
浮 桟 橋

EZ ドックシステムはアメリカで開発された商品です。

組み立て式で、アタッチメントが豊富なため、すべての

フィールドに適応します。

材料にLLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)を使用し、

引張力、衝撃強度、耐熱性に優れています。

アメリカでは ２5年の使用実績があります。

連結に使用するカプラーペア（ひょうたん型ゴム）が

波を吸収し、ドックセクション下部の中空空間が

安定性をより確実なものにしています。

マリーナ等のボート用浮桟橋としてはもちろん、

作業場、水質調査台船、水上式太陽光発電、

海水浴場など様々なシーンで使われています。
引き揚げ可能ドックホイール

大人数でも耐える強力な浮力

水上太陽光発電システム

イージードックシステム



No サイズ 重さ 浮力

A Ｓ 約１ｍ ｘ 約１.５ｍ ｘ 約０.３８m 45.4 kg 453.6 kg

B Ｍ 約１ｍｘ約３mｘ 約０.３８m 86.2 kg 907.2 kg

C Ｌ 約１.５ｍｘ約３mｘ 約０.３８m 129.3 kg 1360.8 kg

D ＬＬ 約２ｍｘ約３mｘ 約０.３８m 175 kg 1814.4 kg

E ハーフヘキサゴン 約１.５ｍｘ約３mｘ 約０.３８m 95.3 kg 907.2 kg

F コーナーフロート 18 kg

杭係留アンカーリング 杭係留 アーム固定

係留方法

構造

EZ ドックセクションの中は空で、モジュール全

体が浮力体になっています。また、底部には中空

空間があり安全性を高めています。EZ ドックは

世界各国で使用されており、強度・安全性におい

て非常に高い評価を受けています。

連結にはカプラーペアを使いま

す。カプラーペアは、廃タイヤ

をリサイクルし原料にしていま

す。ドックセクションの表面と

下面にある窪みにカプラーペア

を入れ、シャフトで連結します。



品名 サイズ 重さ 浮力

Port MAX 約１.５ｍｘ 約３.８m ｘ 約０.３８m 134 kg 626 kg

Port MAX2i 約１.５m x 約４.３m ｘ 約０.３８m 147 kg 771 kg

多くの納入実績があります。

ポートMAX2i

ポートMAX

EZドックシステムの Port MAXは、PWCに乗ったま

ま浮桟橋の上に乗降できる画期的なシステムです。

陸揚げすることなく、船底をきれいに保てますし、

メンテナンスも行えます。

そのまま乗り入れ可能



ボートポートは、シンプルで安定したドライブON、

ドライブOFFができます。

フラットボトムからディープVの船体形状、

最大2270kgまで対応可能。

品名 サイズ 重さ 浮力

ボートポート 約２ｍｘ 約４.２m ｘ 約０.３８m 227kg 907kg

サイドエクステンション 約０.５ｍｘ 約４.２mｘ 約０.３８m 64kg 226kg

フロートタンク 約２m x 約４.２mｘ 約０.３８m 109kg 907kg

サイド
エクステンション

フロートタンク

エアーアシスト
ポンプ

豊富なエクステンション で、あなたのボートに最適フィット！Boat Port パッケージ

BP3000 BP4000 BP5000

BP3001 BP4001 BP5001

全幅 3.0m
全長 4.2m
浮力 1362kg

全幅 2.0m
全長 5.7m
浮力 1816kg

全幅 3.0m
全長 5.7m
浮力 1362kg

全幅 2.0m
全長 7.2m
浮力 1816kg

全幅 3.0m
全長 6.2m
浮力 2270kg

全幅 3.0m
全長 7.2m
浮力 2270kg

Boat Port

全幅 2.0m
全長 4.2m
浮力 900kg



FISA（国際ボート連盟）の基準を満たした浮桟橋です。

乾舷（デッキ面から水面までの高さ）が低いため、

漕艇やカヌーの乗降に優れています。

品名 サイズ 重さ 浮力

LLハーフ 約２ｍ x 約３m ｘ 約０.２m 118 kg 862 kg

≪特徴≫

・抜群の安定性
（片側に人が集中しても大きく傾くことはありません）

・高耐久、メンテナンスフリー

・ローイングボート用に設計



カヤックポートを使用すれば、カヌーへ

の乗り降りがスピーディーかつ安全に行

えます。陸上と同じ感覚で乗降できる

ので、初心者や障害者の方にも安心し

てお使いいただけます。

品名 サイズ 重さ 浮力

カヤックポート 約１.５ｍｘ 約４.３m ｘ 約０.６m 147kg 627kg

LLハーフ 約２ｍｘ 約３m ｘ 約０.２m 118kg 862kg

らくらく エントリー

らくらく 出発



デッドウェイトブラケット

5

パイルガイド

8

パイプブラケット

7

ヘビーデューティーパイプブラケット

6

D型フェンダー

4

ドックバンパー

3

アルミクリート

2

プラスチッククリート

1

12

コーナーボックス

11

収納ボックス

10

パイプドリル

9

フープブラケット

16

スライダー

15

フロートフテップラダー

14

スイミングラダー

13

ベンチ

20

カプラー工具

18

カプラージョイントオス型

17

ドックホイール

19

カプラージョイントメス型

※このほかにも多数のオプションがあります



陸上や岸壁から浮桟橋にアクセスする渡り橋は

既製品から製作品まで多数取り揃えております。

アルミ製、ステンレス製、スチール製、ポリエチレン製など

お客様のニーズに合わせた手摺りをご用意いたします。

※ 単管で手摺りを作るアタッチメントもご用意できます。

3m 2m 1.5m 1m

GANGWAY ～渡り橋～

RAILING ～手摺り～






