
ACHILLES OPTIONAL PARTS
素材はビニロン帆布製で、岩場や葦等からチューブを守る
保護カバーです。

FKDLF 
 LF-297専用
 （ビニロン帆布製）

48,400円（税込） 
LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB

FKDPV-2
46,200円（税込）

※タイプによりアンカーロープガイドその他
　モールド部品部分は、切り取り調整が必要です。

取り付けイメージ取り付けイメージ

パワーボート用船底カバー ローボート用船底カバー

ボート備品他

キャリーバッグ

1,100円（税込） 
● KJ-5SSL、
   KJ-10SSL専用

21,120円（税込） 
● サイズ：
   125cm×63cm×25cm

KJ-5SSL

22,990円（税込） 
● サイズ：
   140cm×63cm×25cm

KJ-10SSL

65
cm

100cm

パワーボート用
キャリーバッグ

4,840円（税込） 
● サイズ：100cm×65cm
A-4SSL

ローボート用 
キャリーバッグ

船外機キャリー（Sシャフト専用） 船外機スタンド

● 幅：8cm / 直径20cm　
● 船外機重量60kgまで対応
● プラスチックタイヤ（ブロー成型品）

SST-2
（ワイドタイヤ）

SSL-1
（2馬力専用）

Sシャフト専用スタンドなので、バケツに
そのまま入れて丸洗いできます。
砂地でも楽々使用可能。 タイヤサイズが大きい

ので、船外機の運搬も
楽に行えます。

タイヤサイズUP！

S字フックはボート船首
のグリップに取り付け、
バウドーリーとしても
使えます。

※斜め支柱は、折りたためる
　コンパクト設計です。

船外機キャリー  / スタンド

25,300円（税込） 15,400円（税込）

PVL-220RU専用
（ビニロン帆布製）

FKDPV
46,200円（税込）

PVL-270RU専用
（ビニロン帆布製）

シーアンカー

1 シーアンカーを水
面に向かって投げ
込みます。

開花したら、固定
用ロープを調整し
ます。

固定用ロープが
張る様になるまで
調整します。
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引き上げ用ロープがついているので、
楽に引き上げられます。

L-SEA13
● 直径：130cm
● フロート重り付き

L-SEA03

11,000円（税込）
● 直径：35cm ● 引き上げ用ロープ付き
● 固定用ロープ：直径1cm 

外側をプラスチック成形したアン
カーです。ボートのチューブを傷め
にくい作りです。

11,550円（税込） 
● 重さ：5kg  ● ロープ付き（20m）
L-M5

マッシュルームアンカー

使用しないときは折りたたんでコン
パクトに収納できるので、場所を
とりません。

● 重さ：1.5kg   ● ロープ付き（20m）
L-C1.5（ローボート向き）

コンパクトアンカー

PV-300VIB、330VIB用のDX
ドーリー取り付けかさ上げ部品
です。

V-DS
13,750円（税込）

デラックスドーリー
（VIB用スペーサー）

※斜め支柱は、折りたためる
　コンパクト設計です。

フック拡大図 

ECU4-942、
EZ4-942、
PV4-942

4-900
（ビニロン帆布製）

30,800円（税込） 
適応
製品 EZ6-942

6-900
（ビニロン帆布製）

41,250円（税込） 
適応
製品

適応製品

投げ込むだけで自然に開くので手間がかかりません。素材は塩ビ製です。

バックル

KJ-BA

アキレスオプショナルパーツ

ポータブル魚群探知機がワンタッチで取り付けできます。
ローボートでも本格的なフィッシングが楽しめます。ホン
デックスPS-500C、PS-501CNが適用になります。

BMO製品のフィッシュセンサーアーム
です。先端に振動子を取付け、ボート
のトランサムに固定します。

※魚探はセットされておりません。
※ボートチューブ径35cmまで対応。
※走行中はアームを上げてください。

ギョタッチメント（ローボート専用） BMO魚探用アクセサリ

GY-1
6,600円（税込）

9,350円（税込）

6,710円（税込）

海上で自船の視認性を上げるためのマークポールです。付属の
アタッチメントをイス板に挟んでポールをさし込ます。イス板に取り
付けするので、ローボートにも使用できます。

