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本艇をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。本艇を売却される場合
は取扱説明書を添付してください。
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はじめに

お客様へ
ヤマハボートをお買い上げいただきありが

とうございます。

この取扱説明書ではボートの正しい取り扱

い方法と簡単な点検整備について説明して

あります。

取り扱いを誤ると重大な事故や故障等の原

因となります。

ボートの使い方を十分ご存知の方も製品独

自の装備や取り扱いがありますので、ご使用

される前には本書を必ずお読みください。ま

たボートに乗るときは本書を携帯し安全快

適なマリンライフをお楽しみください。

本書では正しい取り扱い、および点検整備に

関する必要な事項を下記のシンボルマーク

で表示しています。

安全警告記号です。人身傷害の危険性が

ある場合にこの記号で注意を喚起していま

す。この記号に続く全ての安全事項を守り、

傷害や死亡事故を防止してください。

警 告

取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に

至る可能性が想定される場合を示してあり

ます。

注 意

取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想

定される場合を示してあります。

要　点 :
正しい操作の仕方や点検整備上のポイント

を示してあります。

仕様の変更などにより図や内容が製品と一

部異なる場合がありますのでご了承くださ

い。

本書は大切に保管し、ボートの転売や譲渡等

をされる場合は必ず添付してください。

ご不明な点や不具合なところがありました

らお早めにお買い上げのヤマハ取扱店にご

相談ください。ヤマハ取扱店ではお客様の良

きアドバイザーとしてご来店をお待ち申し

上げております。

SportsBoat_F4V00.book  Page 1  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



目次

製造番号と重要なラベル.....................1
製造番号の記録 ................................1
艇体番号 ........................................1
船体識別番号.................................1
エンジン番号.................................2
製造日付ラベル .............................2

重要なラベル....................................3
警告ラベル ....................................5
その他のラベル .............................8

安全情報 ..............................................9
ボート運転者の制限事項..................9
航走について.................................. 10
操船に関する必要事項 ...................11
法定装備 ......................................... 12
その他の推奨装備 ..........................12
注意事項について ..........................13
ボートの特性について ...................13
夜間の運転 ..................................... 14
ウェイクボードおよび
水上スキー .................................. 15

船舶規則 ......................................... 16
他の遵守事項.................................. 16

各部の名称 ........................................ 17
ボートに関する用語 ....................... 17
各部の名称と位置 ..........................18
外装部品 ...................................... 18
船尾部品 ...................................... 21
操舵装置部品............................... 23
エンジン部品............................... 24

操船機能の操作 ................................. 26
操船機能 ......................................... 26
緊急エンジン停止スイッチ ......... 26
バッテリスイッチ ....................... 26
メインスイッチ ........................... 27
リモートコントロールレバー ..... 27
ステアリング............................... 29
ハンドルチルトレバー ................ 30

計器類の操作 .................................... 31
スイッチ......................................... 31
手元灯スイッチ........................... 32
航海灯／停泊灯スイッチ ............ 32
スイッチ回路ブレーカー ............ 33
ノーウェイクモード／クルーズ
アシストスイッチ .................... 33

最小限の引き波で航走する
（ノーウェイクモード）............. 33
一定のスピードで航走する
（クルーズアシスト）................ 34
後進中さらに推進力が必要な
ときは（リバース RPM 
コントロール）......................... 35

予備コンセント.............................. 35
ステレオシステム .......................... 36
マルチファンクション
ディスプレイユニットの操作 ..... 36
画面をタッチして操作する......... 36

マルチファンクション
ディスプレイの画面構成 ............ 37
スタティックバー ....................... 38
スクリーンタブバー ................... 38
メインスクリーン ....................... 39
警告アイコンバー ....................... 39

ホームスクリーン .......................... 40
トリップスクリーン....................... 40
セッティングスクリーン ............... 41
時計設定スクリーン（Time）...... 42
明るさ調整スクリーン
（Brightness）............................ 42
ユニットセッティング
スクリーン（Unit）................... 43

水深アラームセッティング
スクリーン（Depth）................ 43

メンテナンスセッティング
スクリーン（Wellness）........... 43

言語設定スクリーン
（Language）............................. 44
リセットスクリーン（Reset）..... 44

警告................................................ 45

SportsBoat_F4V00.book  Page 1  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



目次

警告表示例 .................................. 45
チェックエンジン警告 ................ 47
油圧低下警告............................... 47
オーバーヒート警告 .................... 47
バッテリ電圧低下／上昇警告 ..... 48
燃料残量警告............................... 48
通信エラー警告 ........................... 48
水深警告 ...................................... 48

装備品の操作..................................... 49
シート ............................................ 49
ドライバーシート ....................... 50
ナビゲータシート
（SX195/SX190）....................... 51

エンジンフード .............................. 52
物入れ ............................................ 52
バウ物入れ .................................. 52
バウシート下物入れ .................... 53
スキーロッカー ........................... 53
スターンシート下物入れ
（右舷）...................................... 54
スターンシート下物入れ
（左舷）...................................... 54
グローブボックス ....................... 55
左舷側コンソール物入れ.............56
ウェット物入れ ........................... 56

ウォークスルー .............................. 57
フロントウォークスルー.............57
リヤウォークスルー .................... 57

ウインドシールド ..........................57
ミラー（AR195/AR190）.............58

停泊灯（全周灯）
（AR195/AR190）..........................58
停泊灯（全周灯）
（SX195/SX190）..........................59
スイムプラットフォームおよび
ラダー ......................................... 60
サイドテーブル ........................... 61

ウェイクボードタワー
（AR195/AR190）..........................61

ウェイクボードタワーの
折りたたみと組み立て ............. 62

ビミニトップ（AR195/AR190）..... 63
ビミニトップの展開 ................... 63
ビミニトップの折りたたみ......... 65
ビミニトップの取り外し ............ 66
ビミニトップの取り付け ............ 66

ビミニトップ（SX195/SX190）...... 67
ビミニトップの展開 ................... 67
起こした状態での
ビミニトップの折りたたみ...... 68

倒した状態での
ビミニトップの保管 ................ 69

ビミニトップの取り外し ............ 69
ビミニトップの取り付け ............ 69

運航時の取り扱い ............................. 70
燃料について ................................. 70
燃料............................................. 70

エンジンオイルについて ............... 71
エンジンオイル........................... 71

ビルジの排水 ................................. 73
陸上でのビルジ排水 ................... 73
水上でのビルジ排水 ................... 74

初めて使用するときには .................. 76
慣らし運転（AR190/SX190）......... 76
慣らし運転（AR195/SX195）......... 76

使用前の点検 .................................... 77
使用前点検チェックリスト......... 77

使用前点検チェック....................... 78
進水前の点検 .............................. 78
ステアリングシステムの点検 ..... 78
リモートコントロールレバーの
点検.......................................... 78

消火器の点検 .............................. 79
アクセスポートキャップの
点検.......................................... 79

ジェットインテークの点検......... 80
燃料系統の点検........................... 80

SportsBoat_F4V00.book  Page 2  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



目次

エンジンオイル量の点検.............80
バッテリの点検 ........................... 81
ビルジの点検............................... 81
ドレンプラグの点検 .................... 81
ブロアスイッチの点検 ................ 82
航海灯／停泊灯スイッチの
点検 .......................................... 83

ホーンスイッチの点検 ................ 83
緊急エンジン停止コード
（ランヤード）の点検 ............... 84
進水後の点検............................... 84
緊急エンジン停止スイッチの
点検 .......................................... 84

冷却水点検孔の点検 .................... 84
燃料残量の点検 ........................... 85

操船するときは ................................. 86
操船するときは .............................. 86
使用する前に............................... 86
操船する前に............................... 86
エンジンの始動 ........................... 86
エンジンの停止 ........................... 88
桟橋からの離岸 ........................... 89
ボートの旋回............................... 89
同乗者がいる場合の操船.............91
停船 .............................................91
水中からの乗船 ........................... 92
桟橋または突堤からの乗船 ......... 92
着岸 .............................................92
海岸への着岸............................... 93
投錨 .............................................94
波とうねりの横断 ....................... 94

使用後のお手入れ ..........................95

トレーラ ............................................ 97
トレーラの使用方法について ........ 97

保管するときは ................................. 98
使用後のお手入れ ..........................98
冷却系統の洗浄 ........................... 98
ボートの清掃............................... 99

基本的な染みについて .............. 101
バッテリのお手入れ ................. 102

長期保管....................................... 103
燃料系統 ................................... 103
潤滑........................................... 103
グリスポイント......................... 103

整備と点検 ...................................... 105
整備と点検 ................................... 105
取扱説明書と工具セット .......... 105
エンジンカバーの脱着 .............. 105
定期点検表 ................................ 107

仕様 ................................................. 110
仕様.............................................. 110

万一のときは .................................. 113
トラブルシューティング ............. 113
故障診断表 ................................ 113

緊急時の対応方法 ........................ 115
ジェットポンプ清掃手順 .......... 115
ブースタケーブルの使用 .......... 117
ヒューズの交換......................... 117
ボートの曳航 ............................ 119

附録 ................................................. 120
お客様窓口のご案内..................... 120

索引 ................................................. 121

SportsBoat_F4V00.book  Page 3  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



1

製造番号と重要なラベル

製造番号の記録
ヤマハ取扱店に純正部品を注文するときの

ために、艇体番号、船体識別番号、エンジン

番号を以下の空欄に控えておくことをお奨

めします。また、ボートが盗難にあったとき

のために、これらの番号を別の場所にも控え

ておくことをお奨めします。

艇体番号
艇体番号は、エンジンルーム内に貼付され

ているラベルに記載されています。（エンジ

ンフードの開閉方法については、52 ページ

を参照してください。）
AR195/SX195

1 艇体番号

AR190/SX190

1 艇体番号

船体識別番号
船体識別番号は、船体の右後部の角に記載さ

れています。

1 船体識別番号

1

MODEL
YAMAHA MOTOR CO.,LTD.
ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE
COMPONENTS.
ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS DE PIÈCES AMÉRICAINES ET
JAPONAISES.

PRI-I.D.

F 4 V

1

MODEL
YAMAHA MOTOR CO.,LTD.
ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE
COMPONENTS.
ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS DE PIÈCES AMÉRICAINES ET
JAPONAISES.

PRI-I.D.

F 4 C

1

Y AMC
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製造番号と重要なラベル

2

エンジン番号
エンジン番号は、エンジンユニットに貼付さ

れているラベルに記載されています。（エン

ジンフードの開閉方法については52ページ、

エンジンカバーの脱着方法については 105
ページを参照してください。）
AR195/SX195

1 エンジン番号

AR190/SX190

1 エンジン番号

製造日付ラベル
製造日付ラベルは、エンジンユニットに貼付

されています。（エンジンフードの開閉方法

については 52 ページ、エンジンカバーの脱

着方法については105ページを参照してくだ

さい。）

1 製造日付ラベル

1

1

YAMAHA

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
MADE IN JAPAN
PAYS D’ORIGINE JAPON

1
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製造番号と重要なラベル

3

重要なラベル
ボートをご使用になる前に、すべてのラベルをよく読んでください。ご不明な点があれ

ば、ヤマハ取扱店にお問い合せください。

5 16
4

3

15

12

9 176 8 7 6

SportsBoat_F4V00.book  Page 3  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



製造番号と重要なラベル

4

10

13
10

12

14

11

10

10

18
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製造番号と重要なラベル

5

警告ラベル
警告ラベルが損傷または紛失している場合は、ヤマハ取扱店で交換してください。

F4C-6416C-10

F4C-6416C-00

F4C-6415P-00

1

2

3
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製造番号と重要なラベル

6

F4C-641D5-00

F4C-6418C-10

F4C-6415R-00

F4C-6416G-00

F4C-6418R-00

4 5

6

7

8
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製造番号と重要なラベル

7

F4C-6411D-00

F4C-6419D-00

F4C-6418C-00

F4C-6416B-00

F4C-6415C-00

F4C-6415M-00

F4V-6416B-00

9

10 11

12  AR190/SX190 12  AR195/SX195

13

14  AR195/AR190
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製造番号と重要なラベル

8

その他のラベル

YAMAHA 60E-83627-00

All applicable electrical system components installed as
original equipment meet appropriate U.S.C.G. requirements
for ignition protection. (Ref. 33 CFR 183.410 and 183.440)

MAXIMUM CAPACITIES
U.S. COAST GUARD

DESIGN COMPLIANCE WITH NMMA REQUIREMENTS IS VERIFIED.
MANUFACTURER RESPONSIBLE FOR PRODUCTION CONTROL.

1600 POUNDS, PERSONS, GEAR

PERSONS OR LBS.8 1280

THIS BOAT COMPLIES WITH U.S. COAST GUARD SAFETY
STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF CERTIFICATION

MEETS U.S. EPA EVAP STANDARDS USING CERTIFIED COMPONENTS
MANUFACTURER: YAMAHA JET BOAT MANUFACTURING U.S.A., INC.
MODEL: VONORE, TN

NATIONAL MARINE
MANUFACTURERS ASSOCIATION

F4C-6419C-00

15

17

16

18
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9

安全情報

ボートを安全にご使用いただくためには、適

切な操船技術を身に付けるだけでなく、操船

者の良識と優れた判断力やボート特有の特

性に関する知識が必要です。操船者は下記の

内容を十分理解してからご使用ください。

 ご使用になる前には、本取扱説明書と全て

のラベルを必ずお読みください。

 万一お客様のボートを他人に使用させる

場合は、必ず前もって本取扱説明書と全て

のラベルを熟読させ、操船方法を指導して

ください。

ボート運転者の制限事項
※日本の法律・規則に従ってください。

 本艇は運転者と 7 人までの同乗者、および

積荷を搭載できるように設計されていま

す。絶対に最大積載重量を超えないでくだ

さい。また 8 人（プレーヤーが引かれてい

る場合は 7 人）を超える人員が一度に搭乗

することがないようにしてください。重量

配分は性能に影響を与えますので、ボート

内の重量物が低い位置で左右と前後で均

等に保たれるようにしてください。不必要

な積荷は降ろして陸上に保管してくださ

い。

最大積載重量：

積荷、運転者および同乗者の総重量：
726 kg

運転者および同乗者の総重量：
581 kg
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安全情報

10

航走について
 常に人、物、そして他の船の存在を監視し

て下さい。あなたが他人から認視されなく

なる、あるいはあなたが他人を認視できな

くなるような状況には常に気を配って下

さい。

 安全速度で運転し、人、物、そして他の船

艇から安全な距離を保って下さい。

 他のボートの直ぐ後を追跡しないで下さ

い。

 他者に水しぶきがかかるほど近づかない

で下さい。

 急激な旋回や、他者があなたを避けること

を困難にしたり、あなたの行く先が理解不

能になったりするような運転は避けて下

さい。

 沈没物のある領域、あるいは浅瀬は避けて

下さい。

 衝突を避けるために早めに行動して下さ

い。ボートにはブレーキが装備されていま

せん。

 障害物を避けるために舵を取ろうとする

ときにはリモートコントロールレバーを

引きもどしてアイドリングにしないよう

にして下さい。舵をとるにはスロットル操

作が必要です。ボートをスタートさせる前

には必ずスロットル、シフト、およびステ

アリングの制御が正しく動作するかを

チェックして下さい。

 制御不能、飛び出し、そして衝突のリスク

を低減するために、あなたの能力の範囲内

で運転し、挑戦的な操縦は避けて下さい。

 これは高性能のボートであり、玩具ではあ

りません。急激な旋回、あるいは引き波や

波をジャンプすることなどは背中／背骨

の傷害（麻痺）、顔面の傷害、そして足、く

るぶし、その他の骨折のリスクを高めま

す。引き波や波をジャンプしてはいけませ

ん。

 荒波、悪天候、視界不良のときなどには航

走しないでください。重大な海難事故につ

ながる恐れがあります。出航前には天気予

報を確認し、気象の変化に留意してくださ

い。

 船底から水底までの距離が90 cm以下のと

ころでは絶対に使用しないでください。航

走中や落水時に水中の障害物に接触して

負傷する恐れがあります。

 航走前に陸上の連絡者またはマリーナに

「航海計画」を渡し、目的の場所と到着予

定時刻、使用するボートなどについての情

報を提供しておいてください。誤警報を避

けるため、計画を変える場合は到着時刻を

当該者に連絡しておいてください。

 ボートに関する航海法規及び地域の条例

や規則に従ってください。

90 cm
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安全情報
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操船に関する必要事項
 救命胴衣を着用してください。乗船者は

ボートの用途に合った日本小型船舶検査

機構（JCI）認定の救命胴衣（ライフジャ

ケット）を必ず着用してください。

1 日本小型船舶検査機構（JCI）認定の救命胴
衣

 運転中は風、水、光を避けるためにサング

ラス等の眼の保護具を使用することをお

奨めします。メガネが海に落ちた場合に浮

くように設計されたメガネ用ストラップ

があります。

 デッキシューズや運動靴を使用すること

をお奨めします。

 飲酒や薬物の服用後は絶対に乗船しない

でください。

 安全とボートの保護のため、ボートを使用

する前には必ず使用前点検項目を実行し

てください。（詳細は 77 ページを参照くだ

さい。）

 ボートが動いている間はグリップを握り、

着席し、足をデッキ上から外さないように

して下さい。

 妊娠中や健康状態が良くない方は乗船す

る前に医師に相談してください。

 このボートを改造しないでください。ボー

トを改造すると安全性と信頼性を低下さ

せ、ボートの安全性を損ない、違法となる

可能性があります。

 身につける救命胴衣に緊急エンジン停止

コード（ランヤード）を装着し、それを管

理できる条件を確保し、運転者が操舵装置

を離れた場合にエンジンが停止するよう

にして下さい。緊急エンジン停止コード

（ランヤード）を装着せずに、万一運転者

が飛ばされたり、落水した場合、エンジン

が停止せず、ボートが暴走する危険があり

ます。

操縦が終わったら、子供や他人が不正に使

用をすることのないよう、緊急エンジン停

止コード（ランヤード）とキーをボート内

から持ち出して下さい。

1 緊急エンジン停止スイッチ

2 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

 遊泳者等には常に注意を払ってください。

また、遊泳水域には近づかないようにして

ください。遊泳者はボートからは見えにく

く、誤って衝突する恐れがあります。

 周囲の船舶から衝突されないように、常に

自分の方から周囲を監視するようにして

ください。周囲の船舶の操船者がボートに

気がついていない場合や気づいても突然

予期せぬ航走をした場合は、衝突する恐れ

があります。

 常に周囲の船舶等との間には安全な距離

を保ってください。また、周囲の船舶の水

上スキーロープや釣り糸にも注意してく

ださい。航海法規を守り、特に旋回すると

きは後方をよく確認してください。

1

1 2
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法定装備
日本の法律・規則に従ってください。

詳しくは、ヤマハ取扱店へご確認ください。

その他の推奨装備
以下の装備類があるとボーティングをさら

に安全かつ楽しいものにすることができま

す。

 係留用フェンダーおよび係留索

 手動式ビルジポンプ

 応急手当キット

 予備電池付き防水フラッシュライト

 スクリュードライバーセット、プライ

ヤー、レンチ（メートル法サイズを含む）、

および絶縁テープを含めたツールキット

 オールまたはパドル（他方の端にボート

フックの付いたもの）

 スペア部品（例：ヒューズのセット）

 ボートに乗る予定水域の航海図

 曳航ロープ
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注意事項について
閉め切った場所でエンジンを始動させたり、

