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皆様のお手元に検査機構からご案内のお手紙が届きましたら、マリーナに

いいたします。 

申請書類はマリーナで作成

いただけますと非常に助かります

■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内

柏崎マリーナではボート免許をお持ちの全ての皆様を対象に、更新･失効講習会を開催しております。

年となっており、講習を受講することによって免許を更新することができます。

講習は期限の一年前から受講が可能ですので、期限を過ぎて失効することのないようお早めにマリーナで

受講ください。詳しい内容は、マリーナのホームページをご覧いただくかお電話にてお問い合せ下さい。

      

1111 日（日（日（日（日日日日）））） 

0000 日（日（日（日（日日日日）））） 

6666 日（日（日（日（月月月月））））    

6666 日（日（日（日（日日日日））））    

22222222 日（日（日（日（木木木木））））    

更新講習： ８，５００円

失効講習：１５，０００円

９時受付開始（更新：約１時間、失効：約２時間）

新潟県柏崎マリーナ

■「マリーナ会員懇親会」のご報告■「マリーナ会員懇親会」のご報告■「マリーナ会員懇親会」のご報告■「マリーナ会員懇親会」のご報告

月ホテルメトロポリタン松島において、柏崎マリーナ会員懇親会および柏崎マリーナオーナーズク

ラブ総会を開催いたしました。当日は県内外から多くの皆様にお越しいただき、「年間大物賞授賞式」や「フ

ォトコンテスト入賞作品発表」、そして「お楽しみ抽選会」などで大いに盛り上がりました。

年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の

大勢の皆様にご出席いただけることを願い、毎年開催をさせていただいております。

※懇親会の詳しいようすは、マリーナのホームページから

船舶検査について船舶検査について船舶検査について船舶検査について

例年、４月頃からお盆頃まで船舶検査満了時期を迎える

検査開始可能時期が近づきますと日本小型船舶検査機構より船舶検査の案内（申

る封筒）が、登録されているご住所へ郵送されます。

４月に検査の期限（中間検査は検査基準日）を迎える

検査の案内が発送されており、マリーナへも

皆様のお手元に検査機構からご案内のお手紙が届きましたら、マリーナに

申請書類はマリーナで作成すること

助かりますので、マリーナにお越しの際に

■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内

柏崎マリーナではボート免許をお持ちの全ての皆様を対象に、更新･失効講習会を開催しております。

年となっており、講習を受講することによって免許を更新することができます。

可能ですので、期限を過ぎて失効することのないようお早めにマリーナで

受講ください。詳しい内容は、マリーナのホームページをご覧いただくかお電話にてお問い合せ下さい。

 

 

    

    

    

８，５００円  

１５，０００円 

（更新：約１時間、失効：約２時間）

新潟県柏崎マリーナ 2階会議室

■「マリーナ会員懇親会」のご報告■「マリーナ会員懇親会」のご報告■「マリーナ会員懇親会」のご報告■「マリーナ会員懇親会」のご報告 

月ホテルメトロポリタン松島において、柏崎マリーナ会員懇親会および柏崎マリーナオーナーズク

ラブ総会を開催いたしました。当日は県内外から多くの皆様にお越しいただき、「年間大物賞授賞式」や「フ

ォトコンテスト入賞作品発表」、そして「お楽しみ抽選会」などで大いに盛り上がりました。

年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の

大勢の皆様にご出席いただけることを願い、毎年開催をさせていただいております。

※懇親会の詳しいようすは、マリーナのホームページから

船舶検査について船舶検査について船舶検査について船舶検査について））））    

例年、４月頃からお盆頃まで船舶検査満了時期を迎える

検査開始可能時期が近づきますと日本小型船舶検査機構より船舶検査の案内（申

）が、登録されているご住所へ郵送されます。

４月に検査の期限（中間検査は検査基準日）を迎える

マリーナへも船検

皆様のお手元に検査機構からご案内のお手紙が届きましたら、マリーナに

することも可能で

ので、マリーナにお越しの際に

2 

■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内

柏崎マリーナではボート免許をお持ちの全ての皆様を対象に、更新･失効講習会を開催しております。

年となっており、講習を受講することによって免許を更新することができます。

可能ですので、期限を過ぎて失効することのないようお早めにマリーナで

受講ください。詳しい内容は、マリーナのホームページをご覧いただくかお電話にてお問い合せ下さい。

   