● ポールサイズ 収納時：1070mm / 伸縮時：2230mm

セーフティーフラッグ
（パワーボート / ローボート兼用）

取り付けイメージ取り付けイメージ

取り付けイメージ取り付けイメージ

ステンクランプ式
フィッシュセンサーアームSP

1,540円（税込） 

フラッグ
（FL-03）

IFマルチ魚探マウント

10,560円（税込） 

本体（FL-04）
（ポール+アタッチメント）

竿掛けモールドにはめ込んで
使用します。アンカーロープを
ワンタッチで固定できます。
カム（歯車）の働きでロープは
ガッチリと固定されますが、内側
に引くと簡単に緩み、はずす
ことができます。

カムクリート

1 2 3

※写真はステンレス製です。

竿掛けモールドに
取り付けます。

カムの間にロープをはめ、
固定します。

ロープ外す際は、内側に引くと
簡単に緩みます。

取り付けイメージ取り付けイメージ

※センサーは別売です。

※ご使用時の釣り具及びボートの破損、紛失等の責任は負いかねます。
※商品付属の取り扱い説明書の使用上の注意をよく読みご使用ください。

※魚探はセットされておりません。
※別売の固定ベースのご利用を
　推奨します。（P.6）

BMO
製品

船底カバー

「アキレスボート製品カタログ」

(ABS製）

フロートとオモリのバランスで強制
的に開花させるシーアンカーです。

13,200円（税込） 11,550円 （税込）

ボートドーリーNK

●  シャフト/固定ベース（アルミ）
●  固定アタッチメント機能付き（ステンレス）
●  跳ね上げ角度（3段階）
●  ワンハンドグリップ仕様（スライドによるロック解除）
   ※グリップ部：耐久性あるステンレス素材

ロックピン

58,300円（税込）
ハンドルをスライドさせることで、跳ね上げ用の
ロックピンを解除でき角度調整が可能です。

※船外機Sシャフト仕様
※総重量150kgまで使用可能です。
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アキレスアフターサービス WEBで簡単ユーザー登録!

今年も全国各地で開催のイベント・展示会に参加予定!

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

展示会や試乗会でボートを見て、触って、質問ができるチャンス！
ぜひ、お気軽にお越しください！ ご来場お待ちしています。

無償修理カードは製品ご購入後、ユーザー登録をいただいた
方のみの発行となります。お早めにご登録ください。

無償修理

ハガキ

（
梱
包
箱
添
付
）

最新情報はオフィシャルWEBでチェック！
スマホでQRを読み込んでも確認できます。

QRコードもしくは、
ハガキで登録

ボートマーク 素材 保証期間 無償修理回数

保証
期間内 2回
保証
期間内 1回

購入日より

5年間CSM
（国産）

エコストロン
（EPDM・国産）

5年
本体保証

購入日より

1年間 1年
本体保証

アキレスボートは、使用される素材によって保証制度を設けておりま
す。「修理品のお預かり」や「部品注文」につきましては、お近くの
販売店にてお申し込みください。

※無償修理カードは製品の修理依頼時に必要となりますので、大切に保管してください。
※登録いただいた個人情報については、弊社個人情報保護方針を遵守し、責任をもって管理をさせていただきます。
※万一アンケートハガキ、「製品登録のご案内」および無償修理カードを紛失等された場合は、販売店までお問い
　合せをお願いいたします。

※オプショナルパーツの保証期間は購入日より1年間となります。お買い上げ時のレシート等を大切に保管してください。

ECU2-921

2-900
（ビニロン帆布製）

30,800円（税込） 
適応
製品

EC4-621、
EC4-642

4-500
（ビニロン帆布製）

27,500円（税込） 
適応
製品EC2-521

2-500
（ビニロン帆布製）

25,520円（税込）
適応
製品

KM-S
4,400円（税込）

廃盤廃盤



CSM素材ボートの専用パーツです。
（LF,LW,ECB,RD,FMR,ASシリーズ）

CSM
専用

PVC素材ボートの専用パーツです。
（PV、PVL、VIB、HRB、PV4、DRシリーズ、フローター）

PVC
専用

携行缶 PHN口栓キャップ PRB口栓キャップ PL口栓キャップ ロバーツバルブ

PVC専用

フットポンプ（ナイロン樹脂プレート）

※#6100、DJ303のスペア
ポンプはBR-7をご指定く
ださい。17,380円（税込）  10,560円（税込）  13,200円（税込）  15,730円（税込） 11,990円（税込）  