短時間であっても運転することは絶対にし

ないでください。排気ガスは一酸化炭素を含

み、中毒を起す恐れがあります。ボートは開

放された場所で使用してください。

スイムプラットフォーム下から発生する排

気ガスに一酸化炭素が含まれているため、ラ

ダー使用時にエンジンを切ることも重要で

す。

ボートの特性について
 このボートは推進力によって旋回します。

リモートコントロールレバーを完全にア

イドル状態に戻すか、ニュートラルにする

と推進力は最小になります。滑走中にス

ロットルを戻すと、旋回能力が急速に低下

します。一度エンジンの回転が落ちてしま

うと、いくらステアリング操作を行なって

も、再びスロットルを開くまで、または艇

がトローリング速度に到達するまで、旋回

はできません。旋回方法に十分に慣れるま

では障害物等の無い広い場所で練習して

ください。

 本艇は水の噴流によって推進力を得ます。

ジェットポンプはエンジンに直結されて

いますので、エンジン運転中は常に推進力

が発生します。このボートには「ニュート

ラル」ポジションがありますが、エンジン

運転中は常にジェットスラストが生じて

いるため僅かな前進または後退がありま

す。

 トローリング速度を超える速度のときに

は、速度を落とすため、あるいは停止する

ためにリバース機能を使用しないで下さ

い。操船不能に陥り、飛ばされたり、ボー

ト表面に衝撃を受けたりする可能性があ

ります。またシフト装置に損傷を与える恐

れがあります。

 後進は着岸などの低速航走中からの減速

や停船に限り使用できます。それ以外で使

用すると後進装置を損傷させる恐れがあ

ります。エンジンがアイドル回転のときに

後進へシフトし、徐々にエンジン回転を上

げてください。後進する前には、後方に人

等がいないことを確認してください。

 エンジンがかかっているときは、ジェット

インテークに近づかないで下さい。長髪、

ゆったりした衣類、あるいは救命胴衣のス

トラップなどは、可動部品に巻き込まれて

重傷や溺死の原因になる可能性がありま

す。
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 ジェットノズルの中には絶対に物を入れ

ないでください。ジェットポンプの回転部

品と接触し、重大な事故につながる恐れが

あります。

1 ジェットインテーク

2 ジェットノズル

 ジェットインテークにはゴミや海藻が吸

い込まれて付着することがあります。これ

らを取り除くときは必ずエンジンを停止

させ、緊急エンジン停止スイッチからロッ

クプレートを取り外してください。（詳細

は 115 ページを参照してください。）

夜間の運転
夜明け前または薄暮以降は航海灯（両舷灯）

および停泊灯（全周灯）の両方の使用が必要

になります。暗中に停泊するときは停泊灯

（全周灯）の点灯が必要になります。（詳細は

32、59 ページを参照ください。）

1

2
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ウェイクボードおよび
水上スキー

本艇に付属のスキートゥフック、またはトゥ

パイロン（AR195/AR190）を使用してプレー

ヤーをけん引することができます。

ボートの操船者には、プレーヤーと同乗者の

安全を守る責任があります。使用水域におけ

るトーイングに関する規則や条例等を確認

し、それに従ってください。

トーイングを行なうときは、次の事項を必ず

守ってください。

 プレーヤーを含む全ての乗船者はボート

の用途に合った日本小型船舶検査機構

（JCI）認定の救命胴衣（ライフジャケット）

の着用が義務付けられています。救命胴衣

は周囲から目立つよう、できる限り明るい

色のものを着用してください。

 プレーヤーは、ジェットノズル付近や水中

に転落した際に受ける強い水の侵入に対

して、適応した保護機能のあるウェット

スーツ等を着用してください。通常の水着

では、身体の開口部への強い水の侵入を防

ぐことができません。

 プレーヤーの監視者を乗船させなければ

なりません。手信号で航走スピードや方向

をプレーヤーに指示してください。進行を

開始する前にシートが正しい位置にロッ

クされていることを確認してください。

（詳細は 49 ページを参照ください。）

 プレーヤーの立ち上がり準備中は、ボート

がプレーヤーから十分遠ざかり、スキー

ロープの弛みが無くなるまでは、最低速度

で操船してください。スキーロープは周囲

のものに絡まないようにしてください。

プレーヤーの準備と、周囲の安全を確認し

てから、スロットルを開きプレーヤーを立

ち上がらせてください。

 スムースで緩やかな旋回を行なってくだ

さい。急旋回を行なうとプレーヤーの能力

がそれに追随できないことがあります。障

害物等からプレーヤーまでの距離は、ス

キーロープの約 2 倍の 50 m 以上を保って

ください。

 周囲の船舶はあなたのボートがトーイン

グしているとは思っていないかもしれま

せん。監視者と連携して細心の注意を払

い、安全でゆとりある航行をしてくださ

い。

 プレーヤーが転倒したり、立ち上がりに失

敗したときに、スキーロープのハンドル

バーがボートの方にはね返って来ること

がありますので注意してください。

ウェイクボードタワーの使用については 5、
61 ページを参照してください。
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船舶規則
※日本の法律・規則に従ってください。

他の遵守事項
海は共有の場、いろいろな楽しみを求めてた

くさんの方々が利用する場所です。また、こ

の海を生活の糧とする方々も多数います。

この共有の財産をいつまでも楽しく使うた

めに次の事を守りましょう。

周辺の人々のために
 遊泳者のいる近くでは乗らないでくださ

い。

 人家の近くでは乗らないでください。

 他人に迷惑を掛ける騒音は出さないでく

ださい。

 釣り船、釣り人の迷惑にならないよう注意

してください。

 航走中の周囲の船舶に近づかないでくだ

さい。

 漁場への乗り入れ、操業中の漁船に近づか

ないでください。

 乗り入れ禁止区域には入らないでくださ

い。

 指定区域内では制限速度を守ってくださ

い。

いつまでもきれいな海で乗るために
 自分たちのゴミは自分たちで処理しま

しょう。（不法投棄は絶対しないでくださ

い。）

 燃料やオイルで海岸や水面を汚さないよ

うにしましょう。

 自然の景観や生物を大切にしましょう。
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各部の名称

ボートに関する用語

用語 定義

船首、バウ ボートの前方先端部分。

デッキ 船体をカバーする上部構造または床。

避航船 2 艘の船が衝突する危険性がある場合に、保持船の針路を妨害しない

よう舵を取る船。

ガンネル デッキと船体の結合部。船周囲の上端部。

ハッチ 船下部へのアクセスを提供するデッキ開口部。

操舵装置 運転席周辺の操船機器。

船体 ボート下側の基本部分。

ランヤード 運転者が誤って操舵装置から離れた場合にエンジンが停止するよう、

運転者と緊急エンジン停止スイッチにつなぐコード。

救命胴衣 ライフジャケット。

プレーニング ボートが安定し、水面をかすめて走るような速い速度での走行。引き

波が発生する。

左舷 ボートの左側。

保持船 2 艘の船が衝突する危険性がある場合に、速度と針路を一定に保つ船。

右舷 ボートの右側。

船尾、スターン ボートの後方部分。

サブプレーニング 中速度での走行。ボートの船首は水面から出ているが、まだ水中を走

行中である。引き波が発生する。

トランサム 船尾の垂直部。

トローリング スロットルをわずかに使用する、または全く使わない、アイドル状態

での走行。ボートは水から浮上せず、引き波を残さない。

引き波 ボートが走行する際に、後ろに発生する波。
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各部の名称と位置
外装部品
AR195/AR190

1 ウインドシールド（57 ページ）

2 ビミニトップ（63 ページ）

3 停泊灯（全周灯）（32、58 ページ）

4 トゥパイロン

5 リボーディンググリップ

6 クリート

7 燃料タンクフィラーキャップ（70 ページ）

8 ウェイクボードタワー（61 ページ）

9 バウアイ

10 航海灯（両舷灯）（32 ページ）

1

10
9

5

6
7

6

6

2

8

3
4
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SX195/SX190

1 ウインドシールド（57 ページ）

2 ビミニトップ（67 ページ）

3 停泊灯（全周灯）（32、59 ページ）

4 リボーディンググリップ

5 クリート

6 燃料タンクフィラーキャップ（70 ページ）

7 バウアイ

8 航海灯（両舷灯）（32 ページ）

1

8
7

4

5
6

5

5

2

3
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1 グローブボックス

2 左舷側コンソール物入れ（56 ページ）

3 クリート

4 ホーン（31 ページ）

5 ビルジポンプ排水孔（75 ページ）

6 停泊灯ソケット（SX195/SX190）（59 ペー
ジ）

7 冷却水点検孔（84 ページ）

8 スイムプラットフォーム（60 ページ）

9 リボーディンググリップ

10 ウェット物入れ（56 ページ）

11 水洗ホースコネクタ（98 ページ）

12 スキートゥフック

SX190/SX195

3
4

3

7
38

5

6

1

2

9

10

11
12

1
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船尾部品

1 スターンアイ

2 ラダー（60 ページ）

3 船体ドレンプラグ（74 ページ）

4 シフトゲート（28 ページ）

5 可動式キール（29 ページ）

6 ジェットノズル

7 ジェットインテーク

1 3 6 5 4 3 2

7

1

SportsBoat_F4V00.book  Page 21  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



各部の名称

22

1 バウ左舷側シート（49 ページ）

2 バウ中央シート（49 ページ）

3 バウ右舷側シート（49 ページ）

4 ドライバーシート（50 ページ）

5 スターン右舷側シート（49 ページ）

6 スターン中央シート（49 ページ）

7 スターン左舷側シート（49 ページ）

8 センター左舷側シート（49 ページ）

9 ナビゲータシート（51 ページ）

1

8

7

2

3

4
9

5

6

SX190/SX195
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操舵装置部品

1 ステレオレシーバー（36 ページ）

2 マルチファンクションディスプレイユニット
（36 ページ）

3 フォンホルダー

4 補助入力（36 ページ）

5 12 V (DC) コンセント（35 ページ）

6 リモートコントロールレバー（27 ページ）

7 緊急エンジン停止スイッチ（26 ページ）

8 ノーウェイクモード／クルーズアシストス
イッチ（33 ページ）

9 ホーンスイッチ（31 ページ）

10 ビルジポンプスイッチ（31 ページ）

11 航海灯／停泊灯スイッチ（31 ページ）

12 手元灯スイッチ（31 ページ）

13 スイッチ回路ブレーカー（33 ページ）

14 ハンドルチルトレバー（30 ページ）

15 メインスイッチ（27 ページ）

16 ブロアスイッチ（31 ページ）

HORNBILGENAV/ANCCTSY
LIGHTS

BLOWER

16 1 2 3 4

5

6

7

12 11 10 9

13 15

13 13 13 13

8

14
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エンジン部品
AR195/SX195

1 ヒューズボックス（カバー）（117 ページ）

2 オイルフィラーキャップ（71 ページ）

3 ブロア（82 ページ）

4 エンジンカバー（105 ページ）

5 エアフィルタケース

6 オイルレベルゲージ（71 ページ）

7 スパークプラグ／イグニッションコイル

7

21

3

5

4

6
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AR190/SX190

1 ヒューズボックス（カバー）（117 ページ）

2 オイルフィラーキャップ（71 ページ）

3 ブロア（82 ページ）

4 エアフィルタケース

5 エンジンカバー（105 ページ）

6 オイルレベルゲージ（71 ページ）

7 スパークプラグ／イグニッションコイル

7

1 2

3

4

6

5
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操船機能の操作

操船機能
緊急エンジン停止スイッチ

警 告

 身につける救命胴衣に緊急エンジン停止

コード（ランヤード）を装着し、それを管

理できる条件を確保し、運転者が操舵装置

を離れた場合にエンジンが停止するよう

にして下さい。緊急エンジン停止コード

（ランヤード）を装着せずに、万一運転者

が飛ばされたり、落水した場合、エンジン

が停止せず、ボートが暴走する危険があり

ます。

 緊急エンジン停止コード（ランヤード）は

破れやすい衣類には装着しないでくださ

い。緊急エンジン停止コード（ランヤード）

はもつれると機能しなくなりますので、絡

まないように装着してください。

 通常の運転時に緊急エンジン停止コード

（ランヤード）を引っ張らないように注意

してください。エンジンが停止するとボー

トのステアリング操作が不可能になり、事

故につながる可能性があります。また、エ

ンジンが停止するとボートはプレーニン

グ速度から急激に減速するため、人や物が

船首や船外に投げ出され、けがをする可能

性があります。

エンジンを始動させるには、緊急エンジン停

止コード（ランヤード）の端にあるロックプ

レートを緊急エンジン停止スイッチに取り

付けます。コードは、運転者の救命胴衣の安

全な場所に取り付けます。万一運転者が船外

へ落水したり、ドライバーシートから離れた

りした場合、コードのロックプレートが外

れ、エンジンを停止させます。これにより、

ボートの暴走を防ぐことができます。

1 ロックプレート

2 緊急エンジン停止スイッチ

3 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

バッテリスイッチ
バッテリスイッチはスターンシート下物入

れ（左舷）内にあります。

1 バッテリスイッチ

ボートをすぐに使用しないときはバッテリ

スイッチを OFF（赤）位置に回します。ス

イッチを OFF（赤）位置に回すことで、バッ

テリスイッチ以外のスイッチを不意にオン

位置にした場合に、バッテリが放電されるこ

とを防ぎます。注意：停泊灯（全周灯）を使

用したままボートを係留する場合は、バッテ

リスイッチを OFF（赤）位置に回さないでく

ださい。OFF（赤）位置に回すと、電源が切

れ、無灯火による法令違反となる可能性があ

ります。

1 2

3

1
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1 ON（緑）位置

2 OFF （赤）位置

メインスイッチ
メインスイッチは、次の通り点火と電気回路

を制御します。

1 メインスイッチ

OFF:
イグニッション回路のスイッチが切れます。

エンジンは始動できませんが、他のスイッチ

は操作できます。（メインスイッチキーを取

り外すことができます。）
ON:
イグニッション回路のスイッチが入ります。

（メインスイッチキーを取り外すことができ

ません。）
START:
スタータモータが作動し、エンジンを始動し

ます。（メインスイッチキーから手を離すと、

自動的に “ON” に戻ります。）

要　点 :
 ロックプレートが緊急エンジン停止ス

イッチから外されているときは、エンジン

を始動することはできません。ロックプ

レートが外れていても、スタータモータは

作動します。

 スターンシート下物入れ（左舷）内のバッ

テリスイッチが OFF（赤）位置になってい

ると、メインスイッチは作動しません。（ス

タータモータが回転しません。）（詳細につ

いては、26 ページを参照してください。）

リモートコントロールレバー

警 告

 シフト操作の前に、近くの水域に遊泳者や

障害物がないことを確認してください。

 後進で操船するときは、スロットルを半分

以上開かないように低速で進めてくださ

い。ボートが制御不能になり、事故を起こ

す可能性があります。

 プレーニング速度で航走しているときは

後進にシフトしないでください。制御不

能、浸水、またはボートが損傷する可能性

があります。

リモートコントロールレバーで、スロットル

とシフトを操作します。リモートコントロー

ルレバーをニュートラル位置から前方に倒

すと、前進位置にシフトし、さらにレバーを

前に倒すとエンジンの推進力が増し、ボート

が加速します。レバーをニュートラル位置か

ら後方に倒すと、後進位置にシフトし、さら

にレバーを後に倒すとエンジンの推進力が

増し、ボートが加速します。

1 2

BLOWER

1

ONOFF START

SportsBoat_F4V00.book  Page 27  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



操船機能の操作

28

1 ニュートラル位置

2 TDE 位置

3 前進位置

4 後進位置

5 シフト操作範囲

6 スロットル全閉位置

7 スロットル操作範囲

8 スロットル全開位置

要　点 :
このボートは、始動安全装置を装備していま

す。リモートコントロールレバーがニュート

ラル位置にないと、エンジンを始動すること

ができません。

このボートのドライブラインはダイレクト

ドライブです。そのため、エンジン運転中は

ジェットノズルから噴流が常に発生します。

ボートの向きはシフトゲートによって制御

されます。シフトゲートは、次のように噴流

を制御してボートの進行方向を変えます。

ニュートラル
ニュートラル位置では、ボートが多少動く可

能性がありますが、前進または後進のどちら

にもならないよう、噴流を前進と後進の中間

でバランスが取れた状態にします。シフト

ゲートがジェットノズルの中間まで下がり

ます。

1 シフトゲート

2 ジェットノズル

前進
リモートコントロールレバーを最初の前進

位置に倒し、ボートが低速で航行するとき、

シフトゲートがニュートラル位置からわず

かに上がり、推進力が斜め下に向きます。こ

れはスラスト・ディレクショナル・エンハン

サー（TDE）という機構で、エンジンが低回

転で推進力が少なくても、安定した操舵を可

能にします。状況に応じてノーウェイクモー

ドを併用すると、低速でのステアリングの応

答性、保針性を向上させることが可能です。

（ノーウェイクモードについては33ページを

参照してください。）

1 TDE 位置

N
1F

7

3 2 R
45 5

7

8

8

6 6

1

2

N
F 1 R
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TDE 位置

1 シフトゲート

2 ジェットノズル

リモートコントロールレバーをさらに前方

に倒すとシフトゲートが完全に上がり、すべ

ての推進力が後方に向かい、ボートを前進さ

せます。

1 シフトゲート

2 ジェットノズル

後進
シフトゲートがジェットノズルを完全に覆

います。ジェットノズルからの噴流は船首の

方に向き、ボートは後進します。

1 シフトゲート

ステアリング
ステアリングを左右に回転させることで進

みたい方向にボートを操舵することができ

ます。ステアリングを回すと、艇体後部の

ジェットノズルの向きが変化し、ボートの進

行方向が変わります。ジェットノズルの向き

に合わせて、可動式キールの向きも変化しま

す。

1 ステアリング

1

2

1

2

1

1

1
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1 ジェットノズル

2 可動式キール

推進力の強さによって旋回の速度と方向が

決まるため、トローリング速度の場合を除

き、方向転換をするときはスロットルが常に

アイドリング回転数以上になるように開け

る必要があります。

ボートは船尾で進行方向を制御するため、曲

がりたい方向とは反対方向に船尾が振れま

す。例えば、右舷側に向きを変えるとき、船

尾は左舷側に振れます。プレーヤーをけん引

するときや、桟橋などの障害物の近くを航走

するときは、十分に注意して操船してくださ

い。

ハンドルチルトレバー

警 告

 操船中は絶対にハンドルチルトレバーに

触れないでください。ハンドルチルトレ

バーに触れるとステアリングの位置が変

化し、事故につながる可能性があります。

 チルトを調整した後は、ステアリングが

ロックされていることを確認してくださ

い。ステアリングがロックされていない

と、操船中にステアリングの位置が変化

し、事故につながる可能性があります。

ハンドルチルトレバーはステアリングの下

にあり、ステアリングの傾きを調整するため

に使用します。5 段階に調整可能です。

1 ハンドルチルトレバー

ステアリングの傾きを調整するには：

(1) レバーを押し下げ、ステアリングを目的

の位置へ上下に動かします。

(2) ステアリングを5段階のいずれかへ動か

すと、レバーがロックされます。

(3) ハンドルチルトレバーが元の位置へ戻

り、ステアリングが確実に固定されるこ

とを確認してください。

1

2

1
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スイッチ

名称 機能 ページ

1 ブロアスイッチ
エンジンルームを換気するためのブロアのオン・オフがで
きます。

82

2 手元灯スイッチ 手元灯のオン・オフができます。 32

3 航海灯／停泊灯スイッチ 航海灯と停泊灯のオン・オフをができます。 32

4 ビルジポンプスイッチ ビルジポンプのオン・オフができます。 75

5 ホーンスイッチ
ホーンが鳴ります。ホーンは他の船への合図に使用できま
す。

—

6
ノーウェイクモード／
クルーズアシストスイッ
チ

ノーウェイクモード、クルーズアシスト、およびリバース
RPM コントロールの作動と設定をします。

33

HORNBILGENAV/ANCCTSY
LIGHTSBLOWER

1 2 3 4 5 6
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手元灯スイッチ
このスイッチを押すと、ボート内部の手元灯