（更新：約１時間、失効：約２時間）

階会議室    

月ホテルメトロポリタン松島において、柏崎マリーナ会員懇親会および柏崎マリーナオーナーズク

ラブ総会を開催いたしました。当日は県内外から多くの皆様にお越しいただき、「年間大物賞授賞式」や「フ

ォトコンテスト入賞作品発表」、そして「お楽しみ抽選会」などで大いに盛り上がりました。

年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の

大勢の皆様にご出席いただけることを願い、毎年開催をさせていただいております。

※懇親会の詳しいようすは、マリーナのホームページからご覧いただくことが出来ます

    

例年、４月頃からお盆頃まで船舶検査満了時期を迎える船がとても多くなります。

検査開始可能時期が近づきますと日本小型船舶検査機構より船舶検査の案内（申

）が、登録されているご住所へ郵送されます。

４月に検査の期限（中間検査は検査基準日）を迎える船を所有

船検の代行依頼

皆様のお手元に検査機構からご案内のお手紙が届きましたら、マリーナに

可能ですが、お手元に届きました申請書類

ので、マリーナにお越しの際に

■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内■「小型船舶操縦免許証」更新･失効講習会開催のご案内    

柏崎マリーナではボート免許をお持ちの全ての皆様を対象に、更新･失効講習会を開催しております。

年となっており、講習を受講することによって免許を更新することができます。

可能ですので、期限を過ぎて失効することのないようお早めにマリーナで

受講ください。詳しい内容は、マリーナのホームページをご覧いただくかお電話にてお問い合せ下さい。

（更新：約１時間、失効：約２時間）

月ホテルメトロポリタン松島において、柏崎マリーナ会員懇親会および柏崎マリーナオーナーズク

ラブ総会を開催いたしました。当日は県内外から多くの皆様にお越しいただき、「年間大物賞授賞式」や「フ

ォトコンテスト入賞作品発表」、そして「お楽しみ抽選会」などで大いに盛り上がりました。

年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の

大勢の皆様にご出席いただけることを願い、毎年開催をさせていただいております。

ご覧いただくことが出来ます

がとても多くなります。

検査開始可能時期が近づきますと日本小型船舶検査機構より船舶検査の案内（申

）が、登録されているご住所へ郵送されます。

を所有の方には既に船舶

代行依頼が多く寄せられてお

皆様のお手元に検査機構からご案内のお手紙が届きましたら、マリーナに

すが、お手元に届きました申請書類

ので、マリーナにお越しの際にでも受付へ

柏崎マリーナではボート免許をお持ちの全ての皆様を対象に、更新･失効講習会を開催しております。

年となっており、講習を受講することによって免許を更新することができます。

可能ですので、期限を過ぎて失効することのないようお早めにマリーナで

受講ください。詳しい内容は、マリーナのホームページをご覧いただくかお電話にてお問い合せ下さい。

（更新：約１時間、失効：約２時間） 

月ホテルメトロポリタン松島において、柏崎マリーナ会員懇親会および柏崎マリーナオーナーズク

ラブ総会を開催いたしました。当日は県内外から多くの皆様にお越しいただき、「年間大物賞授賞式」や「フ

ォトコンテスト入賞作品発表」、そして「お楽しみ抽選会」などで大いに盛り上がりました。

年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の

大勢の皆様にご出席いただけることを願い、毎年開催をさせていただいております。

ご覧いただくことが出来ます。（会員限定）

がとても多くなります。 

検査開始可能時期が近づきますと日本小型船舶検査機構より船舶検査の案内（申

）が、登録されているご住所へ郵送されます。 

には既に船舶

多く寄せられてお

皆様のお手元に検査機構からご案内のお手紙が届きましたら、マリーナに検査の代行

すが、お手元に届きました申請書類

受付へお渡しください

柏崎マリーナではボート免許をお持ちの全ての皆様を対象に、更新･失効講習会を開催しております。