P-BR9HP P-BR7（5ℓ） P-BR8（6.5ℓ） DJ-500HP DJ-302
● プレートサイズ：
　約33cm×23cm

● プレートサイズ：
　約28cm×21cm

● プレートサイズ：
　約32cm×23cm

● プレートサイズ：
　約32cm×27cm

● プレートサイズ：
　約28cm×23cm

フットポンプ PVC専用

ホースアダプタ ポンプホースのみ プレッシャーゲージ ペンシル型プレッシャーゲージ

最適な充てん状態をチェックできます。
PHNバルブ用とPRBバルブ用がございます。

CSM専用

AD-PHN
（PHNバルブ用）

1,430円（税込）  
AD-PV1
（ロバーツバルブ用）

1,430円（税込）  
Y-HOOS
1,870円（税込）  7,700円（税込）  

●  メーター径：4.2cm ● 長さ：6.6cm
MM-P

7,700円（税込）  
MM-C
（PHN、PLバルブ用）

※お求めの際は、ボートの型式•製造番号を
　ご確認の上、店頭にてご注文ください。
※PHNバルブ用はPLバルブにも対応しています。

● 容量：2.5ℓ
※長期保管時は、中のガソリンを抜いてくだ
さい。サビの原因となります。

MR-3
2,200円（税込）   

※PHNバルブをボート本体に固定す
るためのネジです。交換時に手で回
してはずすことができます。

※PHNバルブのネ
ジ部に付いてい
ます。

口栓ワッシャー
660円（税込）   

オー

Oリング
660円（税込）   5,775円（税込）   

CSM、エコストロン製 ※HB-420、HB-490、SU、RJB-RSBは除く。
SU、RJB-RSBシリーズ

PRB
6,050円（税込）   

CSM専用

HB-420、HB-490

PL
2,112円（税込）   

CSM専用 PV-1
3,850円（税込）   

PV、PVL、VIB、HRB、
PV4、DRシリーズ、
フローター適応製品

補修キットB
（ローボート用）

1,980円（税込）   
● 本体布15×15cm（2枚）  ● 底布15×15cm（2枚）
● チューブ糊（20g）  ● サンドペーパー #80 5.7×7cm
● 口栓（PHN）用Oリングパッキン
● タルク（打ち粉）30g  ● 補修説明書

3,850円（税込）   
補修キットD
（パワーボート用）

● 本体布15×15cm（2枚）  ● 底布15×15cm（2枚）
● チューブ糊（20g）  ● サンドペーパー #80 5.7×7cm
● 口栓（PHN）用Oリングパッキン  ● プラスチック笛 
● タルク（打ち粉）30g  ● 補修説明書

● 本体布15×15cm（2枚） ● チューブ糊（30g） 
● バルブレンチ（PV-1専用）

PV用補修キット（PVC-SSL）

3,520円（税込）   
PVC専用

● ボンドG-17 コニシボンド
● ニッショーボンド350X 日商化成
※塗料店、建材店、ホームセンター
　等でお買い求めいただけます。

推奨接着剤
CSM専用

● サイズ 約12cm
C-01P（30g）
1,430円（税込）   

ＰＶＣ専用チューブ糊

ウッドフロア（底板）

※接合部分は黒のみで、ご用意
　しております。

25,960円（税込）   
4-964（4枚底板）

30,580円（税込）  
6-942（4枚底板）

25,960円（税込）   
4-964LGY（4枚底板）

1,100円（税込）   
EZ6-942

14,520円（税込）   
4-620（2枚底板）

2人•4人乗りボート用 4人～5人乗りボート用 6人乗りボート用 4人～5人乗りボート用
(ライトグレー)