が点灯します。

1 手元灯

SX195

1 手元灯

航海灯／停泊灯スイッチ
このスイッチは、航海灯（両舷灯）と停泊灯

（全周灯）を制御します。スイッチの上側を

押すと、夜間航行用に航海灯（両舷灯）と停

泊灯（全周灯）の両方が点灯します。スイッ

チの下側を押すと、夜間停泊用として停泊灯

（全周灯）のみが点灯します。スイッチを中

間位置にすると、すべてのライトが消灯しま

す。（詳細については 58 ページを参照してく

ださい。）

AR195/AR190

1 停泊灯（全周灯）

SX195/SX190

1 停泊灯（全周灯）

1

1

1

1

1
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スイッチ回路ブレーカー
各スイッチの電気回路は、回路ブレーカーに

より保護されています。スイッチに隣接する

ボタンが飛び出た場合、指で元に戻します。

再度飛び出た場合は、ヤマハ取扱店に電気シ

ステムの点検を依頼してください。

1 スイッチ回路ブレーカー

1 スイッチ回路ブレーカー

ノーウェイクモード／クルーズアシス
トスイッチ
このスイッチは、ノーウェイクモード、ク

ルーアシスト、およびリバース RPM コント

ロールの作動と設定をします。

1 ノーウェイクモード／クルーズアシストス
イッチ

ノーウェイクモードおよびクルーズアシス

トの操作については、次の記載を参照してく

ださい。リバース RPM コントロールを作動

するには、35 ページの “ リバース RPM コン

トロール ” を参照してください。

最小限の引き波で航走する（ノーウェ
イクモード）
ノーウェイクモードは、最小限の引き波に抑

えて、安定した速度で操船する場合に役立ち

ます。これは、“ ノーウェイクゾーン ” とし

て低速制限が設けられている港、航路または

他の水域で特に便利です。

エンジンがアイドル回転数の場合のみ、ノー

ウェイクモードを使用することができます。

ノーウェイクモードを作動するには：

(1) エンジンがアイドル回転数になるよう

に、リモートコントロールレバーを TDE
位置または前進位置にします。

(2) ノーウェイクモード／クルーズアシス

トスイッチのプラス側を押します。マル

チファクションディスプレイに “No

BLOWER

1

HORNBILGENAV/ANCCTSY
LIGHTS

1 1 1 1

HORNBILGENAV/ANCCTSY
LIGHTS

1
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Wake Mode” が表示され、ノーウェイク

モードが作動します。

要　点 :
ノーウェイクモードは3段階のエンジン回転

数に設定できます。エンジン回転数を調整す

るには、ノーウェイクモードが作動中にノー

ウェイクモード／クルーズアシストスイッ

チのプラス側またはマイナス側を押します。

ノーウェイクモードを解除するには：

次のいずれかの操作を実行します。

 “No Wake Mode” の表示が消えるまで、

ノーウェイクモード／クルーズアシスト

スイッチのマイナス側を押します。

 リモートコントロールレバーを前方へ倒

して、スロットルを開きます。

一定のスピードで航走する（クルーズ
アシスト）
クルーズアシストは、ノーウェイク速度を超

える速度で航走しているときに、一定のエン

ジン回転数で航走する機能です。エンジン回

転数が 3000 rpm から 7000 rpm の範囲内で

使用できます。

クルーズアシストを作動するには：

(1) リモートコントロールレバーを前方へ

倒し、設定したいエンジン回転数に達す

るまでスロットルを開きます。

(2) ノーウェイクモード／クルーズアシス

トスイッチのプラス側またはマイナス

側を押します。マルチファンクション

ディスプレイに “Cruise” が一度表示さ

れると、クルーズアシストが作動しま

す。

要　点 :
 一度クルーズアシストが作動すると、ス

イッチのプラス側を押して設定したエン

ジン回転数を上げたり、マイナス側を押

して下げたりすることができます。しか

し、エンジン回転数の設定調整はクルー

ズアシストを設定した時点から、上下最

大 8 段階までに制限されています。スイッ

チを押すたびに、エンジン回転数は約

100–200 rpm 増加または減少します。

 クルーズアシストが作動中に、リモートコ

ントロールレバーを操作してもエンジン

回転数を調整できます。

クルーズアシストを解除するには：

リモートコントロールレバーを操作して、エ

ンジン回転数を 3000 rpm 以下にします。マ

ルチファンクションディスプレイの“Cruise”
が消え、クルーズアシストは解除されます。

am10:27

FUEL

100%

Depth

9ft

12.3V 1350
RPM

MPH0
No Wake Mode

0.3 Avg MPG

am10:27

FUEL

100%

Depth

9ft

12.3V 1350
RPM

MPH0
Cruise +4

0.3 Avg MPG
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後進中さらに推進力が必要なときは
（リバース RPM コントロール）
後進方向のエンジン回転数は、約 4500 rpm
に制限されています。ボートが後進中にさら

に推進力が必要な場合、リバース RPM コン

トロールを使用します。警告！ボートが進ん

だら、すぐにスロットルを閉じるように準備

をしてください。ボートが不安定になり制御

を失い、事故につながる恐れがあります。

リバースRPMコントロールを作動するには：

(1) リモートコントロールレバーを後方へ

倒し、スロットルを後進方向へ開きま

す。

(2) エンジン回転数を 4500 rpm まで上げ、

ノーウェイクモード／クルーズアシス

トスイッチのプラス側を押します。

要　点 :
一度リバース RPM コントロールが作動する

と、ノーウェイクモード／クルーズアシスト

スイッチのプラス側を押すことにより、エン

ジン回転数を約 500 rpm ずつ 3 段階に調整

でき、最大 6000 rpm まで回転数を上げられ

ます。マイナス側を押すと、エンジン回転数

が下がります。

リバースRPMコントロールを解除するには：

リモートコントロールレバーを操作して、エ

ンジン回転数を 4500 rpm 未満にします。

予備コンセント
ストレージポケット内には回路ブレーカー

付の 12 V（DC）コンセントが装備されてい

ます。

注 意

自動車のシガーライターやその他の高温に

なる機器は使用しないでください。コンセン

トが損傷する可能性があります。

1 12V（DC）コンセント

AUDIO
AUX-USB

12V 1
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ステレオシステム
ステレオレシーバは標準装備です。ステレオ

システムは、レシーバ、スピーカー、補助入

力ジャック、USB 端子、Bluetooth で構成さ

れています。ボートに付属しているステレオ

システム取扱説明書を参照してください。

1 ステレオレシーバ

1 補助入力ジャック

2 USB 端子

マルチファンクション
ディスプレイユニットの操作

このマルチファンクションディスプレイユ

ニットは画面をタッチして操作することが

できます。

画面をタッチして操作する

1

12V

1

2
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マルチファンクションディスプレイの画面構成

1 スタティックバー

2 スクリーンタブバー

3 メインスクリーン

4 警告バー

am10:27

FUEL

100%

Depth

9ft

12.3V 1350
RPM

MPH0
0.3 Avg MPG

am10:27

FUELLFUEL

10010000%%%

DepthDDepthpth

999ftftft

12.3V 1350135
RPM

MPH0
0.3 Avg MPG

1 1

4 3

2
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スタティックバー

スクリーンタブバー

名称 機能

1 燃料残量グラフ
燃料タンクの燃料残量を表示します。燃料の残量に応じて、燃料
グラフの色が青、黄、赤の 3 段階に変わります。

2 水深レベル
水深をフィートまたはメートルで示します。水深に応じて、青、
オレンジ、赤の 3 段階に変わります。

3 エンジン回転数 エンジンの回転数を表示します。

4 バッテリ電圧 バッテリ電圧をグラフと数字で表示します。

am10:27

FUEL

100%

12.3V

Depth

9ft

1350
RPM

1

4

2

3

名称 機能

1 時計
時計を表示します。タッチすると時計の設定ができます。（42
ページ参照。）

2 ホームスクリーンタブ ホームスクリーンを表示します。（40 ページ参照。）

3 トリップスクリーンタブ トリップスクリーンを表示します（40 ページ参照。）

4 セッティングスクリーン
タブ

セッティングスクリーンを表示します。（41 ページ参照。）

5 ミュート 警告ブザーを一定時間消音します。

am10:27

321 54
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メインスクリーン

警告アイコンバー

名称 機能

1 メインスクリーン スクリーンタブのさまざまな機能を表示します。

MPH0
0.3 Avg MPG

1

名称 機能

1 警告アイコンバー
警告アイコンを表示します。
警告アイコンが表示されているときにタッチすると、詳細メッ
セージが表示されます。

1
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ホームスクリーン トリップスクリーン
このスクリーンではエンジンの運転時間や、

燃料消費量などの情報が表示されます。

1 メニュー

2 スクロールバー

3 “Reset” ボタン

メニュー画面では4つの項目まで同時に見る

ことができます。スクロールバーを使って、

画面をスクロールします。

名称 機能

1 ボートスピード 時間あたりのボートの
スピードをマイルまた
はキロメートルで表示
します。

2 クルーズアシス
ト／ノーウェイ
クモードインジ
ケーター

クルーズアシストまた
はノーウェイクの作動
状態を表示します。
クルーズアシストモー
ドが作動しているとき
は、“Cruise” とクルー

ズアシストのレベルが
表示されます。
ノーウェイクモードが
作動しているとき
は、“No Wake Mode”
が表示されます。

3 データバー トリップスクリーンの
情報を表示します。詳
しくは「トリップスク
リーン」を参照くださ
い。

MPH0
No Wake Mode

0.3 Avg MPG

1 2 3

名称 機能

水温 *
（Water）

水温を華氏または摂氏で表
示します。

燃料あたりの平
均航走距離

（Economy）

前回リセットしてからの 1
ガロンまたは 1 リットルあ

たりの平均航走距離を表示
します。ガロンに設定して
いる場合はマイルで、リッ
トルに設定されている場合
はキロメートルで表示され
ます。

航走距離
（Trip）

前回リセットしてからの
ボートの航走距離をマイル
またはキロメートルで表示
します。

燃料使用量
（Used）

前回リセットしてからのエ
ンジンの燃料使用量をガロ
ンまたはリットルで表示し
ます。

燃料消費量 *
（Fuel Flow）

エンジンの時間あたりの燃
料消費量をガロンまたは
リットルで表示します。

Water : 79.3 °F

Economy : 23.0 Avg MPG

Trip : 262.8 Miles

Used : 89.9 Gal

Reset

1 2 3
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* この項目はリセットすることができませ

ん。

リセットするには：

リセットしたい項目を数秒間タッチします。

全ての項目をリセットするには：

“Reset” ボタンをタッチすると全ての項目を

リセットすることができます。

セッティングスクリーン
このスクリーンでは、マルチファンクション

ディスプレイユニットの設定を変更するこ

とができます。

最高速度
（Highest）

前回リセットしてからの時
間あたりのボートの最高速
度をマイルまたはキロメー
トルで表示します。

平均速度
（Average）

前回リセットしてからの時
間あたりのボートの平均速
度をマイルまたはキロメー
トルで表示します。

エンジン運転
時間 *
（Engine Hrs）

ボートが出荷されてからの
総運転時間を表示します。

名称 機能

項目 機能

時計設定スクリーンを表示
します。

水深アラームセッティング
スクリーンを表示します。

ユニットセッティングスク
リーンを表示します。

明るさ調整スクリーンを表
示します。

メンテナンスセッティング
スクリーンを表示します。

言語設定スクリーンを表示
します。

リセットスクリーンを表示
します。

Language

Brightness

Depth

Wellness

Unit

Time

Menu Reset

Time

Depth

Unit

Brightness

Wellness

Language

Reset
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時計設定スクリーン（Time）
時計の設定をすることができます。

要　点 :
“US Unit” に設定しているときは、時間は 12
時間表記になります。“Metric Unit” に設定し

ているときは 24 時間表記になります。

明るさ調整スクリーン（Brightness）
マルチファンクションディスプレイユニッ

トはデイモードとナイトモードがあります。

デイモードとナイトモードはそれぞれ明る

さの設定をすることができます。

明るさを調整するには：

ディスプレイを暗くするには調整バーを左

にスライドさせ、明るくするには右にスライ

ドさせます。

1 調整バー

要　点 :
選択しているモードによって、調整できる値

に制限があります。

項目 機能

設定した時間を保存し、
セッティングスクリーンに
戻ります。

設定した時間を保存しない
で、セッティングスクリー
ンに戻ります。

9
10

8
pm
am

am
0
1

9
0
1

9
Set Time

BackSave

Save

Back

50%

Set Brightness

BackSave

NIGHT

100%
DAY

項目 機能

現在のナイトモードの設定
を表示します。

現在のデイモードの設定を
表示します。

設定した明るさを保存し、
セッティングスクリーンに
戻ります。

設定した明るさを保存せず
に、セッティングスクリー
ンに戻ります。

NIGHT

DAY

Save

Back

1
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ユニットセッティングスクリーン
（Unit）
マルチファンクションディスプレイユニッ

トの表示単位を変更することができます。

水深アラームセッティングスクリーン
（Depth）
水深アラームを設定できます。

水深アラームを設定するには：

1 調整バー

水深の設定を浅くするには、調整バーを左に

動かします。

水深の設定を深くするには、調整バーを右に

動かします。

メンテナンスセッティングスクリーン
（Wellness）
このスクリーンでは、最後にメンテナンスを

行ってからのボートの運転時間を表示しま

す。

メンテナンス実施後は、以下の手順で運転時

間をリセットしてください。

項目 機能

US 単位に変更します。

Metric 単位に変更します。

設定を保存して、セッティ
ングスクリーンに戻りま
す。

設定を保存せず、セッティ
ングスクリーンに戻りま
す。

Set Unit

BackSave

Metric UnitUS Unit

US Unit

Metric Unit

Save

Back

4.0 ft

Depth Alarm

BackSave

項目 機能

設定を保存して、セッティ
ングスクリーンに戻りま
す。

設定を保存せず、セッティ
ングスクリーンに戻りま
す。

Save

Back

1

Time Since Last Maintenance

BackReset

0 Hrs
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運転時間をリセットするには：

(1) “Reset” ボタンをタッチします。

1 “Reset” ボタン

(2) 確認のメッセージが出たら“YES”ボタン

をタッチして運転時間をリセットする

か、“NO” ボタンをタッチして運転時間

をリセットせずにメンテナンスセッ

ティングスクリーンに戻ります。

1 “YES” ボタン

言語設定スクリーン（Language）
マルチファンクションディスプレイユニッ

トの言語を変更します。

お好みの言語を選択し、“Save” ボタンを押

して設定を保存します。

設定を保存せずにセッティングスクリーン

に戻るときは “Back” ボタンを押します。

リセットスクリーン（Reset）
このスクリーンではマルチファンクション

ディスプレイの設定をデフォルトに戻すこ

とができます。

設定をリセットするには：

(1) “Reset” ボタンをタッチします。

1 “Reset” ボタン

(2) 確認メッセージが出たら“YES”ボタンを

タッチして設定をリセットするか、“NO”
ボタンをタッチして設定をリセットせ

ずにリセットスクリーンに戻ります。

1 “YES” ボタン

BackReset

1

YES NOAre you sure ?

1

Set Language

BackSave

Francais

Espanol

English

Reset all parameters to factory setting?

Factory Reset

BackReset

BackReset

1

YES NOAre you sure ?

1

SportsBoat_F4V00.book  Page 44  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



計器類の操作

45

警告
故障や不具合が生じた場合は、警告音が鳴り、警告アイコン、警告メッセージがディスプレ

イに表示されます。

警告メッセージに指示がある場合は、指示の通りに対応してください。不明点がある場合

は、ヤマハ販売店にご相談ください。

1 警告タイトル

2 警告メッセージ

警告表示例

項目 機能

NEXT 他に検知している警告内容があれば、表示を切替えます。単独の場合
は反応しません。

QUIT 警告のウィンドウを閉じます。

am10:27

FUEL

100%

Depth

9ft

12.3V 1350
RPM

MPH0
0.3 Avg MPG

FUEL

10%

am10:27

DepthDDepthpth

999ftftft

12.3V 1350135
RPM

MPH0
0.3 Avg MPG

FUELLFUEL

101010%%% Fuel

NEXT

QUIT

Low Fuel Level

am10:27

FUEL

100%

Depth

9ft

12.3V 1350
RPM

MPH0
0.3 Avg MPG

FUEL

10%

am10:27

DepthDDepthpth

999ftftft

12.3V 1350135
RPM

MPH0
0.3 Avg MPG

FUELLFUEL

101010%%% Fuel

NEXT

QUIT

Low Fuel Level

1

2

警告タイトル 警告メッセージ

Check Engine
Stop Engine.
Consult YAMAHA dealer.Low Oil Pressure

Over Temperature

Battery
Low Voltage.
Start engine to recharge the battery.