年となっており、講習を受講することによって免許を更新することができます。

可能ですので、期限を過ぎて失効することのないようお早めにマリーナで

受講ください。詳しい内容は、マリーナのホームページをご覧いただくかお電話にてお問い合せ下さい。

月ホテルメトロポリタン松島において、柏崎マリーナ会員懇親会および柏崎マリーナオーナーズク

ラブ総会を開催いたしました。当日は県内外から多くの皆様にお越しいただき、「年間大物賞授賞式」や「フ

ォトコンテスト入賞作品発表」、そして「お楽しみ抽選会」などで大いに盛り上がりました。 

年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の

大勢の皆様にご出席いただけることを願い、毎年開催をさせていただいております。

（会員限定） 

 

検査の代行依頼を頂けます様

すが、お手元に届きました申請書類をそのまま使わせて

お渡しください。

■船舶検査の申請書↑

柏崎マリーナではボート免許をお持ちの全ての皆様を対象に、更新･失効講習会を開催しております。 

年となっており、講習を受講することによって免許を更新することができます。 

可能ですので、期限を過ぎて失効することのないようお早めにマリーナで

受講ください。詳しい内容は、マリーナのホームページをご覧いただくかお電話にてお問い合せ下さい。

月ホテルメトロポリタン松島において、柏崎マリーナ会員懇親会および柏崎マリーナオーナーズク

ラブ総会を開催いたしました。当日は県内外から多くの皆様にお越しいただき、「年間大物賞授賞式」や「フ

 

年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の

大勢の皆様にご出席いただけることを願い、毎年開催をさせていただいております。 

 

頂けます様お願

をそのまま使わせて

。 

次項に続く→

船舶検査の申請書↑

可能ですので、期限を過ぎて失効することのないようお早めにマリーナで 

受講ください。詳しい内容は、マリーナのホームページをご覧いただくかお電話にてお問い合せ下さい。 

月ホテルメトロポリタン松島において、柏崎マリーナ会員懇親会および柏崎マリーナオーナーズク

ラブ総会を開催いたしました。当日は県内外から多くの皆様にお越しいただき、「年間大物賞授賞式」や「フ

年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の年間のマリンライフの締めくくりとして。また、同じマリーナで遊ぶ海の仲間同士の

お願

をそのまま使わせて

→ 

船舶検査の申請書↑ 



 

また、

ます

載された

 

 

    

    

    

 

最近、

救命浮環には「

また、救命胴衣には「

い事例が検査全体の
 

その他

換する
 

・救命胴衣

・救命胴衣

・膨張式胴衣に傷みがある

・救命浮環索が無い・索が絡み合っている

・消防設備

 

※

 

 
    
■■■■
 

冬期間、船に積もった雪は見た目よりもかなりの重量になっている場合がありま

す。最悪の場合、浸水や破損の原因となりますので、なるべくお早めに除雪なら

びに点検に
    

【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】
    

安全でスームズな係留作業を行うためにも、

除いた

船の除雪をしていただけない場合

ご了承ください。

頼頼頼頼

ます。

 

また、ご依頼いただきました

ます。 船舶検査

載された年月

 

 

    

    

    

 

最近、マリーナで

救命浮環には「

また、救命胴衣には「

い事例が検査全体の
 

その他の事例

換するようにしてください
 

・救命胴衣のファ

・救命胴衣に

・膨張式胴衣に傷みがある

・救命浮環索が無い・索が絡み合っている

・消防設備である

 

※船舶法定備品の多くは国の定めた

ない場合があります。

特に救命胴衣などは商品に「ライフジャケット」や「救命胴衣」と明記されていても、型式承認・検定品

でない物もありますので

型式承認・検定品ですので、安心してお買い求めいただけます

 