780
mm

790
mm

900
mm

900mm 1800mm 2280mm

※底板厚7mm用。

RIVET（20個入）

ハンマーで叩くと取り
付けられます。

EC4-642、ECU4-942、
EZ4-942

EC2-521、ECU2-921
EC4-621

ローボート用底板も各種用意しております。
接合部をターポリンヒンジでつないだ、折り
たたみ式です。お持ちのボートの補充やグレー
ドアップにお使いください。
※船外機仕様ボートの底板はアイテムごとの
専用設計です。お求めの際は、ボートの型式•
製造番号をご確認の上、店頭にてご注文くだ
さい。

D-30II
23,870円（税込）  
N-395A

ライフジャケット 浮環 消火バケツ
法定備品（※船舶検査時に必要なもの。）

型式承認品

※笛付き

※1艇に1つ必要です。

N-SB
6,050円（税込）   14,080円（税込）   

D-20（子供用）
11,660円（税込）   

● 型式承認：No.5506
● 浮力：約8.0kg
● 本体重量：約410g

● 型式承認：No.1986 
● 浮力：5.3kg 

● 型式承認：No.4203
● 質量：560g ● 浮力：9.6kg 
● 外径：395mm ● 内径：136mm 
● ロープ付き（15m）

L-S3.5

セーフティアンカー 信号紅炎 黒球 船検プレート（登録兼用）

31,900円（税込）  
● パワーボート向き 
● 重さ：3.5kg ●ロープ付き （40m）

SF-2
10,560円（税込）   

TK-2B
4,620円（税込）   

N-PT2（2枚）
5,170円（税込）   
● サイズ：680mm×100mm

全長が333cmを超える登録が必要なボート（SEI-365以上）にも使用できます。
所属都道府県を表示するために、大型の船検プレートとなっています。

※錨舶する船には
　必要です。※１艇に１セット（２ヶ入）必要です。

※失効年月を過ぎたら使用しないでください。※錨舶する船には必要です。

ポンプ / ホース / 圧力計

スペアパーツ他

電動ポンプ

※リペアキットをご注文の際はボートの品名とカラーをご指定ください。リペアキット

パドル / オール

13,310円（税込）    
● 長さ：148cm

UD-2
（ペア）

17,160円（税込）   
● 長さ：155cm

SL-02
（ペア）

13,200円（税込）    
● 長さ：125cm

D-1
（ペア）

6,600円（税込）   
● 長さ：125cm

D-1HALF
（1本）

24,970円（税込）  
● 長さ：181cm

UD-3 SE-400用
（ペア）

28,820円（税込）   
● 長さ：180cm

UD-6
（ペア）

770円（税込）   
● D-1専用

CAPD-1用
（1個）

6,655円（税込）    
● 長さ：148cm

UD-2HALF
（1本）

21,780円（税込）    
● 長さ：149cm

ラフティングパドル149
RA-PD（1本）

21,780円（税込）    
● 長さ：152cm

カーライルパドル
CA-PD（1本）

8,030円（税込）    
● 長さ：125cm

PD-01
（1本）

8,030円（税込）   
● 長さ：120cm

B-2
（1本）

12,100円（税込）   
● 長さ：150cm

TB-801
（1本）

PVC専用

アルミオール

パドルオール アルミパドル

660円（税込）    
F-T

オール止めつまみ CSM専用（F-T） PVC専用（F-TSSL）

770円（税込）    
F-TSSL

オール止めロック CSM専用（F-1/F-4） PVC専用 （F-1SSL）※フローターは除く

3,696円（税込）    
F-1

4,356円（税込）   
F-4

5,280円（税込）    
F-1SSL

椅子板（※ボート名が分からない場合、寸法を測ってご確認ください。）

12,100円（税込）   
D-780グレー
（78cm）

12,100円（税込）  
D-800グレー
（80cm）

12,870円 （税込）  
D-830グレー
（83cm）

15,950円（税込）   
D-900グレー
（90cm）

13,200円（税込）   
D-630
（63cm）

適応
製品

適応
製品

適応
製品

適応
製品

適応
製品

適応
製品

適応
製品

適応
製品

適応
製品

CSM専用

8,250円（税込）   
D-600クリア
（60cm）

パワーボート用椅子板 ローボート用椅子板 ローボート用椅子板
（編み上げ式） （スライド式）