High voltage.
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Engine Maintenance Due

Fuel Low Fuel Level

Depth Low Level

Communication Error
Engine CAN

No transducer found

警告タイトル 警告メッセージ
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チェックエンジン警告
エンジンセンサの故障や断線などの異常を

検知すると、マルチファンクションディスプ

レイに警告が表示され、ブザーが鳴ります。

エンジンに異常を検知した場合、“Check
Engine” が表示されます。チェックエンジン

警告が発生した場合、エンジン回転数を下

げ、岸へ戻り、ヤマハ取扱店でエンジンの点

検を受けてください。

油圧低下警告
油圧が基準値まで上昇しない場合、マルチ

ファンクションディスプレイに警告が表示

され、ブザーが鳴ります。エンジンに異常を

検知した場合、“Low Oil Pressure” が表示さ

れます。同時に、エンジンの損傷を防ぐた

め、エンジン回転数は自動的に制限されま

す。油圧低下警告が発生した場合、エンジン

回転数を下げ、岸へ戻るか、安全な場所へ移

動し、エンジンオイル量を点検してくださ

い。（エンジンオイル量の点検方法について

は 71 ページを参照してください。）

オイル量が少ない場合、適量に達するまでエ

ンジンオイルを補充してください。オイル量

が適正な場合、ヤマハ取扱店でエンジンの点

検を受けてください。

オーバーヒート警告
このモデルは、オーバーヒート警告を装備し

ています。エンジンがオーバーヒートすると、

マルチファンクションディスプレイに警告が

表示され、ブザーが鳴ります。エンジンがオー

バーヒートした場合、“Over Temperature” が
表示されます。同時に、エンジンの損傷を防

ぐため、エンジン回転数は自動的に制限され

ます。オーバーヒート警告が発生した場合、

すぐにエンジン回転数を下げ、岸へ戻るか、

安全な場所に移動し、冷却水点検孔から冷却

水が排水されていることを確認してくださ

い。冷却水点検孔は船体の右舷側にあります。

エンジン運転中、特にスロットル使用時に冷

却水が点検孔から排水されていることを確認

します。排水されていない場合、冷却水がエ

ンジン内で循環していない可能性がありま

す。
AR195/SX195

1 冷却水点検孔

AR190/SX190

1 冷却水点検孔

要　点 :
 冷却水点検孔の個数はモデルによって異

なります。

AR195/SX195: 3 つ
AR190/SX190: 1 つ

 エンジン内の冷却経路が乾燥している場

合、始動後、冷却水が点検孔から排水する

までに約 20 秒かかります。

冷却水が循環していない場合、ジェットイン

テークに異物が詰まっている可能性があり

1

1
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ます。“ ジェットポンプ清掃手順 ”（115 ペー

ジ）を参照してください。

1 ジェットインテーク

注 意

オーバーヒートの原因が特定できず改善さ

れない場合、エンジンが損傷しないように着

岸するまで十分注意して操船してください。

他船に曳航してもらうことができない場合、

アイドル回転数により近い速度で操船し、着

岸させてください。他船による曳航が可能な

場合、119 ページの “ ボートの曳航 ” を参照

してください。

バッテリ電圧低下／上昇警告
もし “Battery” がマルチファンクションディ

スプレイに表示され、ブザーが鳴った場合、

バッテリ接続を点検してください。バッテリ

接続部が清潔で、確実に締め付けられていて

も警告表示が消えない場合、ヤマハ取扱店で

充電システムの点検を受けてください。

燃料残量警告
もし“Fuel”がマルチファンクションディスプ

レイに表示され、ブザーが鳴った場合、でき

るだけ早く燃料を給油してください。（燃料

の給油については、70 ページを参照くださ

い。）

通信エラー警告
GPS やセンサなどの通信に障害が発生する

と、マルチファンクションディスプレイに警

告が表示され、ブザーが鳴ります。警告が発

生した場合、エンジン回転数を下げ、岸へ戻

り、ヤマハ取扱店でエンジンの点検を受けて

ください。

水深警告
水深アラームで設定している水深よりも浅

いエリアにボートが入ると、水深警告が発生

し、ブザーが鳴ります。

警告が発生した場合、設定した水深よりも深

いエリアに移動してください。（水深アラー

ムの設定方法については 43 ページを参照し

てください。）

1
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シート

警 告

 ボートが動いている間はグリップを握り、

着席し、足をデッキ上から外さないように

して下さい。

 波や操船の状況によって、怪我やシートの

破損につながる恐れがあります。

このボートは、次のシートを装備していま

す。

1 バウ左舷側シート

2 バウ中央シート

3 バウ右舷側シート

4 ハンドグリップ

AR195/SX195
バウフィラークッションは、停船中に使用す

るために装備されています。

クッションを使用して、船首に広くフラット

なエリアを作ることができます。

警 告

 航行中はバウフィラークッションを使用

しないでください。バウフィラークッショ

ンに座った同乗者がバランスを失い、デッ

キや船外に転落し、重傷や死亡の原因とな

る恐れがあります。

 操船する前に確実にクッションをしまっ

てください。クッションをしまわないと、

風によって吹き飛んだり、操船者の注意が

そらされたり、同乗者にぶつかったりなど

事故が起こる恐れがあります。

1 バウフィラークッション

AR195/AR190

1 ドライバーシート

2 ハンドグリップ

3 スターン右舷側シート

4 スターン中央シート

5 スターン左舷側シート

6 センター左舷側シート

1

4 4

2
3

1

1

2 3 4 5

2
6

SportsBoat_F4V00.book  Page 49  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



装備品の操作

50

SX195/SX190

1 ドライバーシート

2 ナビゲータシート

3 ハンドグリップ

4 スターン右舷側シート

5 スターン中央シート

6 スターン左舷側シート

ドライバーシート
ドライバーシートは、前後のスライドや回転

させることができます。また、シート前部の

フリップアップクッションを跳ね上げて

シートを高い位置に変更できます。

航行前に、シートが確実にロックされている

ことを確認してください。

シートをスライドさせるには：

(1) スライド／スイベルロックレバーを伸

ばします。

1 スライド／スイベルロックレバー

(2) レバーを左舷側（左）へ回します。

(3) シートをお好みの位置に動かし、レバー

を離します。

(4) レバーを元の位置に戻します。

シートを回転させるには：

(1) スライド／スイベルロックレバーを伸

ばします。

(2) レバーを右舷側（右）へ回します。

1

3 4 5 6

3
2

1
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(3) シートをお好みの位置に回転させます。

シートの回転が軽すぎたり、重すぎたり

する場合は、スイベルフリクションノブ

を内側または外側へ回すことで、スイベ

ルフリクションを調整することができ

ます。

1 スイベルフリクションノブ

(4) レバーを元の位置に戻します。

フリップアップクッションを跳ね上げるに

は：

フリップアップクッションを持ち上げて、跳

ね上げ状態にします。

1 フリップアップクッション

ナビゲータシート（SX195/SX190）
ナビゲータシートは、ドライバーシートと同

様に調整できます。

シート調整については、“ ドライバーシート ”
を参照してください。ナビゲータシートのフ

リップアップクッションは調整できません。

1 ナビゲータシート

1

1

1
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エンジンフード
エンジンフードを開けると、エンジンへアク

セスできます。

エンジンフードを開けるには：

(1) ロックハンドルを引き上げます。

(2) ロックハンドルを 180° 回して、エンジ

ンフードを開けます。

1 エンジンフード

2 ロックハンドル

エンジンに水がかかるのを防ぐため、降雨や

水洗い後にエンジンフードを開けるときは、

フード上面の水滴をウエス等で拭いてから

エンジンフードを開けてください。

エンジンフードを閉めるには：

(1) エンジンフードを閉めます。

(2) ロックハンドルを回し、エンジンフード

が確実に閉まっていることを確認しま

す。

(3) ロックハンドルを下げます。

物入れ
このボートは、次の便利な船上物入れを装備

しています。

航行前に、物入れが確実に閉まっていること

を確認してください。

バウ物入れ
バウ物入れは、バウ中央シートの下に装備さ

れています。

バウ物入れを開けるには、バウ中央シートを

引き上げます。

1 バウ中央シート

1 バウ物入れ

バウ物入れにはダンフォースアンカー固定

用のロック具が付いていますが、日本ではこ

れに合うアンカーの販売設定を行なってお

らず、またサイズ上適合していないため、ア

ンカーを収納できませんのでご了承くださ

1

2

1

1
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い。アンカーを収納する場合は、バウシート

下物入れに収納してください。

バウ物入れを閉めるには、バウ中央シートを

元の位置へ戻します。

バウシート下物入れ
バウシート下物入れ（右舷）とバウシート下

物入れ（左舷）は、左右のバウシートの下に

あります。

バウシート下物入れを開けるには、バウシー

トを引き上げます。

1 バウ左舷側シート

1 バウシート下物入れ

アンカーを収納するときは、下にクッション

材もしくはロープを敷いてアンカーを置い

てください。

バウシート下物入れを閉めるには、バウシー

トを元の位置へ戻します。

スキーロッカー
スキーロッカーは床下にあります。

スキーロッカーを開けるには：

(1) ロックハンドルを引き上げます。

(2) ロックハンドルを 180° 回して、スキー

ロッカーハッチを開けます。

1 ロックハンドル

2 スキーロッカーハッチ

1 スキーロッカー

スキーロッカーを閉めるには：

(1) スキーロッカーハッチを閉めます。

(2) ロックハンドルを回し、ハッチが確実に

閉まっていることを確認します。

(3) ロックハンドルを下げます。

スキーロッカーから排水するには：

(1) スキーロッカー底部のドレンプラグを

取り外し、排水します。

1

1

1 2

1
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1 ドレンプラグ

(2) ドレンプラグを元の位置に確実に取り

付けます。

スターンシート下物入れ（右舷）
スターンシート下物入れ（右舷）はスターン

右舷側シートの下にあります。

スターンシート下物入れ（右舷）を開けるに

は、スターン右舷側シートを引き上げます。

1 スターン右舷側シート

1 スターンシート下物入れ（右舷）

スターンシート下物入れ（右舷）を閉めるに

は、スターン右舷側シートを元の位置へ戻し

ます。

スターンシート下物入れ（左舷）
スターンシート下物入れ（左舷）は、スター

ン左舷側シートの下にあります。

警 告

物入れ内には可燃性物質や、バッテリを損傷

させたりショートさせたりする可能性のあ

る金属製品を入れないでください。火花が飛

んだり出火したりする可能性があります。

スターンシート下物入れ（左舷）を開けるに

は、スターン左舷側シートを引き上げます。

1 スターン左舷側シート

1

1

1

1
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1 スターンシート下物入れ（左舷）

スターンシート下物入れ（左舷）を閉めるに

は、スターン左舷側シートを元の位置へ戻し

ます。

グローブボックス
グローブボックスは、左舷側コンソールにあ

ります。
AR195/AR190

1 グローブボックスリッド

2 ストラップ

SX195/SX190

1 グローブボックスリッド

1

1

2

1
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左舷側コンソール物入れ
左舷側コンソール物入れは、左舷側コンソー

ル内にある大容量の物入れです。

左舷側コンソール物入れを開けるには：

左舷側コンソール物入れドアラッチを引い

て、ドアを開けます。

1 左舷側コンソール物入れドアラッチ

2 左舷側コンソール物入れドア

1 左舷側コンソール物入れ

左舷側コンソール物入れを閉めるには：

左舷側コンソール物入れドアを閉め、確実に

ロックします。

ウェット物入れ
ウェット物入れは、スイムプラットフォーム

の下にあります。

ウェット物入れを開けるには：

(1) ロックハンドルを引き上げます。

(2) ロックハンドルを 180° 回して、リヤプ

ラットホームハッチを開けます。

1 ロックハンドル

2 リヤプラットホームハッチ

1 ウェット物入れ

ウェット物入れを閉めるには：

(1) リヤプラットホームハッチを閉めます。

(2) ロックハンドルを回し、ハッチが確実に

閉まっていることを確認します。

(3) ロックハンドルを下げます。

要　点 :
リヤプラットホームハッチが確実に閉まっ

ていない場合は、エンジンは始動しません。

2

1

1

1

2

1

1
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ウォークスルー
フロントウォークスルー
このボートの船首エリアは広く、大人二人が

両足を伸ばしても快適に座ることができま

す。キャビンエリアから船首エリアへは、フ

ロントウォークスルーにより、簡単にアクセ

スできます。

1 フロントウォークスルー

リヤウォークスルー
後部からの乗船が簡単にできるように、ス

ターン中央シートの背もたれは低くなって

います。

1 リヤウォークスルー

ウインドシールド
ウインドシールドは開閉できます。

警 告

傷害を避けるために、船が動いているときは

窓を固定して下さい。

ウインドシールドを閉めるには：

(1) 固定ストラップをウインドシールドか

ら外し、ストラップベースにはめ込みま

す。

1 固定ストラップ

2 ストラップベース

(2) ウインドシールドを閉め、ウインドシー

ルドラッチをロック位置にします。

1 ウインドシールドラッチ

1

1

1

2

1
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ウインドシールドを開けるには：

(1) ウインドシールドラッチをロック解除

位置にし、ウインドシールドを開けま

す。

(2) 固定ストラップをストラップベースか

ら外し、ウインドシールドにはめ込みま

す。

ミラー（AR195/AR190）
ウインドシールドの中央にミラーが装備さ

れています。

1 ミラー

このミラーは前後左右に動かすことが出来

ます。

停泊灯（全周灯）
（AR195/AR190）

注 意

ウェイクボードや水上スキーのロープを停

泊灯（全周灯）に取り付けないでください。

停泊灯に取り付けると、停泊灯が損傷する恐

れがあります。

停泊灯（全周灯）はタワーの頂上中央に装備

されています。（停泊灯の操作については、

31 ページを参照してください。）

1 停泊灯（全周灯）

1
1
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停泊灯（全周灯）
（SX195/SX190）

このボートは、取り外し可能な停泊灯（全周

灯）を装備しています。（停泊灯の操作につ

いては、31 ページを参照してください。）

停泊灯（全周灯）はスキーロッカーに収納さ

れています。

停泊灯（全周灯）を取り付けるには：

(1) スキーロッカーを開けます。（スキー

ロッカーの開閉方法については 53 ペー

ジを参照してください。）

1 スキーロッカー

(2) 停泊灯（全周灯）を停泊灯ホルダーから

取り外します。

1 停泊灯ホルダー

2 停泊灯（全周灯）

(3) 停泊灯ソケットのキャップを開き、停泊

灯（全周灯）の突起をソケット内のス

ロットに合わせ、停泊灯（全周灯）をソ

ケットに取り付けます。

1 キャップ

2 スロット

3 突起

(4) 停泊灯ストッパーを停泊灯ソケットに

取り付けます。

1 停泊灯ストッパー

停泊灯（全周灯）を収納するには：

(1) 停泊灯ストッパーを持ち上げ、停泊灯

（全周灯）を取り外し、停泊灯ソケット

のキャップを閉めます。

(2) 停泊灯（全周灯）を停泊灯ホルダーに取

り付け、スキーロッカーを閉めます。

1

1

2

2

3

1

1
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スイムプラットフォームおよび
ラダー

警 告

エンジンが作動しているときは、スイムプ

ラットフォームに近づかないでください。ス

イムプラットフォームの下から発生する排

気ガスにより、一酸化炭素（CO）が原因で

脳の障害や死亡に至る恐れがあります。吐き

気、頭痛、めまい、眠気、および失神などが

一酸化炭素中毒の徴候です。

スイムプラットフォームエリアは、水上ス

キーやウェイクボードを装着する際に立っ

たり、座ったりする場所となり、また水中か

らの乗船を簡単にするためのラダーが装備

されています。

1 スイムプラットフォーム

ラダーを使用するには：

(1) ラダーストラップのフックを外します。

1 ラダーストラップ

(2) ラダーを完全に引き出し、ラダーを下ろ

します。

1 ラダー

ラダーをしまうには：

(1) ラダーを水平になるまで引き上げ、前方

に押します。

(2) ラダーストラップのフックをラダーに

掛けます。

1

1

1
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サイドテーブル
サイドテーブルは、スターン右舷側シートの

前に取り付けることができます。

1 サイドテーブル

サイドテーブルを取り付けるには、テーブル

ポールの端をテーブルブラケットに固定さ

れるまで挿入します。

1 テーブルブラケット

2 テーブルポール

3 テーブルブラケットノブ

サイドテーブルを取り外すには、テーブルブ

ラケットノブを引っ張り、テーブルポールを

上に引き上げます。

ウェイクボードタワー
（AR195/AR190）

ウェイクボードタワーは、ウェイクボードや

スキーなどをけん引するためのトゥパイロ

ンを高い位置に装備しています。トゥパイロ

ンにスキーロープやけん引ロープを装着し

て使用してください。

警 告

次のいずれかを無視した場合、重傷や死亡に

至る恐れがあります。

 最大曳航キャパシティー：

1 人、最大 158 kg。
 曳航ロープがタワーのトゥパイロンに確

実に取り付けられていることを確認して

ください。

 チューブやその他の空気入り製品をタ

ワーで曳航しないでください。曳航する場

合は、スキートゥフックを使用してくださ

い。

 ウェイクボードのライダーやスキーヤー

を牽引する際は曳航ロープに近づかない

でください。

 ウェイクボードタワーに登ったり、ぶら下

がったり、また座ったりしないでくださ

い。

 折りたたみ式タワーの全てのノブが締め

付けられていることを操船前に確認し、使

用中も定期的に点検してください。

1

1

3
2
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注 意

トゥパイロンではないところでけん引した

り、ウェイクボードや水上スキー以外のもの

をけん引するためにタワーを改造しないで

ください。タワーが損傷する可能性がありま

す。また、損傷を防止するため、タワーを折

りたたんだ状態で航走、あるいは運搬をしな

いでください。

ウェイクボードタワーの折りたたみと
組み立て
ボート保管時に、ウェイクボードタワーを折

りたたみます。

注 意

 タワーを折りたたむ、または持ち上げると

きにタワー上部が落ちると、タワーやボー

トが損傷する恐れがあります。作業すると

きは、タワー上部を保持してください。

 損傷を防止するため、タワーを折りたたん

だ状態で航走、あるいは運搬をしないでく

ださい。

ウェイクボードタワーを折りたたむには：

(1) ウェイクボードタワーを支えながら、タ

ワーの両端にあるロックノブを完全に

緩めます。

1 ウェイクボードタワー

2 ロックノブ

(2) ウェイクボードタワーが止まるまで下

ろします。

ウェイクボードタワーを組み立てるには：

(1) ウェイクボードタワーを持ち上げます。

(2) ウェイクボードタワーを支えながら、タ

ワーの両端にあるロックノブを止まる

まで締めます。

2

1
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ビミニトップ（AR195/AR190）
ビミニトップの展開
ビミニトップを展開するには：

(1) 保管カバーを取り外し、ビミニトップを

解きます。

1 保管カバー

(2) ビミニトップの前部を船首方向に引き、

フラップを開き、ビミニトップからフロ

ントサポートポールを出します。

1 フロントサポートポール

2 フラップ

(3) フロントサポートポールをウェイク

ボードタワーの取り付け穴に取り付け

ます。

1 取り付け穴

2 フロントサポートポール

(4) ビミニトップの後部を船尾方向に引き、

メインポールからリヤサポートポール

のフックを外します。

1 リヤサポートポール

2 メインポール

1

1

2

2

1

1

2
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(5) スナップボタンを押し、ロングポジショ

ンまで各リヤサポートポールを伸ばし

ます。

1 リヤサポートポール

2 スナップボタン

3 ショートポジション

4 ミドルポジション

5 ロングポジション

(6) リヤサポートポールの先端を、リヤサ

ポートポール取付ブラケットに差し込

み、ボタンを押しながら D- リングを回

してリヤサポートポールを固定します。

1 リヤサポートポール

2 ボタン

3 D- リング

(7) メインポールを下に引き、スナップボタ

ンを押しながら各リヤサポートポール

を航行時にはミドルポジション、ウェイ

クボードタワーを使用する場合は

ショートポジションまで短くします。ス

ナップボタンを所定の位置で必ず止め

てください。

1 リヤサポートポール

2 ショートポジション

3 ミドルポジション

4 スナップボタン

注 意

 ビミニトップを展開した状態で、70 km/h
を超えて航走しないでください。

 スナップボタンを押した状態でポールを

伸ばし過ぎると、ポールが外れ、水中に落

とす可能性があります。

1
2

3
4
5

3 2

1

1

2

3
4
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ビミニトップの折りたたみ
ビミニトップを折りたたむには：