 掲示板掲示板掲示板掲示板    
    
■■■■予約予約予約予約係留時の注意点について係留時の注意点について係留時の注意点について係留時の注意点について
 

冬期間、船に積もった雪は見た目よりもかなりの重量になっている場合がありま

す。最悪の場合、浸水や破損の原因となりますので、なるべくお早めに除雪なら

びに点検にいらっしゃる
    

【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】
    

安全でスームズな係留作業を行うためにも、

除いた上でマリーナに予約

船の除雪をしていただけない場合

ご了承ください。

頼頼頼頼等への対応

ます。 

■船体に貼られた「船舶検査済表」

ご依頼いただきました

船舶検査の有効期限

年月（写真では

マリーナでは以下の

救命浮環には「船名または船舶番号船名または船舶番号船名または船舶番号船名または船舶番号

また、救命胴衣には「船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名

い事例が検査全体の 10

の事例として以下のようなケースも

ようにしてください

のファスナーが壊れている。

に備え付けの笛が取れて無い。

・膨張式胴衣に傷みがある

・救命浮環索が無い・索が絡み合っている

である自動拡散消火器の製造年数が古い。

船舶法定備品の多くは国の定めた

ない場合があります。 

特に救命胴衣などは商品に「ライフジャケット」や「救命胴衣」と明記されていても、型式承認・検定品

でない物もありますので

型式承認・検定品ですので、安心してお買い求めいただけます

        

係留時の注意点について係留時の注意点について係留時の注意点について係留時の注意点について

冬期間、船に積もった雪は見た目よりもかなりの重量になっている場合がありま

す。最悪の場合、浸水や破損の原因となりますので、なるべくお早めに除雪なら

いらっしゃることをおすすめいたします。

【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】

安全でスームズな係留作業を行うためにも、

マリーナに予約

船の除雪をしていただけない場合

ご了承ください。 また、マリーナでは

対応はしておりません

■船体に貼られた「船舶検査済表」

ご依頼いただきました検査の日程につきましては、

期限は、下の写真のように

（写真では 27 年 5 月）

以下のような“検査不合格

船名または船舶番号船名または船舶番号船名または船舶番号船名または船舶番号

船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名

10％にのぼります。

以下のようなケースも

ようにしてください。 

スナーが壊れている。

備え付けの笛が取れて無い。

・膨張式胴衣に傷みがある。（ボンベ腐食など）

・救命浮環索が無い・索が絡み合っている

自動拡散消火器の製造年数が古い。

船舶法定備品の多くは国の定めた型式承認試験や検定に合格したものでなければ船舶検査の要件を満たさ

 

特に救命胴衣などは商品に「ライフジャケット」や「救命胴衣」と明記されていても、型式承認・検定品

でない物もありますので、ご購入時にはご注意下さい。

型式承認・検定品ですので、安心してお買い求めいただけます

係留時の注意点について係留時の注意点について係留時の注意点について係留時の注意点について    

冬期間、船に積もった雪は見た目よりもかなりの重量になっている場合がありま

す。最悪の場合、浸水や破損の原因となりますので、なるべくお早めに除雪なら

ことをおすすめいたします。

【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】【冬期間の予約時の注意点】    

安全でスームズな係留作業を行うためにも、

マリーナに予約係留の依頼をして下さいますようお願いいたします。

船の除雪をしていただけない場合は、

また、マリーナでは

はしておりません。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げ

■船体に貼られた「船舶検査済表」

の日程につきましては、

下の写真のように

月）で、詳細は

検査不合格事例

船名または船舶番号船名または船舶番号船名または船舶番号船名または船舶番号」及び「

船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名

％にのぼります。 

以下のようなケースも多く見られますので

スナーが壊れている。 

備え付けの笛が取れて無い。 

（ボンベ腐食など）

・救命浮環索が無い・索が絡み合っている。 

自動拡散消火器の製造年数が古い。

型式承認試験や検定に合格したものでなければ船舶検査の要件を満たさ

特に救命胴衣などは商品に「ライフジャケット」や「救命胴衣」と明記されていても、型式承認・検定品

購入時にはご注意下さい。

型式承認・検定品ですので、安心してお買い求めいただけます

    