LF-297 AS-315LF-260、LW-310、ECB-310、RD-300、
FMR-405、HB-270FX、HB-300FX

ECU2-921、ECU4-542、
ECU4-942、EZ4-942

FMR-505、AS-332、AS-350
HB-315LX、HB-310AX

EC2-521、EC4-621、
EC4-642

12,540円（税込）   
D-750SSL
（75cm）

2,090円（税込）   

PF-190
3,740円（税込）   
C-SC（2枚）

PVC用スライド椅子板 シートクッション プラフレーム

12,100円（税込）   
D-600SSL
（60cm）

HRB-280RU
PV-300VLT、PVL-220RU、
PVL-270RU、PVL-310RU、
HRB-330RU

12,540円（税込）   
D-630SSL
（63cm）

PV4-542、
PV4-942

14,520円（税込）   
D-800SSL
（80cm）

14,520円（税込）   
D-900SSL
（90cm）

PV-300DX、
PV-300VIB

PV-330VIB

※ネジは付いて
　いません。

PVC専用

E-132
7,700円（税込）   

（CSM、エコストロン用）
（PHNバルブ用）

PHN

※Oリング付き。
オー

※1艇に1つ必要です。

適応
製品

適応
製品

適応
製品

適応
製品

適応
製品

適応
製品

適応
製品

適応
製品

セット内容 セット内容

セット内容

7,150円（税込） 

● 消費電流：6.7A（最大7.1A)
● 電圧：DC12V ● 最大圧力：40mbar
● 最大連続使用時間：約30分
※仕上げにフットポンプでの
　加圧が必要です。

長時間使用すると故障の原因となりますので、ご注意ください。万一不具合が
あった場合、一年以内は無償で修理いたします。最初にファンの音がし、圧力
が高まるとピストン運動に変わります。その際のバッバッバッ！ という音は故
障ではありませんのでご了承ください。最初からこのような音がした際は再度
ONボタンを押すとファンの音に切り替わります。

P-BST12

42,900円（税込）  

● 定格：10A ● 電圧：12V ● 最大風量：500L/分
● 最大圧力：800mbar ● 最大連続使用時間：約10分
● 最大風量：500L/分
【参考】 ECB-310WB（本体チューブ）充気：約4分30秒

ご使用上の注意

パワフル
エアーポンプ

● 消費電流：低圧 / 15A、高圧 / 10A
● 電圧：DC12V ● 最大圧力：1000mbar
● 最大連続使用時間：約15分
【参考】ECB-310WB（本体チューブ）充気：
約6分30秒

ハイプレッシャー
ポンプ

付属品：ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース
（約5cm）、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類（アキレス製ボート用アタッチメント含む） 

付属品：ワニ口バッテリーケーブル、アダプタ接続用ホース、ホースアダプタ9種
類（アキレス製ボート用アタッチメント含む） 

（ロバーツバルブ用）

セルフベーラー

CSM専用 CSM専用

22mm（P-22）

奥行き

F021
1,980円（税込）   ※ネジは付いておりません。

F021P
2,750円（税込）   

SB
2,420円（税込）   

SB-SET
3,960円（税込）   

CSM専用S-AK
1,870円（税込）   

G33P
2,200円（税込）   

PVC専用

アンカーロープガイド

PVC用
ホースアダプタ

竿掛けモールド BMOロッドホルダー ※竿掛けモールドに装着できます。

CSM専用S-FM
1,760円（税込）   
010P
1,650円（税込）   

PVC専用

7,480円（税込）   10,670円（税込）  
IFマルチロッドホルダー極み（M）IF3連ロッドホルダー

2,200円（税込）   
固定ベース

※ご使用時の釣り具及びボートの破損、紛失等の責任は負いかねます。※商品付属の取り扱い説明書の使用上の注意をよく読みご使用ください。

※別売の固定ベースのご利用を推奨します。※別売の固定ベースのご利用を推奨します。

BMO
製品

BMO
製品

「アキレスボート製品カタログ」

型式承認品

型式承認品

BMO
製品

31,240円（税込）  
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廃盤

廃盤

廃盤

廃盤

廃盤

廃盤 廃盤