(1) ビミニトップを緩めるために、メイン

ポールを少し下に引き、スナップボタン

を押しながら各リヤサポートポールを

ロングポジションまで伸ばします。 

1 リヤサポートポール

2 スナップボタン

3 ロングポジション

(2) ボタンを押しながらD-リングを回して、

リヤサポートポールを取り外します。

1 リヤサポートポール

2 ボタン

3 D- リング

(3) スナップボタンを押し、ショートポジ

ションまで各リヤサポートポールを短

くします。

1 リヤサポートポール

2 ショートポジション

3 スナップボタン

注 意

スナップボタンを押した状態でポールを伸

ばし過ぎると、ポールが外れ、水中に落とす

可能性があります。

(4) メインポールにリヤサポートポールを

フックで留め、ビミニトップを船首方向

へ引きます。

1 リヤサポートポール

2 メインポール

1

2

3

3 2

1

1

2

3

2

1
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(5) フロントサポートポールを取り外し、ビ

ミニトップのフラップにポールを収納

します。

1 フロントサポートポール

(6) ビミニトップの前部を船尾方向へ引き、

メインポールの周囲をビミニトップで

包み、保管カバーを取り付けます。

ビミニトップの取り外し
ビミニトップを取り外すには：

(1) ビミニトップを折りたたみます。ビミ

ニトップの折りたたみ方法について

は、“ ビミニトップの折りたたみ ” を参

照してください。

(2) ビミニトップを支えながら、メインポー

ルをウェイクボードタワーに固定して

いるロックピンを取り外し、ビミニトッ

プを取り外します。

1 ビミニトップ

2 ロックピン

ビミニトップの取り付け
ビミニトップを取り付けるには：

ビミニトップを取り付けるには、取り外しと

逆の手順で行い、ロックピンが確実に取り付

けられていることを確認します。

1

1

2
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ビミニトップ（SX195/SX190）
ビミニトップの展開
ビミニトップを展開するには：

(1) ビミニトップを持ち上げ、メインポール

からリヤサポートポールのフックを外

します。

1 ビミニトップ

2 リヤサポートポール

(2) ロックピンで各リヤサポートポールを

リヤサポートポール取付ブラケットに

固定します。ロックピン端のタブが下を

向いていることを確認します。

1 リヤサポートポール

2 リヤサポートポール取付ブラケット

3 ロックピン

(3) 保管カバーを取り外し、ビミニトップを

船首方向に引きます。

1 保管カバー

(4) 各フロントストラップのラッチをスト

ラップアイに掛けます。

1 フロントストラップ

2 ラッチ

3 ストラップアイ

1

2

3
2

1

1

1

2
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(5) ビミニトップが張るよう、フロントスト

ラップを締め付けます。

注 意

ビミニトップを展開した状態で、70 km/h を

超えて航走しないでください。

起こした状態でのビミニトップの折り
たたみ

注 意

ビミニトップを広げた状態または起こした

状態で、けん引しないでください。損傷を避

けるために、完全に折りたたんだ状態でカ

バーをかけてください。

ビミニトップを起こした状態で折りたたむ

には：

(1) 各フロントストラップをゆるめ、スト

ラップアイからラッチを外します。

1 フロントストラップ

2 ラッチ

3 ストラップアイ

(2) ビミニトップを船尾方向に引き、折りた

たみます。

1 ビミニトップ

(3) 保管カバーを取り付けます。

1

2

3

1
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倒した状態でのビミニトップの保管
ビミニトップを倒した状態で保管するには：

(1) “ 起こした状態でのビミニトップの折り

たたみ ” の手順を参照してください。

(2) ビミニトップを支えながら、リヤサポー

トポールを取り外し、リヤサポートポー

ルをメインポールに取り付けます。

1 ビミニトップ

2 リヤサポートポール

(3) ビミニトップをリヤデッキに下ろしま

す。

1 ビミニトップ

ビミニトップの取り外し
ビミニトップを取り外すには：

(1) ビミニトップを折りたたんだ状態で倒

します。“ 倒した状態でのビミニトップ

の保管 ” の手順を参照してください。

(2) メインポール取付ノブを取り外します。

1 メインポール取付ノブ

(3) ビミニトップをボートから取り外しま

す。

ビミニトップの取り付け
ビミニトップを取り付けるには：

ビミニトップを取り付けるには、取り外しと

逆の手順で行い、メインポール取付ノブが確

実に取り付けられていることを確認します。

1

2

1

1
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運航時の取り扱い

燃料について
燃料

警 告

 ガソリンは高い引火性と爆発性がありま

す。火災や爆発の危険、給油時の負傷を避

けるために、以下の指示に従ってくださ

い。

 ガソリンは有毒であり、傷害や死亡の原因

となります。取り扱いには十分に注意をし

てください。ガソリンを口で吸い出さない

でください。飲み込んだり、目に入ったり、

または多量の揮発蒸気を吸い込んだ場合

は、ただちに医師の診断を受けてくださ

い。皮膚に付着した場合は、ただちに石鹸

等を使って洗い流してください。衣類に付

着した場合は、着替えてください。

注 意

 有鉛ガソリンは使用しないでください。有

鉛ガソリンはエンジンに大きな損傷を与

える恐れがあります。

 燃料タンクに水や他の異物が混入しない

ように注意して給油してください。異物の

混ざった燃料は、エンジンの作動不良や損

傷の原因となります。ガソリンは必ず新し

いものを使用してください。

 AR195/SX195：プレミアムガソリンのみ

を使用してください。オクタン価の低いガ

ソリンは、エンジンに大きな損傷を与える

恐れがあります。

AR190/SX190

AR195/SX195
このエンジンは、無鉛プレミアムガソリンを

使用するよう設計されています。ノッキング

が発生した場合は、違う銘柄のガソリンを使

用してください。

燃料を給油するには：

(1) 給油はエンジンを停止してから行なっ

てください。給油中はタバコを吸わない

でください。また、他の火気を近づけな

いでください。

(2) ボートへの給油は換気の良いところで

行なってください。ボートが水上にある

ときは、給油所に安全に係留されている

ことを確認してください。給油中はすべ

ての同乗者を船外に出してください。

(3) 燃料タンクフィラーキャップボタンを

押し、燃料タンクフィラーキャップを開

けます。

1 燃料タンクフィラーキャップ

2 燃料タンクフィラーキャップボタン

(4) 燃料をゆっくりと給油します。

推奨燃料 :
無鉛レギュラーガソリン

推奨燃料 :
無鉛プレミアムガソリン

燃料タンク容量 :
152 L

1

2
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(5) 燃料がフィラーチューブ内に見え始め

た時点で給油を止めてください。燃料が

こぼれる可能性がありますので、タンク

がいっぱいになるまで給油しないでく

ださい。

(6) こぼれた燃料はすぐに拭き取ってくだ

さい。

(7) 燃料タンクフィラーキャップがロック

されるまで押して閉めます。燃料タンク

フィラーキャップが確実に閉められて

いることを確認します。

要　点 :
係留状態で給油する場合は、携行缶からの給

油は作業性が悪いため、給油ガンを用いるこ

とをお奨めします。携行缶を用いる場合は、

陸上での作業をお奨めします。

エンジンオイルについて
エンジンオイル

注 意

4ストロークエンジンオイルのみを使用して

ください。2 ストロークエンジンオイルを使

用すると、エンジンに損傷を与える恐れがあ

ります。

ボートを使用する地域の平均温度に従って

オイルグレードを選択してください。

要　点 :
エンジンを高回転で運転するとエンジンオ

イルが消費されます。エンジンオイル量の点

検を行なってください。

エンジンオイル量の点検

警 告

エンジン停止直後は、オイルが大変熱くなっ

ています。エンジン停止直後のオイルが衣服

にかかったり、身体に触れたりすると火傷を

する恐れがあります。

注 意

給油口からゴミや水等が入らないようにし

てください。オイルからエンジン内部に入

り、エンジンが損傷する恐れがあります。

推奨エンジンオイル種別 :
SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-
50

推奨エンジンオイルグレード :
API SG, SH, SJ, SL
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エンジンオイル量を点検するには：

(1) 陸上にエンジンが停止した状態でボー

トを水平に置きます。エンジン停止直後

の場合は、5 分以上放置してから点検を

行ないます。

(2) エンジンフードを開けます。（52 ページ

参照してください。）

(3) オイルレベルゲージを取り出し、きれい

に拭きます。
AR195/SX195

1 オイルレベルゲージ

AR190/SX190

1 オイルレベルゲージ

(4) オイルレベルゲージを完全に挿入しま

す。再度オイルレベルゲージを取り出

し、エンジンオイル量が下限マークと上

限マークの間にあることを確認します。

1 上限マーク

2 下限マーク

(5) エンジンオイル量が上限マークを超え

ている場合は、ヤマハ取扱店にご相談く

ださい。エンジンオイル量が下限マーク

に満たない場合は、エンジンオイルを補

充します。

(6) オイルフィラーキャップを取り外しま

す。

1 オイルフィラーキャップ

(7) エンジンオイルをゆっくりと補充しま

す。

(8) エンジンオイルが落ち着くまで約5分待

ち、エンジンオイル量を再度点検しま

す。

1

1

2
1

1
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(9) 適正なエンジンオイル量になるまで上

記手順 (3) から (8) を繰り返します。

(10) オイルフィラーキャップを取り付けま

す。

(11) エンジンフードを閉めます。

ビルジの排水

注 意

 エンジンルーム内にビルジが溜まってい

る場合は、エンジン回転数を最高回転数ま

で上げないでください。ビルジが飛び散っ

てエンジン内に浸入し、故障の原因となり

ます。

 ボートを使用する前は、すべてのドレンプ

ラグが確実に締まっていることを確認し

てください。ボート内に浸水しボートが水

没する恐れがあります。

陸上でのビルジ排水
このモデルは、燃料タンクルームドレンプラ

グ、船体ドレンプラグを装備しています。

各所のビルジ排水については、次の記載を参

照してください。

燃料タンクルームからのビルジ排水
燃料タンクルームに燃料または燃料と水の

混合物があった場合は、すぐに乾燥した布で

拭き取ってください。警告！燃料タンクルー

ムに燃料があった場合は、燃料漏れの徴候で

す。燃料漏れの箇所を特定し、修理が終わる

まではボートを使用しないでください。気化

したガソリンには強い引火性と爆発性があ

り危険です。
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(1) エンジンフードを開けます。

(2) 燃料タンクルームドレンプラグを取り

外して、排水します。

1 燃料タンクルームドレンプラグ

(3) ボートを海水で使用した場合、燃料タン

クルームを真水で洗います。

(4) ドレンプラグを元の位置に確実に取り

付けます。

(5) エンジンフードを閉めます。

船体からのビルジ排水
船尾の船体ドレンプラグを取り外して排水

します。ドレンプラグの O リングの状態を

点検し、ドレンプラグを確実に取り付けま

す。

1 船体ドレンプラグ

水上でのビルジ排水
このモデルは、水上でビルジ排水を行なうた

めの自動排水デッキとビルジポンプを装備

しています。

自動排水デッキ
デッキに溜まった水は、デッキにある排水口

を通じて船尾から排出されます。

排水口にあるワンウェイチェックバルブは、

係留中または後進中に水がデッキに逆流す

ることを防止します。

本艇のデッキは、完全な自動排水ではないた

め、雨水の一部は船内に入っていきます。使

用後は陸上保管（屋根の下もしくはボートカ

バー）し、長時間の係留放置は避けてくださ

い。

1 1
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ビルジポンプ
本艇にはボートに浸水する水を、物入れから

エンジンルーム下のビルジを通る流路に流

す排水システムが装備されています。ビルジ

ポンプスイッチをオンにすると、ビルジポン

プが作動します。注意 : ビルジポンプは、汚

水排出可能な場所で作動させてください。

1 ビルジポンプスイッチ

ビルジポンプスイッチがオフの時でも、ビル

ジが溜まっているのを検知すると、自動でビ

ルジ排水口からビルジを排出します。この機

能は、バッテリースイッチがオフの時でも作

動します。

1 ビルジ排水孔

要　点 :
 ビルジポンプが作動中は、ビルジポンプイ

ンジケーターランプが点灯します。

 ビルジを検知して自動でポンプが作動し

た場合、ビルジを排水しきるまでポンプは

作動し続けます。

HORNBILGENAV/ANCCTSY
LIGHTS

1

1

HORNBILGENAV/ANCCTSY
LIGHTS
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初めて使用するときには

慣らし運転（AR190/SX190）
注 意

慣らし運転を怠ると、構成部品の寿命が縮む

ばかりでなくエンジンに損傷を与える恐れ

があります。

エンジン構成部品等の摺動面を均一に摺り

合せるために、慣らし運転が必要です。慣ら

し運転を行なうことにより、安定した性能が

得られるとともに各部品の寿命も延びます。

(1) エンジンオイル量を点検します。（エン

ジンオイル量の点検については、71ペー

ジを参照してください。）

(2) ボートを進水させ、エンジンを始動しま

す。（エンジン始動の詳細については、86
ページを参照してください。）

(3) 最初にトローリング速度で5分間航走し

ます。

(4) 5000 r/min 以下で 30 分間航走します。

(5) 6000 r/min 以下で 1 時間航走します。

慣らし運転完了後、通常の航走が行なえま

す。

慣らし運転（AR195/SX195）
注 意

慣らし運転を怠ると、構成部品の寿命が縮む

ばかりでなくエンジンに損傷を与える恐れ

があります。

エンジン構成部品等の摺動面を均一に摺り

合せるために、慣らし運転が必要です。慣ら

し運転を行なうことにより、安定した性能が

得られるとともに各部品の寿命も延びます。

(1) エンジンオイル量を点検します。（エン

ジンオイル量の点検については、71 ペー

ジを参照してください。）

(2) ボートを進水させ、エンジンを始動しま

す。（エンジン始動の詳細については、86
ページを参照してください。）

(3) 最初に 2000 r/min で 5 分間航走します。

(4) 5000 r/min 以下で 90 分間航走します。

慣らし運転完了後、通常の航走が行なえま

す。
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使用前の点検

警 告

ボートの点検整備を正しく行なわないと、事故や故障の原因になる恐れがあります。１つでも不具合が
見つかった場合はボートを使用しないでください。
本書に記載の手順で行なっても不具合が解決しない場合は、ヤマハ取扱店で点検整備を受けてくださ
い。

使用前点検チェックリスト
ボートを使用する前に、チェックリストに基づき点検を行なってください。常に本取扱説明書に記載さ
れた点検整備の手順に従い点検を行なってください。
使用前の点検は短時間で確認できるため、安全性と信頼性を確保するためにボートを使用する前は必ず
実施してください。

ステアリングおよびシフトの使用前の点検は二人で行なってください。一人が制御装置を操作し、もう
一人が船尾で動作を確認してください。

項目 確認 ページ

進水前の点検

ステアリングシステム ステアリングが正しく作動することを確認します。 78

リモートコントロールレ
バー

スロットルが正しく作動することを確認します。
シフト操作が正しく作動することを確認します。

78

消火器 消火器が使用可能であるかを確認します。 79

艇体 艇体に損傷および亀裂がないことを確認します。 —

アクセスポートキャップ 正しく取り付けられていることを確認します。 79

ジェットインテーク インテークにゴミがないことを確認します。 80

燃料系統 燃料系統に漏れがないことを確認します。 80

エンジンオイル量 エンジンオイル量を確認し、必要に応じて補充します。 71、80
バッテリ バッテリの接続状態、液量を確認します。 81

ビルジ エンジンルームと燃料タンクルームにビルジが溜まっ
ていないことを確認します。

81

ドレンプラグ ドレンプラグに異物の付着や損傷がないこと、また確
実に取り付けられていることを確認します。

81

エンジンルームとブロア エンジンフードを開け、ガソリンの漏れ、気化ガソリ
ン、電気接続の緩みがないことを確認します。ブロア
を 4 分間以上作動させます。

82

エンジンフード エンジンフードラッチが確実に固定されていることを
確認します。

52

ライトとホーン すべてのライトが点灯することを確認します。ホーン
スイッチを押して作動することを確認します。

83

ビミニトップ ビミニトップが確実に固定されていることを確認しま
す。

63、67

緊急エンジン停止コード
（ランヤード）

緊急エンジン停止コード（ランヤード）に損傷がない
ことを確認します。

84

ウェイクボードタワー
（AR195/AR190）

タワーのサポートポールが固定されていることを確認
します。

61

進水後の点検

スイッチ類 メインスイッチと緊急エンジン停止スイッチが正しく
作動することを確認します。

84

冷却水点検孔 エンジン作動中に冷却水が出ていることを確認します。 84

燃料残量 燃料残量を確認し、必要に応じて燃料を給油します。 85
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使用前点検チェック
進水前の点検
使用前点検チェックリストで進水前の点検

に分類されている項目は、陸上で点検を行な

います。

ステアリングシステムの点検
ステアリングに緩みや遊びがないことを確

認してください。ステアリングを左右いっぱ

いまで回し、動作が滑らかで問題がないこと

を確認してください。

ステアリングを回してジェットノズルの方

向が変わることを確認してください。ステア

リングを右に回すとジェットノズルは右舷

方向を向きます。ステアリングを左に回すと

ジェットノズルは左舷方向を向きます。ステ

アリングとジェットノズルとの間に遊びが

ないことを確認してください。ジェットノズ

ルの動きに合わせて、可動式キールの向きが

変わることも確認してください。

1 ジェットノズル

2 可動式キール

リモートコントロールレバーの点検

警 告

リモートコントロールレバー操作中はシフ

トゲートに触れないでください。挟まれる恐

れがあります。

リモートコントロールレバーを数回操作し

て、作動範囲全体で操作が円滑であることを

確認します。

1 ニュートラル位置

2 TDE 位置

3 前進位置

4 後進位置

5 シフト操作範囲

6 スロットル全閉位置

7 スロットル操作範囲

8 スロットル全開位置

1

2

N
1F

7

3 2 R
45 5

7

8

8

6 6

SportsBoat_F4V00.book  Page 78  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