冬期間、船に積もった雪は見た目よりもかなりの重量になっている場合がありま

す。最悪の場合、浸水や破損の原因となりますので、なるべくお早めに除雪なら

ことをおすすめいたします。

安全でスームズな係留作業を行うためにも、船に積もった雪

依頼をして下さいますようお願いいたします。

は、ご予約には応じられませんのであらかじめ

また、マリーナでは有償・無償に関わらず

。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げ

■船体に貼られた「船舶検査済表」（左）
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の日程につきましては、有効期限が

下の写真のように船体に貼り付けてある有効期限ステッカー（青い丸）

、詳細はお持ちの検査手帳でご確認いただ

事例”が目立っております

」及び「船籍港または定係港船籍港または定係港船籍港または定係港船籍港または定係港

船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名

多く見られますので

（ボンベ腐食など） 

自動拡散消火器の製造年数が古い。 

型式承認試験や検定に合格したものでなければ船舶検査の要件を満たさ

特に救命胴衣などは商品に「ライフジャケット」や「救命胴衣」と明記されていても、型式承認・検定品

購入時にはご注意下さい。なお、

型式承認・検定品ですので、安心してお買い求めいただけます

冬期間、船に積もった雪は見た目よりもかなりの重量になっている場合がありま

す。最悪の場合、浸水や破損の原因となりますので、なるべくお早めに除雪なら

ことをおすすめいたします。 

船に積もった雪

依頼をして下さいますようお願いいたします。

ご予約には応じられませんのであらかじめ

有償・無償に関わらず

。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げ

（左）と「有効期限ステッカー」

有効期限が早く到来する

船体に貼り付けてある有効期限ステッカー（青い丸）

お持ちの検査手帳でご確認いただ

が目立っております

船籍港または定係港船籍港または定係港船籍港または定係港船籍港または定係港」を表示してください。

船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名船名、船舶番号または船舶所有者名」を表示してください。これらの表示がな

多く見られますので、検査時期でなく

型式承認試験や検定に合格したものでなければ船舶検査の要件を満たさ

特に救命胴衣などは商品に「ライフジャケット」や「救命胴衣」と明記されていても、型式承認・検定品

なお、マリーナ

型式承認・検定品ですので、安心してお買い求めいただけます。 

冬期間、船に積もった雪は見た目よりもかなりの重量になっている場合がありま

す。最悪の場合、浸水や破損の原因となりますので、なるべくお早めに除雪なら

船に積もった雪は各自で完全に取り

依頼をして下さいますようお願いいたします。

ご予約には応じられませんのであらかじめ

有償・無償に関わらず個々の船の除雪依個々の船の除雪依個々の船の除雪依個々の船の除雪依

。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げ

と「有効期限ステッカー」

早く到来する

船体に貼り付けてある有効期限ステッカー（青い丸）

お持ちの検査手帳でご確認いただ

が目立っておりますので、ご注意ください。

」を表示してください。

」を表示してください。これらの表示がな

検査時期でなくと

型式承認試験や検定に合格したものでなければ船舶検査の要件を満たさ

特に救命胴衣などは商品に「ライフジャケット」や「救命胴衣」と明記されていても、型式承認・検定品

マリーナで販売して

冬期間、船に積もった雪は見た目よりもかなりの重量になっている場合がありま

す。最悪の場合、浸水や破損の原因となりますので、なるべくお早めに除雪なら

完全に取り

依頼をして下さいますようお願いいたします。 

ご予約には応じられませんのであらかじめ

個々の船の除雪依個々の船の除雪依個々の船の除雪依個々の船の除雪依

。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げ

と「有効期限ステッカー」（右）

早く到来する船から順番に

船体に貼り付けてある有効期限ステッカー（青い丸）

お持ちの検査手帳でご確認いただくことができます

ので、ご注意ください。

」を表示してください。

」を表示してください。これらの表示がな

とも必要に応じ

型式承認試験や検定に合格したものでなければ船舶検査の要件を満たさ

特に救命胴衣などは商品に「ライフジャケット」や「救命胴衣」と明記されていても、型式承認・検定品

販売している救命胴衣はすべて

 

