秒でチェンジ可能!!

1

取り付けも驚異的速さ!
ナント! 10秒で取り付け可能!!

2

下ろした時の
安定感・安心感が驚異的!
ナント、片側に240㎏（3人～4人分）片寄った場合も
しっかりガード！

3

船体の取り付け部がスゴイ!
ナント! [経済産業省から「愛知県の優れたプラス
チック技術」用いた事業認定]
この技術を用いてしっかりガード!!

4

毎回のわずわらしい空気注入の
必要が無いからラクラク!
だから! フロート装備にかかる手間と時間を
大幅に短縮!!

5

フロート本体は、数億円のクルーザーを
保護する世界の一流品!
だから! 岩礁に当たったり、こすれたりしても耐久性は抜群!!

6

持ち運びや水洗い等がラクラク!
だから! フロートを使用することが嫌にならないから使用率業界最高クラス!!

7

つまり! 世界最高水準の『安心・安全』と『快適さ』をお届けします!

世界最高水準の魅力と感動がいっぱい詰まった
跳ね上げフロートのミラクルワールド

この品質はオンリーワン! 安心・快適が極まる7つのスペシャリテ

急旋回しても不安無し! 跳ね上げればしぶきが
かからず爽快な走り!

跳ね上げは驚異の1秒!
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