使用前の点検

79

リモートコントロールレバーを前進位置に

倒すとシフトゲートがニュートラル位置か

らわずかに上がることを確認し、さらに前方

へ倒すとシフトゲートが全開位置になるこ

とを確認します。

全開位置

1 シフトゲート

リモートコントロールレバーを後進位置に

倒すとシフトゲートが全閉位置になること

を確認します。

全閉位置

1 シフトゲート

消火器の点検
本艇には、法定備品として自動拡散粉末消火

器の装備が必要になります。

消火器が使用可能であるか確認します。

推奨設置位置
エンジンルーム内左舷隔壁に設置すること

をお奨めします。消火器の取り付けについて

は、最寄りのヤマハ取扱店にご相談くださ

い。

1 消火器

US ではスターン中央シートの下の FIRE-
PORT を消火時に使用しますが、国内では消

火方法が異なるため使用しません。

アクセスポートキャップの点検
アクセスポートキャップが確実に取り付け

られていることを確認します。

アクセスポートキャップを点検するには：

(1) リヤプラットホームハッチを開けます。

（リヤプラットホームハッチについて

は、56 ページを参照してください。）

1

1

推奨品 :
初田製作所社製　

船舶用自動拡散粉末消火器　

プロマリン　DD-30 型

（ワイズギア品番：Q8R-BOK-G00-
004）

1
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(2) アクセスポートキャップが確実に取り

付けられていることを確認します。

キャップが取り外されていたり、ロック

されていない場合、確実に取り付けてく

ださい。（アクセスポートキャップにつ

いては、115 ページを参照してくださ

い。）

1 アクセスポートキャップ

(3) リヤプラットホームハッチを閉めます。

ジェットインテークの点検
ジェットインテークを確認し、海藻、ごみ等

をすべて取り除きます。インテークが詰まっ

ているとキャビテーションが発生する可能

性があります。ジェットの推進力を低下さ

せ、ジェットポンプの部品に損傷を与える恐

れがあります。

1 ジェットインテーク

冷却水が不足すると、エンジンがオーバー

ヒートし、損傷を与える恐れがあります。

ジェットインテークが詰まっている場合は

清掃してください。（ジェットインテークに

ついては 115 ページを参照してください。）

警告！回転部品は重傷や死亡事故を引き起

こす恐れがあります。ジェットインテークや

インペラから海藻やゴミ等を除去する前は、

エンジンを切り、メインスイッチキーと緊急

エンジン停止コード（ランヤード）を取り外

し、すべての動きが止まるまで待ちます。

燃料系統の点検
エンジンルームの燃料フィラーホースと

ジョイント部に損傷、緩み、漏れの徴候がな

いことを点検します。少なくても年に一度も

しくは問題が見つかった場合、ヤマハ取扱店

で燃料タンク、燃料フィラーホース、クラン

プの点検を受けてください。

エンジンオイル量の点検
エンジンオイル量がオイルレベルゲージの

上限マークと下限マークの範囲内にあるこ

とを確認します。（エンジンオイル量の点検

については、71ページを参照してください。）
AR195/SX195

1 オイルレベルゲージ

1

1

1
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AR190/SX190

1 オイルレベルゲージ

1 上限マーク

2 下限マーク

バッテリの点検
バッテリ端子に損傷がないこと、また正しく

接続されていることを確認します。警告！

バッテリは必ず完全に充電し、良好な状態に

しておいてください。バッテリが消耗してい

るときは出航しないでください。エンジンの

始動に必要な容量がない、または容量不足の

兆候があるときは絶対に出航しないでくだ

さい。

1 （–）端子

2 黒色ケーブル

3 （+）端子

4 赤色ケーブル

ビルジの点検
ビルジがエンジンルームおよび燃料タンク

ルームに溜まっていないことを確認します。

ビルジが溜まっている場合、排水してくださ

い。（ビルジの排水については、73 ページを

参照してください。）

ドレンプラグの点検
ドレンプラグを緩めて取り外し、ドレンプラ

グと O リングに損傷や異物の付着がないこ

とを確認します。注意 : ドレンプラグを取り

付ける前に、O リングとドレンプラグのネジ

部分のゴミや砂などの異物を取り除いてく

ださい。ドレンプラグが損傷し、エンジン

ルームまたは燃料タンクルームに浸水する

恐れがあります。ボートを進水する前には、

必ずドレンプラグが確実に取り付けられて

いることを確認してください。確実に取り付

けられていないと、エンジンルームまたは燃

料タンクルームに浸水し、ボートが水没する

恐れがあります。

ドレンプラグを締め込み確実に取り付けま

す。

1

2
1

43
2

1

SportsBoat_F4V00.book  Page 81  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



使用前の点検

82

1 船体ドレンプラグ

1 エンジンルームドレンプラグ

ブロアスイッチの点検

警 告

気化したガソリンは爆発することがありま

す。エンジン室のガソリンの漏れ、気化ガソ

リン、電気接続の緩みがないことを確認して

ください。エンジンを始動させる前に、4 分

間以上ブロアを作動させてください。燃料漏

れまたは電気接続の緩みがあるときにエン

ジンをスタートさせたり、ブロアを作動させ

たりしないでください。

不明な点がある場合は、最寄りのヤマハ取扱

店に相談してください。

ブロアスイッチを押してブロアが正しく作

動することを確認してください。

1 ブロアスイッチ

1 ブロア

ブロアスイッチを押してブロアを作動させ、

4 分間以上エンジンルームを換気します。

1

1
BLOWER1

1
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航海灯／停泊灯スイッチの点検
航海灯／停泊灯スイッチを押し、航海灯（両

舷灯）と停泊灯（全周灯）が点灯することを

確認します。

(1) SX195/SX190：停泊灯（全周灯）を取り

付けます。（停泊灯については、59 ペー

ジを参照してください。）

(2) 航海灯／停泊灯スイッチの上側を押し、

航海灯（両舷灯）と停泊灯（全周灯）が

点灯することを確認します。

1 航海灯／停泊灯スイッチ

AR195/AR190

1 航海灯（両舷灯）

2 停泊灯（全周灯）

SX195/SX190

1 航海灯（両舷灯）

2 停泊灯（全周灯）

(3) 航海灯／停泊灯スイッチの下側を押し、

停泊灯（全周灯）のみが点灯することを

確認します。

(4) 航海灯／停泊灯スイッチを中間位置に

し、航海灯（両舷灯）と停泊灯（全周灯）

が消灯することを確認します。

(5) 停泊灯（全周灯）を取り外します。

ホーンスイッチの点検
ホーンスイッチを押し、ホーンが鳴ることを

確認します。

1 ホーンスイッチ

HORNBILGENAV/ANCCTSY
LIGHTS

1

1
2

1

2

HORNBILGENAV/ANCCTSY
LIGHTS

1
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緊急エンジン停止コード（ランヤード）
の点検
緊急エンジン停止コード（ランヤード）に損

傷がないことを確認します。緊急エンジン停

止コード（ランヤード）の損傷があった場合

は交換します。警告！緊急エンジン停止コー

ド（ランヤード）は決して補修したり繋ぎ合

せて使用しないでください。操船者が落水し

たときにロックプレートが外れず、エンジン

が停止しない状態でボートが航走を続け、重

大な事故につながる恐れがあります。

進水後の点検
使用前点検チェックリストで進水後の点検

に分類されている項目は、ボートを水に浮か

べてエンジンを始動した後に点検を行ない

ます。

緊急エンジン停止スイッチの点検
緊急エンジン停止スイッチが正しく作動す

ることを確認します。

(1) エンジンを始動します。（エンジン始動

については、86 ページを参照してくだ

さい。）

(2) 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

を引っ張って、緊急エンジン停止スイッ

チからロックプレートが外れるとただ

ちにエンジンが停止することを確認し

ます。

(3) 緊急エンジン停止スイッチからロック

プレートを取り外した状態で、エンジン

が始動できないことを確認します。

1 ロックプレート

2 緊急エンジン停止スイッチ

冷却水点検孔の点検
水上でエンジン運転中に、点検孔から冷却水

が排水されていることを確認します。冷却水

が排水されていない場合、ジェットインテー

クに詰まりがある可能性があります。115
ページの “ ジェットポンプ清掃手順 ” を参照

してください。
AR195/SX195

1 2
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AR190/SX190

要　点 :
 冷却水点検孔の個数はモデルによって異

なります。

AR195/SX195: 3 つ

AR190/SX190: 1 つ

 最初にボートを進水したときは、冷却水が

点検孔に達するまでに最大で 20 秒程度か

かることがあります。排出される冷却水の

水量と水力はエンジンの回転数により変

化します。

注 意

点検孔から継続的に流出する水は、冷却水が

エンジン冷却経路を通過していることを示

しています。エンジン運転中に点検孔から冷

却水が排水されない場合は、エンジンを停止

してください。オーバーヒートまたは重大な

損傷の原因となります。詳細な情報は47ペー

ジの “オーバーヒート警告 ”を参照してくだ

さい。

燃料残量の点検
マルチファンクションディスプレイの燃料

残量グラフで燃料残量を点検します。

1 燃料残量グラフ

必要な場合、燃料を給油します。（燃料の給

油については、70 ページを参照してくださ

い。）

am10:27

FUEL

100%

12.3V

MPH0
0.3 Avg MPG

1
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操船するときは

操船するときは
使用する前に
ボートを操船するには、一定期間練習をして

技術を修得する必要があります。より難しい

操縦をする前に、基本的な技術を十分に時間

をかけて修得してください。

新しいボートを運転することは、楽しく快適

な時間を過ごすことができますが、ボートを

安全に楽しむために必要な技術を修得する

には操船技術に習熟することが必要です。本

艇を使用する前に本取扱説明書およびボー

トに貼付されているすべてのラベルをお読

みください。特に 9 ページから始まる「安全

情報」には特に注意を払ってください。本艇

は1人の操船者と最大7人までの同乗者が乗

船できるように設計されています。

操船する前に
ボートを使用する前は、常に安全性と信頼性

を確保するために 77 ページに掲載されてい

る使用前の点検を必ず実施してください。

ボートを使用するときは、使用する地域の法

律に従ってください。

運転に慣れるまでは、視界が広く他艇の通行

が少ない場所で練習してください。他艇から

は適切な距離を保持してください。また遊泳

者がいる場所では航走しないでください。

操船する前は、必ず緊急エンジン停止コード

（ランヤード）を救命胴衣に装着してくださ

い。

ボートに乗船するときは、操船者と同乗者は

必ず認定済みの救命胴衣を着用してくださ

い。操船者はデッキシューズ、アイプロテク

ション、その他の保護衣類の着用をお奨めし

ます。自艇、他艇、桟橋、岩礁、またはサン

ゴ礁等に接触して怪我をする恐れがありま

す。

ボートを運転するときはステアリングを

しっかりと握り、両足は常にデッキ上に保持

してください。

エンジンの始動

警 告

次のことを無視した場合でも重傷または死

亡の原因となる場合があります：

 ボートに乗る前には、基本操作を十分に理

解してください。操作方法がよくわからな

い場合はヤマハ取扱店にご相談ください。

理解できないまま操船すると事故を起こ

す恐れがあります。

 気化したガソリンは爆発することがあり

ます。エンジン室のガソリンの漏れ、気化

ガソリン、電気接続の緩みがないことを確

認してください。エンジンを始動させる前

に、4 分間以上ブロアを作動させてくださ

い。燃料漏れまたは電気接続の緩みがある

ときにエンジンをスタートさせたり、ブロ

アを作動させたりしないでください。

最大積載重量 :
積荷、運転者および同乗者の総重量：

726 kg

運転者および同乗者の総重量：
581 kg
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不明な点がある場合は、最寄りのヤマハ取

扱店に相談してください。

 身につける救命胴衣に緊急エンジン停止

コード（ランヤード）を装着し、それを管

理できる条件を確保し、運転者が操舵装置

を離れた場合にエンジンが停止するよう

にして下さい。緊急エンジン停止コード

（ランヤード）を装着せずに、万一運転者

が飛ばされたり、落水した場合、エンジン

が停止せず、ボートが暴走する危険があり

ます。

 ボートの後部に人がいるときにはスロッ

トルを開けないで下さい。エンジンを停止

するか、アイドリング回転数にして下さ

い。ジェットノズルから排出する水やゴミ

は重傷、特に水が身体の開口部（膣や肛門）

に侵入した場合には体内の重篤な傷害を

引き起こす可能性があります。

(1) 常に海藻やゴミがなく、船底から水底ま

での距離が90 cm以上の深さのある水域

でボートを使用していることを確認し

てください。警告！船底から水底までの

距離が 90 cm に満たない水域では絶対

に操船しないでください。水底の障害物

にぶつかる可能性があります。怪我をし

たり、小石や砂がジェットインテークに

吸い込まれ、インペラを破損する原因に

なります。

注 意

船尾に 2 つの船体ドレンプラグがあります。

進水する前に O リングの点検とドレンプラ

グが確実に取り付けられていることを確認

してください。確実に取り付けられていない

と、ボートに浸水し、水没する恐れがありま

す。

1 船体ドレンプラグ

(2) バッテリスイッチを ON（緑）位置に回

します。

(3) ブロアスイッチを押しブロアを作動さ

せ、4 分間以上エンジンルームを換気し

てください。

1 ブロアスイッチ

(4) 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

を救命胴衣に取り付けてください。緊急

エンジン停止コード（ランヤード）の

ロックプレートを緊急エンジン停止ス

90 cm

1

BLOWER1
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イッチに取り付けます。緊急エンジン停

止コード（ランヤード）がステアリング

や制御装置の周囲に巻き付いたりしな

いようにしてください。警告！緊急エン

ジン停止コード（ランヤード）が正しく

取り付けられていることを確認してく

ださい。正しく取り付けられていない状

態で運転者が落水した場合、ロックプ

レートが外れず、ボートが暴走して事故

を起こす可能性があります。

1 ロックプレート

2 緊急エンジン停止スイッチ

3 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

要　点 :
ロックプレートが緊急エンジン停止スイッ

チから外されているときは、エンジンを始動

することはできません。ロックプレートが外

れていても、スタータモータは作動します。

(5) リモートコントロールレバーをニュー

トラル位置にします。リモートコント

ロールレバーがニュートラル位置にな

いとスタータモータは作動しません。メ

インスイッチキーを “START” の位置ま

で回し、エンジンが始動したらメインス

イッチキーから手を離します。5 秒間以

上メインスイッチキーを回し続けても

エンジンが始動しない場合、キーを戻

し、再度エンジンを始動させるまで最低

でも 15 秒間待ってください。

注 意

 エンジン運転中にメインスイッチキーを

“START” の位置にしないでください。ス

タータモータが損傷する可能性がありま

す。

 5 秒間以上スタータモータを作動し続ける

と、バッテリが急速に放電しエンジンを始

動することができなくなります。5 秒間以

上継続して作動すると、スタータモータに

損傷を与える可能性があります。

本艇のエンジンは直接ドライブユニットに

接続されています。エンジンを始動するとす

ぐに一定の推進力が発生します。エンジンの

アイドル回転を維持できる程度のスロット

ルにしてボートが動き出さないようにして

ください。

エンジンの停止

警 告

一旦エンジンを停止するとボートのステア

リングが効かなくなり、他艇、桟橋、その他

の障害物に衝突する可能性があります。

エンジンを高速回転で運転した直後に停止

しないでください。数分間アイドル状態か低

速にしてエンジン温度を下げてから停止し

てください。

2

1

3

BLOWER

SportsBoat_F4V00.book  Page 88  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



操船するときは

89

エンジンを停止するには：

(1) リモートコントロールレバーをニュー

トラル位置に戻します。

(2) メインスイッチキーを“OFF”の位置にし

ます。

要　点 :
緊急エンジン停止コード（ランヤード）を

引っ張っても、エンジンを停止することがで

きます。

(3) ボートから降りるときは、メインスイッ

チキーと緊急エンジン停止コード（ラン

ヤード）を取り外してください。

桟橋からの離岸
ボートは船尾で舵をとるため、船尾はステア

リングを回した方向と逆方向に動きます。離

岸時にはこのことを理解しておくことが重

要です。したがって、船首が桟橋から離れる

ようにステアリングを回し、リモートコント

ロールレバーを前進位置にすると、船尾は桟

橋に向かって動くことになります。

基本的な操船技術は下記の手順で行ってく

ださい。

(1) エンジンをアイドリング回転数にし、船

首を桟橋に係留した状態でステアリン

グを桟橋の方向に回します。リモートコ

ントロールレバーを TDE 位置または前

進位置にすると、船尾が桟橋から離れる

ように動き始めます。

(2) 船尾が 1 ～ 2 m 離岸したら、船首の係留

を外し、ステアリングを直進または桟橋

から離れるように回し、リモートコント

ロールレバーを後進位置にして、離岸し

ます。

ボートの旋回

警 告

 障害物を避けるために舵を取ろうとする

ときにはリモートコントロールレバーを

引きもどしてアイドリングにしないよう

にして下さい。舵をとるにはスロットル操

作が必要です。

 旋回する前は、同乗者がグリップに掴まっ

ていることを確認してください。同乗者が

バランスを失い転落する恐れがあります。

旋回はスロットルとハンドル操作を併用し

て行ないます。

ジェットインテークから取り入れられた水

がジェットポンプのインペラで加圧されま

す。加圧された水がジェットノズルから放出

されることにより推進力を生み出し、ボート

を動かし、旋回させます。エンジン回転数が

高いほど、より大きな推進力が生じます。

旋回半径は、ステアリングハンドルの切れ角

度だけでなく、ジェット推進力の強弱によっ

ても変化します。

A. スロットルが生み出す推進力が大きい

ほど、より鋭角的に旋回します。

BLOWER

A
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B. スロットルが生み出す推進力が小さい

ほど、より緩やかに旋回します。

C. リモートコントロールレバーを戻すと

推進力は最小になります。トローリング

速度以上で航走しているときにスロッ

トルを戻すと旋回能力は急激に低下し

ます。リモートコントロールレバーを戻

した直後はまだある程度の旋回能力が

残っていますが、一旦エンジン回転が落

ちてしまうと、再度スロットルを開ける

か、艇がトローリング速度に到達するま

でボートはステアリング操作に反応し

ません。

トローリング速度で航走中は、アイドリ

ング回転の推進力のみでもステアリン

グ操作するだけで緩やかに旋回できま

す。

D. ボートが進んでいてリモートコント

ロールレバーがニュートラル位置にあ

る、またはエンジンが停止して推進力が

ない場合は、ステアリングを回しても

ボートは旋回しません。

ステアリング操作にはスロットル操作

による推進力が必要です。

左への旋回

右への旋回

B

C

D
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同乗者がいる場合の操船

警 告

同乗者がいる場合は、加速を始める前に同乗

者が着席してハンドグリップを掴んでいる

ことを確認してください。同乗者がバランス

を失い転落する恐れがあります。

本艇は1人の操船者と最大で7人の同乗者を

乗船できるよう設計されています。絶対に乗

船者の合計が 8 人を超えないでください。同

乗者は指定されたシートに座り、ハンドグ

リップを掴んでください。また同乗者は全体

の重量バランスがとれるように座ってくだ

さい。ドライバーシート前のシートを使用す

る場合は、操船者の視界が妨げられないよう

に気を付けてください。

停船

警 告

 停船するときは十分な停止距離を確保し

てください。

 衝突を避けるために早めに行動してくだ

さい。ボートにはブレーキが装備されてい

ません。

 安全速度で運転し、人、物、そして他の船

艇から安全な距離を保ってください。

 減速しているときに進路上に船舶や障害

物等が有る場合は、エンジン出力を使って

回避する必要がありますので、エンジンを

停止しないでください。

 高速・中速からリモートコントロールレ

バーを完全にアイドル回転まで戻すとス

テアリング操作が効かなくなります。進行

方向を変えるにはスロットル操作が必要

です。

 トローリング速度を超える速度のときに

は、速度を落とすため、あるいは停止する

ためにリバース機能を使用しないでくだ

さい。操船不能に陥り、飛ばされたり、ボー

ト表面に衝撃を受けたりする可能性があ

ります。またシフト装置に損傷を与える恐

れがあります。

本艇にはブレーキ装置はありません。リモー

トコントロールレバーをアイドル回転に戻

し、水の抵抗により停止します。本艇はリ

モートコントロールレバーを全開状態から

アイドル回転に戻した後、AR195/SX195 は

約 136 m、AR190/SX190 は約 93 m で停止し

ます。総重量、水面の状態、風向によって停

船距離は変化するため、停船距離は目安とな

ります。ボートはリモートコントロールレ

バーをアイドル回転まで戻すと減速します

が、完全に停止するまで一定距離を航走しま

す。障害物まで十分な停船距離がなく、衝突

する恐れがあるときは、ステアリングの効果

が得られるまで、スロットルを開けて障害物

を避けてください。
AR195/SX195

最大積載重量 :
積荷、運転者および同乗者の総重量：

726 kg

運転者および同乗者の総重量：
581 kg

136 m (446 ft)
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AR190/SX190

水中からの乗船

警 告

エンジン運転中は、後方から乗船したり、ス

イムプラットフォームを使用したり、ボート

の後ろで泳がないでください。

 ジェットノズル付近にいると、身体の開口

部（膣や肛門）に噴流が入り、体内に深刻

な傷害が生じる恐れがあります。

 スイムプラットフォーム下から発生する

排気ガスは、無臭で無色の一酸化炭素を含

んでいます。一酸化炭素を吸入すると脳障

害や死亡に至る恐れがあります。吐き気、

頭痛、めまい、眠気、および失神などが一

酸化炭素中毒の徴候です。

(1) エンジンが停止していることを確認し、

船尾へ移動します。

(2) ラダーを引き出し、スイムプラット

フォームに上ります。（ラダーについて

は 60 ページを参照してください。）

(3) ラダーを収納し、シートに着席します。

桟橋または突堤からの乗船
(1) ボートの横から 1 人ずつ乗船します。

デッキの滑らかな面を踏んだり、跳び

乗ったりしないでください。（特に濡れ

ている場合。）

(2) 指定されたシートに座り、両足はデッキ

に置いてください。

着岸
(1) 遊泳者、障害物、船舶等がボートの近く

にいないことを確認し、桟橋に着岸する

前にボートを一度停止します。

(2) 係留ロープとフェンダを装着する前に、

風向と潮流の状況を確認します。

(3) ゆっくりと桟橋に近づき、風向きと水面

の状況を判断しながらスピードと方向

を適正に操作し、必要に応じて後進も使

用します。警告！桟橋への衝突を避ける

ために手や腕、その他の身体の一部を使

わないでください。桟橋とボートの間に

挟まれて怪我をする恐れがあります。

93 m (305 ft)