（右） 

から順番に行っており

船体に貼り付けてある有効期限ステッカー（青い丸）に記

くことができます。 

ので、ご注意ください。    

」を表示してください。 

」を表示してください。これらの表示がな

も必要に応じて新しく交

型式承認試験や検定に合格したものでなければ船舶検査の要件を満たさ

特に救命胴衣などは商品に「ライフジャケット」や「救命胴衣」と明記されていても、型式承認・検定品

いる救命胴衣はすべて

行っており

に記

 

」を表示してください。これらの表示がな

新しく交

型式承認試験や検定に合格したものでなければ船舶検査の要件を満たさ

特に救命胴衣などは商品に「ライフジャケット」や「救命胴衣」と明記されていても、型式承認・検定品

いる救命胴衣はすべて
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■第 6 回 マリンフォトコンテスト 

最優秀人物部門「えー、なにこれ珍百景」 

■「■「■「■「柏柏柏柏崎マリーナ崎マリーナ崎マリーナ崎マリーナ    マリンフォトコンテスト」についてマリンフォトコンテスト」についてマリンフォトコンテスト」についてマリンフォトコンテスト」について    
    
柏崎の四季折々の海の魅力を伝えるため、毎年開催しております「柏崎

マリーナ マリンフォトコンテスト」も今年で 7 回目を迎え、毎年多くの

方々から素敵な作品をご応募いただいております。 
 

マリーナをご利用の皆様におかれましては、海の風景をカメラで撮影す

る機会も多いことと存じます。 

船釣りでの大物との格闘シーンや思いがけないイルカとの遭遇、心打た

れる夕焼けなど、シャッターチャンスは無限にあることでしょう。 

そういった、あなただけの一枚をぜひマリンフォトコンテストにご出展

ください！ 

 

最近は安価でも性能の良いデジタルカメラが発売されており、一昔前の

ように高価な道具がなくとも全自動で簡単に美しい写真が撮れるように

なりました。 

あとは皆様のセンス次第ですので、気軽な気持ちでご応募ください。 

なお、今までの入賞作品はマリーナ管理棟内に展示させていただいており 

ますので、マリーナにお立ち寄りの際はぜひご覧いただきたいと思います。 

 

    
■プレジャーボート保険■プレジャーボート保険■プレジャーボート保険■プレジャーボート保険加入のお加入のお加入のお加入のおすすめすすめすすめすすめ        
    
柏崎マリーナでは、「全国プレジャーボート安全会」「全国プレジャーボート安全会」「全国プレジャーボート安全会」「全国プレジャーボート安全会」のプレジャーボート責任保険および総合保険の取次ぎ

を行なっております。 

万一に備えてプレジャーボートの賠償責任保険に加入することは今やマナーでもあり、ご自身を守る手段と

もなっております。 

「保険は安心の第一歩です「保険は安心の第一歩です「保険は安心の第一歩です「保険は安心の第一歩です!!!!」」」」多くの皆様が保険に加入することによる“団体契約割引”の適用や、自動車保

険のような“無事故割引”など各種お得な割引制度もございますので、この機会にぜひご加入をご検討くだ

さいます様お願いいたします。（詳しくは、マリーナまでお問合せください） 

 

■ジャパンインターナショナルボートショー２０１■ジャパンインターナショナルボートショー２０１■ジャパンインターナショナルボートショー２０１■ジャパンインターナショナルボートショー２０１5555 の開催の開催の開催の開催    
 

『ジャパンインターナショナルボートショー』『ジャパンインターナショナルボートショー』『ジャパンインターナショナルボートショー』『ジャパンインターナショナルボートショー』が、下記日程で行われます。 

各メーカーのニューモデルなどが実際に展示され、豊富なイベントでご家族連れでも飽きのこない内容とな

っているようですので、興味のある方は行かれてみてはいかがでしょうか。 

マリーナに招待券の用意もございますので、ご希望の方はお申し出下さい。（枚数に限りがあります） 
 
 

 

 

 