SportsBoat_F4V00.book  Page 92  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



操船するときは

93

風や潮流が桟橋と反対方向に向かっている
場合：
桟橋に対して約 45° でゆっくりと近づきま

す。船首を桟橋に固定し、エンジンの推進力

を利用するか、ボートフックを使用して静か

に船尾を桟橋に向けて動かします。

風や潮流が桟橋方向に向かっている場合：
浅い角度でゆっくりと進行しながらボート

を桟橋に近づけます。

風や潮流がない場合：
浅い角度で桟橋に近づきます。船首を桟橋に

固定し、エンジンの推進力を利用するか、

ボートフックを使用して静かに船尾を桟橋

に向けて動かします。

海岸への着岸

注 意

 小石、砂、海藻、その他の異物がインテー

クから吸い込まれ、インペラを損傷させる

恐れがあります。ボートを海岸に着岸する

前は必ずエンジンを停止してください。再

度エンジンを始動させる前に、船底から水

底までの距離が 90 cm 以上であることを

確認してください。

 岩の多い海岸には着岸しないでください。

船体のゲルコートおよび露出したポンプ

ハウジングが損傷する恐れがあります。

 潮流の変化に注意してください。満潮時に

海岸に着岸すると、潮が引いたときに再度

進水することができなくなります。

(1) 海岸付近に遊泳者、障害物、船舶等がい

ないことを確認します。

(2) ゆっくりと海岸に近づき、船底から水底

までの距離が約90 cmになった時点でエ

ンジンを停止します。エンジンを停止す

ると旋回できません。

(3) ボートから降り、船首を海岸に引き上げ

ます。

(4) 海岸から離岸するときは、船底から水底

までの距離が90 cm以上のところまで押

して行って、エンジンを始動してくださ

い。
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投錨

警 告

投錨するときは必ず船首側から行なってく

ださい。船尾側から投錨するとボートが不安

定な状態になります。船尾側から投錨したと

きに、強い潮流があるとボートを水面下に引

き込む恐れがあります。

本艇と使用する水域に適したアンカーを使

用してください。通常は「ダンフォース（錨

づめ）」型のアンカーが適してます。アンカー

の選択については、ヤマハ取扱店にご相談く

ださい。

(1) アンカーロープがアンカーとバウアイ

またはバウクリートに確実に結び付け

られていることを確認します。

(2) 風や潮流に対する方向で、アンカーを降

ろしたい場所まで移動します。ボートを

停船し、アンカーを水底に達するまで降

ろします。注意：アンカーが船体に当た

ると傷が付きます。特にアンカーを水面

から引き上げるときに船体に当てない

よう注意してください。

(3) ロープの張りを保ちながら、水深の 4 ～

6 倍の長さのロープが引き出されるまで

風や潮流の向きにボートをゆっくりと

後進させます。たとえば、水深 3 m の水

域で投錨する場合は、12 ～ 18 m のロー

プを引き出し固定します。

(4) ロープを引いて、アンカーが効いている

ことを確認します。また、海岸線に対す

るボートの位置を定期的に確認し、ボー

トがアンカーを引いて漂流していない

ことを確認してください。アンカーが効

いていない場合は投錨をやり直してく

ださい。

(5) 出航時などアンカーを引き上げる場合

は、ロープの張りを保ちながら引き込

み、エンジンを始動させてゆっくりと前

進します。ボートがアンカーの真上にき

たら、アンカーを手で上方に強く引いて

水底から引き上げます。

(6) アンカーが水底に根掛かりしている場

合は、アンカーの真上にボートを移動さ

せ、アンカーの引きが緩くなるまで、

ロープの張りを保ちながらアンカーの

周辺でゆっくりとボートを動かしてく

ださい。注意：アンカーが船体に当たる

と傷が付きます。特にアンカーを水面か

ら引き上げるときに船体に当てないよ

う注意してください。

波とうねりの横断
常に平坦で滑らかな水面ばかりではありま

せん。周囲の状況により、うねりや他艇から

くる波があります。

波やうねりを横断する場合は、ボートと乗船

者の揺れを最小限にすることが大切です。小

さなうねりを横断する場合は比較的に容易

ですが、大きなうねりや波を横切る場合は注

意が必要です。また高い波を横切る場合は、

幅広いうねりに比べて大きな揺れが生じま

す。

SportsBoat_F4V00.book  Page 94  Monday, November 12, 2018  9:41 AM



操船するときは

95

波やうねりを横断する場合は、船の速度と角

度を適切に変更することが重要です。基本は

速度を落とし、斜め後方から一定の角度で波

を横断することで揺れが少なくなります。

下記の点は特に注意が必要です。波やうねり

が混在した水面を横断する場合は、1 種類の

波を横断する場合のように簡単ではありま

せん。また斜め後方から波やうねりを横断す

る場合は、ボートは波やうねりから離れるよ

うに操船されることになります。波に対して

45° で横断する場合は気づきにくいかもしれ

ませんが、10° ぐらいの浅い角度で横断する

場合、波にステアリングをとられやすくなり

ます。必要に応じてステアリングを操作し、

バランスを取ることが必要です。

使用後のお手入れ
下記の使用後の取扱手順は、長期間に渡って

ボートの外観と性能を維持するために実施

していただく内容です。使用後はボートを陸

上保管し、下記の手順をできるだけ早く実施

してください。

長期間にわたり水上で係留すると、エンジン

冷却系統を適切な状態にしておくことがで

きません。また水中の漂遊電圧、海棲生物、

塩水による浸食が艇体や構成部品の寿命に

大きな悪影響を与えます。注意：長期間にわ

たってボートを水上に放置しておくと、

ジェットポンプ、アノード、艇体、その他の

構成部品の劣化を通常よりも早めることに

なります。

本艇のデッキは完全な自動排水ではないた

め、雨水の一部は船内に入ります。使用後は

陸上保管をし、長時間の係留放置は避けてく

ださい。また屋根の下もしくはボートカバー

を掛けるなどして雨水が入らないようにし

てください。

(1) ボートを陸揚げしたときに、冷却系統を

洗浄し、塩分、砂、ほこりなどが詰まる

ことを防いでください。冷却系統の洗浄

手順については、98 ページを参照して

ください。

(2) 排水系統に残っている水を排出すると

きは、エンジンを始動し、10 秒から 15
秒以内にリモートコントロールレバー

をハーフスロットルからアイドル回転

まで交互に操作して排出します。注意：

陸上ではエンジン回転数を 4000 回転以

上に上げないでください。また、エンジ

ン冷却経路に冷却水が供給されない状

態で 15 秒以上のエンジンの運転を絶対

にしないでください。エンジンがオー

バーヒートし、焼き付きを起こす恐れが

あります。

(3) エンジンを停止します。

(4) 船体、操舵装置およびジェットユニット

を真水で洗います。

90˚

45˚ 10˚
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(5) リヤプラットホームハッチを開けます。

（リヤプラットホームハッチの開閉方法

については 56 ページを参照してくださ

い。）

(6) アクセスポートキャップを取り外し、溜

まった水を排出します。（アクセスポー

トキャップの脱着方法については 115
ページを参照してください。）ボートを

トレーラー上で保管する場合、次回の

ボート使用準備を行なうまで、アクセス

ポートキャップを外したままにします。

たとえ短距離でもボートを運搬する場

合は一時的にアクセスポートキャップ

を元のように取り付け、目的地に到着す

るまでプラットホームハッチを閉めて

おきます。到着したら再びハッチを開

け、アクセスポートキャップを取り外し

ます。次回ボートを運搬するときまで、

キャップを取り外したままにします。注

意：ボートを使用しないときや運搬する

ときにアクセスポートキャップを外し

ておくことで、キャップがアクセスポー

トに固着することを防ぎます。（詳細に

ついては、115 ページを参照してくださ

い。）

(7) 船体ドレンプラグ、燃料タンクルームド

レンプラグを取り外します。（73 ページ

を参照してください。）

(8) エンジンルームを少量の真水ですすぎ

ます。エアフィルタ部分や電装部品に水

がかからないように注意してください。

ビルジ内の水をすべて排出します。排出

後、エンジンルームとビルジを乾いた布

で拭き取ります。

(9) すべてのドレンプラグを再び取り付け

ます。注意：ボートを進水する前は、船

体ドレンプラグを確実に締め付けてく

ださい。ドレンプラグを締め付ける前

に、O リングとドレンプラグのネジ山か

らゴミや砂等の異物をすべて取り除い

てください。

(10) 金属部品には防錆剤を塗布して腐食を

防ぎます。

(11) 屋根の下に保管するか、ボートカバーを

掛けて雨水を防ぎます。本艇のデッキは

完全な自動排水ではないため、船内に雨

水が入らないようにしてください。注

意：ボートカバーの金属製ターンバック

ルが船体と直接当たると傷が付きます。

ボートカバーを使用するときは、金属製

ターンバックルが船体に当たらないよ

うに注意してください。

(12) スターンシート下物入れ（左舷）内にあ

るバッテリスイッチを OFF（赤）位置に

回します。（詳細は 26 ページを参照して

ください。）
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トレーラ

トレーラの使用方法について
付属のトレーラ（アメリカ製）は日本の道路

交通法に適合していないため、公道での使用

は一切できません。また、トレーラは保証の

対象外となりますのでご注意ください。

このトレーラは陸上保管用の船台としてご

利用ください。
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使用後のお手入れ
冷却系統の洗浄
冷却系統の洗浄は、塩分、砂、ほこりなどが

冷却系統に詰まることを防ぐために必要で

す。

(1) 水道ホースアダプタを水道ホースに取

り付けます。

1 水道ホースアダプタ

2 水道ホース

(2) 水洗ホースコネクタキャップを緩めて

取り外します。水道ホースアダプタを水

洗ホースコネクタに押し込み回転させ

て確実に固定します。

1 水洗ホースコネクタ

2 水洗ホースコネクタキャップ

3 水道ホースアダプタ

(3) 水道ホースを蛇口に接続します。

(4) 周囲を確認してからエンジンを始動し

ます。エンジン始動後はただちに、水道

バルブを全開にして、ジェットノズルと

冷却水点検孔から水が排水されるよう

に最大水量を供給します。注意：エンジ

ンが停止しているときは絶対に冷却経

路に水道水を供給しないでください。マ

フラーを経由して水がクランクケース

内に逆流し、重大なエンジンの損傷を引

き起こす恐れがあります。また、エンジ

ンのオーバーヒートを防止するため、エ

ンジン始動直後に必ず給水を始めてく

ださい。

(5) エンジンをアイドリング回転数で 3 ～ 5
分間運転させます。もし途中でエンジン

が停止した場合は、ただちに水道水の供

給を止めて再度手順 (4)から行ないます。

(6) 水道水の供給を停止し、10 秒から 15 秒

以内にリモートコントロールレバーを

ハーフスロットルからアイドル回転ま

で交互に操作し、冷却経路に残っている

水を排出します。

(7) エンジンを停止します。注意：エンジン

が停止しているときは絶対に冷却経路

に水道水を給水しないでください。マフ

ラーを経由して水がクランクケース内

に逆流し、重大なエンジンの損傷を引き

起こす恐れがあります。また、エンジン

のオーバーヒートを防止するため、給水

を止めた後、15 秒を超えてエンジンを

運転させないでください。

(8) 水道ホースアダプタを取り外します。

(9) 水洗ホースコネクタキャップを締め込

み確実に取り付けます。

1 2

2

1 3
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ボートの清掃

警 告

ガソリンとその蒸気には強い引火性と爆発

性があります。燃料または燃料と水の混合物

がエンジンルームまたは燃料タンクルーム

に漏れた場合は、ただちに乾燥した布で拭き

取ってください。燃料漏れが改善されるまで

はボートを使用しないでください。

(1) 燃料タンクルームドレンプラグを取り

外し、水を排出します。（燃料タンクルー

ムドレンプラグの脱着方法については、

73 ページを参照してください。）燃料タ

ンクルームドレンプラグを再度取り付

けます。

1 燃料タンクルームドレンプラグ

(2) 船体ドレンプラグを取り外します。（船

体ドレンプラグの脱着方法については

74 ページを参照してください。）

1 船体ドレンプラグ

(3) 船体、ボート内装およびジェットユニッ

トを中性洗剤と水で洗浄し、真水ですす

ぎます。注意：清掃の方法が不適切な場

合、ビニール製品を損傷することがあり

ます。101 ページの “ 基本的な染みにつ

いて ” を参照してください。

(4) エンジンおよびエンジンルームを少量

の真水で洗い流します。すべての水を排

出し、残りの水分を清潔で乾いた布で拭

き取ります。注意：エアフィルターエリ

アや電装部品に水がかからないように

注意してください。また、高圧の水でエ

ンジンやエンジンルームを洗浄しない

でください。重大な損傷の原因となりま

す。

1

1
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(5) リヤプラットホームハッチを開けます。

（リヤプラットホームハッチの開閉方法

については 56 ページを参照してくださ

い。）

(6) アクセスポートキャップを取り外し、溜

まった水を排出します。（アクセスポー

トキャップの脱着方法については 115
ページを参照してください。）ボートを

トレーラー上に保管する場合、次回の

ボート使用準備を行なうまで、アクセス

ポートキャップを外したままにします。

たとえ短距離でもボートを運搬する場

合は一時的にアクセスポートキャップ

を元のように取り付け、目的地に到着す

るまでプラットホームハッチを閉めて

おきます。到着したら再びハッチを開

け、アクセスポートキャップを取り外し

ます。次回ボートを運搬するときまで、

キャップを取り外したままにします。注

意：ボートを使用しないときや運搬する

ときにアクセスポートキャップを外し

ておくことで、キャップがアクセスポー

トに固着することを防ぎます。（詳細に

ついては、115 ページを参照してくださ

い。）

(7) 船体ドレンプラグを締め込み確実に取

り付けます。注意：船体ドレンプラグを

取り付ける前に、O リングとドレンプラ

グのネジ部分のゴミや砂などの異物を

取り除いてください。船体ドレンプラグ

が損傷し、船体に浸水する恐れがありま

す。ボートを進水する前に、必ず O リン

グの点検と船体ドレンプラグが確実に

取り付けられていることを確認してく

ださい。確実に取り付けられていない

と、ボートが浸水し、水没する恐れがあ

ります。

(8) エンジンの外側には防錆潤滑剤（ヤマハ

マリンガード）または同等品をスプレー

します。

(9) 艇体はヤマハボートワックスまたはそ

の他のマリンゲルコート用に開発され

た、研磨材を含まないワックスをかけて

ください。警告！滑りやすいデッキ表面

は転落や怪我の原因になります。デッキ

とガンネルの足の踏み場になる面には

ワックスをつけすぎないようにしてく

ださい。ワックスをつけすぎると滑りや

すくなります。

(10) シートやエンジンルームのシールなど、

ビニールやゴム製品は中性洗剤を使っ

て拭きます。

(11) 必要に応じてカーペットの掃除機がけ

や水洗いを行ってください。カーペット

は表面を表側にして巻き取り、保管して

ください。注意：カーペットの表は常に

乾燥させてください。湿っているカー

ペットは巻き取らないでください。カー

ペットは折りたたまないでください。

(12) ビミニトップの布は中性洗剤とぬるま

湯で洗浄し、その後は水で洗い流してく

ださい。合成洗剤は使用しないでくださ

い。保管する前に、完全に乾燥させてく

ださい。
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基本的な染みについて
次の表は一般的な染みをボートの内装から取り除くための基本的な手順です。頑固な染みに

ついては、ヤマハ取扱店や内装清掃の専門家にご相談ください。

* 落ちない染みとなる場合があります。

染みの種類 手順

（清潔な温水ですすぎ、処置後乾燥させる）

1 2 3

一般的なお手入れ／ほこり A B —

チューインガム E A —

コーヒー／お茶／チョコレート B — —

グリス E B —

インク * C F D

ケチャップ A B —

口紅 C B A

マスタード A B C

白カビ／濡れた落ち葉 * C B A

モーターオイル B — —

油性マーカー * C F D

日焼けローション * A B —

タール／アスファルト E B —

A 温水の石鹸水で、中程度でやさしくブラッシングする

B ボート用洗浄剤

C イソプロピルアルコール（91％が最適）

D スプーン 1 杯（15 ml）のアンモニア、1/4 カップ（60 ml）の過酸化水素、およ

び 3/4 カップ（177 ml）の水の混合液

E 拭き取り、残りをこそげとる（チューインガムの場合は、まず氷で冷やす）

F 各メーカーのインクリムーバー
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バッテリのお手入れ
ボートを 1ヶ月以上利用しない場合は、バッ

テリを取り外し、冷暗所に保管してくださ

い。

バッテリは、スターンシート下物入れ（左

舷）の中にあります。

バッテリを取り外すには：

(1) バッテリスイッチを OFF（赤）位置に回

します。（26 ページを参照してくださ

い。）

(2) (–) バッテリケーブル（黒）を外します。

(3) (+) バッテリケーブル（赤）を外します。

(4) バッテリストラップを外し、バッテリを

ボートから取り外します。

1 (–) バッテリケーブル（黒）

2 (+) バッテリケーブル（赤）

3 バッテリストラップ

バッテリを保管するには：

(1) バッテリ外側および端子をベーキング

ソーダ（重曹）と水の混合液（スプーン

1 杯のベーキングソーダを 1 カップの水

に溶かしたもの）で洗浄します。

(2) 耐水グリスをバッテリ端子に塗布しま

す。

(3) バッテリをさらに長期間保管する場合

は、少なくとも 1ヶ月に一度バッテリの

充電状態を点検し、低すぎる場合は充電

してください。

バッテリを充電するには：

(1) セルのキャップを取り外します。必要に

応じて、適量まで蒸留水を補充します。

(2) 充電方法についてはバッテリ製造元の

説明書に従ってください。警告！バッテ

リは爆発性のガスを発生させるため、充

電をする際は、火花や裸火から十分に離

れた場所で行なってください。バッテリ

チャージャを使用するとき、チャージャ

の電源を入れる前にバッテリを接続し

てください。バッテリから発生するガス

が着火することを防止できます。

バッテリを取り付けるには：

(1) バッテリをバッテリホルダーに置き、

バッテリストラップでバッテリを固定

します。

(2) (+) バッテリケーブル（赤）を (+) 端子に

つなげます。注意：(+) 端子と (–) 端子を

逆に接続すると、電装部品の故障の原因

となります。

(3) (–) バッテリケーブル（黒）を (–) 端子に

つなげます。

(4) バッテリが所定の位置に確実に固定さ

れていることを確認します。

推奨耐水グリス：

ヤマハグリス A

2
1

3
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長期保管
冬季など、ボートを長期間保管する場合は、

劣化を防ぐために保守管理が必要です。保管

の前に、正規のヤマハ取扱店にて点検整備を

受けることをお奨めします。ただし、以下の

手順は、最低限の工具でお客様自身が行なう

ことができます。

燃料系統
燃料タンクを新しいガソリンで満たし、ガソ

リン 1 L に対して約 8 mL のヤマハ純正燃料

安定剤を加えます。（燃料の給油については

70 ページを参照してください。）燃料が漏れ

る恐れがあるため、満タンの燃料タンクに燃

料を注ぎ足さないでください。満タンの燃料

タンクは燃料の圧縮を抑え、燃料の劣化を抑

えます。また、冷却系統を洗浄する間、添加

燃料でエンジンを運転することでも、燃料系

統の保護になります。

要　点 :
ヤマハ純正燃料安定剤を使用すると、燃料系

統からガソリンの排出が不要になります。こ

の製品を使用せずに燃料系統からガソリン

を排出する場合は、ヤマハ取扱店もしくは有

資格整備者にご相談ください。

潤滑
ヤマハ取扱店にボートをご持参いただき、長

期保管のためのエンジン整備を行なうこと

をお奨めします。

グリスポイント
可動部分の潤滑を維持するために耐水グリ

スを塗布してください。

 スロットルケーブル

APS のスロットルケーブルのインナーワイ

ヤに耐水グリスを塗布します。

 ステアリングケーブルのボールジョイン

ト部およびインナーワイヤ

ジェットノズルのステアリングケーブルお

よびシフトケーブルのボールジョイント部

に耐水グリスを塗布します。ステアリング

ケーブルおよびシフトケーブルのインナー

ワイヤを伸ばし、グリスを薄く塗ります。

 ピボットポイント

ポンプの端にあるステアリングおよびシフ

ト機構のすべてのピボットポイントに耐水

グリスを塗布します。
推奨耐水グリス：

ヤマハグリス A
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 ベアリングハウジング

グリスニップルからベアリングハウジング

に耐水グリスを注入します。注意：ホースと

ジョイントを損傷する場合があるため、グリ

スは慎重に注入してください。

初回整備は使用 10 時間後あるいは 1ヶ月後

にヤマハ取扱店に依頼してください。

グリスニップルを通して耐水グリスをベア

リングハウジングに注入します。

初回整備以後： 100 時間あるいは 6ヶ月ごと

（お客様でも実施できます）。

1 ベアリングハウジンググリスニップル

グリス容量：
33.0 – 35.0 cc

グリス容量：
6.0 – 8.0 cc

1
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整備と点検

警 告

別途指示のない限り、整備を行なう場合はエ

ンジンが停止していることを確認してくだ

さい。お客様自身が整備作業についてあまり

熟知されていない場合は、作業をヤマハ取扱

店に依頼してください。

定期的な点検や給脂を行ない、ボートを可能

な限り安全で良好な状態に保つため適切な

整備を実施することは所有者の責任です。必

ず定期点検を実施してください。交換部品が

必要なときはヤマハ取扱店にご相談くださ

い。ヤマハ純正部品もしくは同等品以外の取

り付けにより生じた故障は、保証の対象とな

らないことをご承知おきください。

取扱説明書と工具セット
ボートを使用するときは、必ず取扱説明書と

工具セットを携帯してください。

保護のため、本書や工具セットは防水バッグ

に収納することをお奨めします。本書を損傷

した場合はヤマハ取扱店にご相談ください。

本書中に記載されている整備に関する情報

は、お客様自身の安全に関わる点検整備と、

簡単な修理を実施するために必要な情報を

提供することが目的です。ただし、ボルトと

ナットを適切なトルクで締め付けるために

はトルクレンチが必要です。

1 工具袋

2 スクリュードライバー

3 水道ホースアダプタ

4 10−12 mm ボックスレンチ

5 プライヤー

6 10−12 mm 両口スパナ

エンジンカバーの脱着
エンジンカバーは取り外すことができます。

エンジンカバーを取り外すには：

(1) エンジンフードを開けます。（52 ページ

参照）

(2) エンジンカバースクリュを取り外しま

す。
AR195/SX195

1 エンジンカバースクリュ

1
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AR190/SX190

1 エンジンカバースクリュ

(3) エンジンカバーを持ち上げて取り外し

ます。
AR195/SX195

1 エンジンカバー

AR190/SX190

1 エンジンカバー

エンジンカバーを取り付けるには：

(1) エンジンカバーを元のように置き、押し

下げます。
AR195/SX195

AR190/SX190

(2) エンジンカバースクリュを取り付けま

す。

(3) エンジンフードを閉めます。

1

1

1
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定期点検表
定期点検表は一般的な点検時期を記載しています。点検表に基づき、お買い上げのヤマハ取

扱店で点検を受けてください。点検時期は使用状態によって異なります。詳しくはヤマハ取

扱店にご相談ください。

定期点検を行なう前に、使用前点検と使用後のお手入れを行なってください。

 “√” の印はヤマハ取扱店が行う点検整備項目です。

項目 作業内容

初回 次回以降

10 時間

50 時間毎

または
12ヶ月毎

*1

100 時間

毎または
12ヶ月毎

*1

200 時間

毎または
24ヶ月毎

*1

燃料ホース、クラン
プ、キャニスター、
チェックバルブ

損傷の点検、接続部、クラ
ンプの締付け状態の点検

√

燃料タンクキャップ
キャップの損傷、シールの
亀裂、変形の点検

√

燃料タンク 取り付け状態の点検 √ √

メインスイッチ、緊急
エンジン停止スイッチ

作動の点検 √ √

バッテリ
端子、充電状態、バッテリ
ストラップの点検

√

バッテリケーブル 端子の点検 √

バッテリスイッチ 作動の点検 √ √

計器類 点灯の点検 √ √

ニュートラルスイッチ 作動の点検 √ √

ハッチインターロック
スイッチ

作動の点検 √ √

ブロア 作動の点検 √ √

ホーン 作動の点検 √ √

航海灯 点灯の点検 √ √

電動ビルジポンプ

自動排水の点検、フィル
ターの清掃、ホースの損
傷、クランプの締め付けの
点検

√

その他電装品 ステレオなどの作動の点検 √ √

ステアリングマスター
チルト機構、作動の点検、
ガタツキの点検

√ √

ステアリングケーブル 外観、接続部の点検、給脂 √

可動式キール 作動の点検 √

リモートコントロール
レバー

外観、作動の点検、ガタツ
キの点検

√ √

スロットルケーブル 外観、接続部の点検、給脂 √
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シフトケーブル
外観、接続部の点検、シフ
トゲート側の給脂

√

排気ホース、
ウォーターロック、
レゾネータ

排気漏れの点検、接続部の
クランプの点検

√

ドレン経路 詰まりの清掃 √

ドレンプラグ O リングの点検 √ √

ハル、デッキ 損傷の点検 √ √

ウインドシールド、
シート

作動、取り付け状態の点
検、損傷の点検

√ √

ウェイクボードタワー
（AR195/AR190）、
ビミニトップ

取り付け状態の点検、損傷
の点検

√ √

ハッチ、ヒンジ、パッ
キン

取り付け状態の点検 √ √

ラダー 取り付け状態の点検 √ √

アクセスポート
キャップ

外観、取り付け状態の点検 √

スパークプラグ 点検 √ √

燃料高圧ホース
外観、接続部の点検、漏れ
の点検

√

エンジンオイル 交換 √ √ √

エンジンオイルフィル
ター

交換 √

エアフィルタ
エレメント

損傷、汚れの点検 √

吸気ホース、ブリー
ザーホース

損傷、接続部の点検 √

スロットルボディ
スロットルバルブの潤滑剤
噴霧

√

アノード（エンジン） 腐食の点検 √ *2

バルブクリアランス 点検、調整 √ *2

ラバーカプリング 亀裂、凹みの点検 √

エンジンマウント 剥がれ、損傷の点検 √

冷却水ホース、冷却水
点検孔ホース

損傷、接続部の点検 √

冷却水取入口
ストレーナ

損傷の点検 √ √

インテークグレート 損傷の点検 √ √

項目 作業内容

初回 次回以降

10 時間

50 時間毎

または
12ヶ月毎

*1

100 時間

毎または
12ヶ月毎

*1

200 時間

毎または
24ヶ月毎

*1
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*1: いずれか早い方で対応

*2: 200 時間毎に点検

インペラ 異物、損傷、曲がりの点検 √ √

インペラダクト 点検、給脂 √

ジェットノズル 可動部の点検、給脂 √

中間ハウジング 給脂 √

アノード（ジェットポ
ンプユニット）

腐食の点検 √

項目 作業内容

初回 次回以降

10 時間

50 時間毎

または
12ヶ月毎

*1

100 時間

毎または
12ヶ月毎

*1

200 時間

毎または
24ヶ月毎

*1
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仕様

仕様

項目 仕様

艇体許容量

定員 8 名

最大積載量 725 kg

寸法、重量

全長 (LOA) 5.92 m

全幅 (BOA) 2.49 m

全高 (DOA) 2.67 m (AR195/AR190)

1.63 m (SX195/SX190)

喫水 0.50 m

乾燥重量 1134 kg (AR195)

1104 kg (SX195)

1107 kg (AR190)

1078 kg (SX190)

性能

最大燃料消費量 83.7 L/h (AR195/SX195)

48.5 L/h (AR190/SX190)

航続時間（全開にて） 1.82 hour (AR195/SX195)

3.13 hour (AR190/SX190)

トローリング 1250 ±100 r/min (AR195/SX195)

1300 ±100 r/min (AR190/SX190)
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エンジン

エンジンの数 1

エンジン型式種類 4 ストローク水冷 DOHC

気筒数 4

総排気量 1812 cm3

ボア × ストローク 86.0 × 78.0 mm

圧縮比 8.5 : 1 (AR195/SX195)

11.0 : 1 (AR190/SX190)

バルブクリアランス - 吸気側（冷機時） 0.14–0.23 mm

バルブクリアランス - 排気側（冷機時） 0.36–0.45 mm (AR195/SX195)

0.28–0.37 mm (AR190/SX190)

潤滑方式 ウェットサンプ

冷却方式 水冷

始動方式 エレクトリックスタータ（電動）

点火方式 T.C.I.

スパークプラグ型式 (NGK) LFR7A (AR195/SX195)

LFR6A (AR190/SX190)

スパークプラグギャップ 0.8–0.9 mm

バッテリ容量 12 V, 85 Ah

発電方式 フライホイールマグネトウ

ジェットユニット

推進装置 ジェットポンプ

ジェットポンプ方式 軸流一段

インペラ回転方向 反時計回り

インペラピッチ角 15.1° (AR195/SX195)

14.0° (AR190/SX190)

伝達方式（トランスミッション） エンジン直結

操舵角（水平ノズル角） 23 + 23°

燃料およびオイル

使用燃料 無鉛プレミアムガソリン (AR195/SX195)

無鉛レギュラーガソリン (AR190/SX190)

燃料タンク容量 152 L

推奨オイル YAMALUBE 4W or 4-stroke motor oil

推奨エンジンオイル粘度 SAE SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50

推奨エンジンオイルグレード API API  SG, SH, SJ, SL

トータルオイル量 5.3 L

オイルフィルタ交換時 3.6 L

オイルフィルタ不交換時 3.5 L

項目 仕様
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ヒューズの容量

バッテリヒューズ 30 A

メインヒューズ 20 A

メインリレー駆動ヒューズ 10 A

電子スロットルヒューズ 10 A

フューエルポンプヒューズ 10 A

アクセサリヒューズ 20 A

ビルジポンプヒューズ 3 A

項目 仕様
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万一のときは

トラブルシューティング
万一故障などのトラブルが発生したときには、故障診断表に従って点検を行なってくださ

い。もし故障原因が見つからない場合は、ヤマハ取扱店にご相談ください。

故障診断表
故障診断表には、「故障」、「推定原因」、「処置内容」および「参照ページ」が記載されています。

推定原因と処置内容を確認し、整備手順の参照ページを参照してから処置してください。

* エンジン回転数が 3500 rpm までに制限されます。

故障 推定原因 処置内容
参照

ページ

エンジンが始
動しない（ス
タータモータ
が作動しな
い）

ヒューズ 溶断 配線を点検しヒューズを交換
する

117

バッテリ 消耗 充電する 102

端子接触不良 締め付ける 102

バッテリスイッチが
入っていない

スイッチを入れる 26

リヤプラットホー
ムハッチ

リヤプラットホーム
ハッチがしっかり閉
まっていない

リヤプラットホームハッチを
しっかり閉める 56

スタータ装置 不良 ヤマハ取扱店で整備を受ける —

リモートコント
ロールレバー

ニュートラル位置に
なっていない

リモートコントロールレバー
をニュートラル位置にする

27

エンジンが始
動しない（ス
タータモータ
は作動する）

緊急エンジン停止
スイッチ

ロックプレートが外
れている

ロックプレートを取り付ける 26

燃料 燃料がない 給油する 70

燃料が古いまたは汚
れている

ヤマハ取扱店で整備を受ける —

燃料タンク 水やごみが混入して
いる

ヤマハ取扱店で整備を受ける —

スパークプラグ 汚損または不良 ヤマハ取扱店で整備を受ける —

クランクケース 燃料が入っている ヤマハ取扱店で整備を受ける —

水が入っている ヤマハ取扱店で整備を受ける —

燃料フィルタ 目詰まりまたは水が
付着している

ヤマハ取扱店で整備を受ける —

メータの警告
表示が点滅ま
たは点灯する

オーバーヒート
警告 *

ジェットインテーク
が目詰まりしている

清掃する 115

冷却系統が詰まって
いる

清掃する 84

油圧低下警告 * 油圧低下 ヤマハ取扱店で整備を受ける —

燃料残量 燃料がない 給油する 70

チェックエンジン
警告

センサ類の不良 ヤマハ取扱店で整備を受ける —
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* エンジン回転数が 3500 rpm までに制限されます。

故障 推定原因 処置内容
参照

ページ

エンジンの回
転にムラがあ
る、あるいは
停止する

燃料 燃料がない 給油する 70

燃料が古いまたは汚
れている

ヤマハ取扱店で整備を受ける —

燃料フィルタ 水やごみが混入して
いる

ヤマハ取扱店で整備を受ける —

燃料タンク 水やごみが混入して
いる

ヤマハ取扱店で整備を受ける —

スパークプラグ 汚損または不良 ヤマハ取扱店で整備を受ける —

プラグ熱価不適当 ヤマハ取扱店で整備を受ける —

電極の隙間が不適当 ヤマハ取扱店で整備を受ける —

エンジンの回
転数が低すぎ
る、あるいは
推進力が弱い

キャビテーション ジェットインテーク
が目詰まりしている

清掃する 115

オーバーヒート * ジェットインテーク
が目詰まりしている

清掃する 115

冷却系統が詰まって
いる

清掃する 84

燃料フィルタ 目詰まりしている ヤマハ取扱店で整備を受ける —

スパークプラグ 汚損または不良 ヤマハ取扱店で整備を受ける —

プラグ熱価不適当 ヤマハ取扱店で整備を受ける —

電極の隙間が不適当 ヤマハ取扱店で整備を受ける —

燃料 燃料が古いまたは汚
れている

ヤマハ取扱店で整備を受ける —
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緊急時の対応方法
ジェットポンプ清掃手順

警 告

次のいずれかを無視した場合、重症や死亡の

原因となる恐れがあります。

 アクセスポートキャップを取り外す前に、

エンジンを切り、メインスイッチキーと緊

急エンジン停止コード（ランヤード）を取

り外し、すべての動きが止まるまで待って

ください。

 インターロック機構を無効にして、ハッチ

が開いた状態でエンジンを始動すること

は絶対にしないでください。

 インペラのエッジは鋭いため、ジェットポ

ンプに近づくときは注意してください。

インテークやインペラに海藻やごみが付着

するとキャビテーションが発生し、エンジン

回転数を上げても推進力は増大しません。こ

のまま運転を続けるとポンプが損傷を受け、

エンジンがオーバーヒートし、焼き付きを起

こす恐れがあります。海藻やごみでジェット

インテークやインペラが目詰まりしたら、下

記の手順で清掃してください。

(1) エンジンを切り、メインスイッチキーと

緊急エンジン停止コード（ランヤード）

を取り外し、全ての動きが止まるまで待

ちます。

(2) リヤプラットホームハッチを開けます。

（56 ページ参照）

(3) 保持コードがキャップと固定ブラケッ

トに確実に取り付けられていることを

確認してください。

1 アクセスポートキャップ

2 保持コード

3 固定ブラケット

(4) ハンドルを握り押し付けながら “SET”
マークがスロットに来るまで反時計回

りに回し、ハンドルをもってキャップを

持ち上げます。

注 意

 コードを引っ張ってキャップを持ち上げ

ないでください。

 外したキャップは、船外に落とさないよう

に、安定した場所に置いてください。

1 “SET” マーク

2 スロット

3

1

2

2
1
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1 アクセスポートキャップ

(5) ドライブシャフト、インペラ、ポンプハ

ウジング、ジェットノズルから海藻やご

みを取り除きます。異物を除去できない

場合は、ヤマハ取扱店にご相談くださ

い。

(6) アクセスポートキャップを再度取り付

ける前に、キャップやボート表面から砂

などの異物を取り除きます。ヤマハグリ

ス A がある場合は、アクセスポート

キャップのシールに塗布します。グリス

がない場合は、使用後のお手入れの際に

塗布してください。

(7) “SET”マークをスロットにあわせるよう

にキャップをセットし、マークが切り欠

き部に来るまで時計回りにまわします。

1 “SET” マーク

2 スロット

3 切り欠き

(8) ハンドルが船体の中心線に対して直角

になっているか確認します。強く引っ

張ってアクセスポートキャップが動く

場合、確実にロックされていません。確

実にロックされていないと航海中に水

圧でキャップが外れる恐れがあります。

1 船体の中心線に対して直角

(9) リヤプラットホームハッチを閉めます。

注 意

 アクセスポートキャップが確実にロック

されていることを確認してください。確実

にロックされていないと、水圧でキャップ

がアクセスポートから押し出されて機能

が停止し、損傷する恐れがあります。

 リヤプラットホームハッチには、操船中万

一ハッチが開いたときにエンジンを停止

するためのインターロック機能がありま

す。ハッチを閉じてラッチで固定しないと

エンジンを再び始動することはできませ

ん。

1

2
3

1

1
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ブースタケーブルの使用

警 告

下記の項目を守らないと、重傷または死亡に

至る恐れがあります。

 ブロアが作動しないときは、ブースタケー

ブルを使用する前にエンジンルームハッ

チを数分間開いてエンジンルームを換気

してください。

 (–) 側ブースタケーブルをボート側のバッ

テリ (–) 端子に接続しないでください。火

花が飛んでバッテリや気化した燃料に着

火し、爆発する恐れがあります。

ボートのバッテリが上がった場合の緊急対

応として、12 ボルトのブースタバッテリと

ブースタケーブルを使用してエンジンを始

動させることができます。

ブースタケーブルを接続するには：

(1) 上がったバッテリの (+)端子に (+)側ブー

スタケーブルをつなぎます。

(2) (+) 側ブースタケーブルのもう一方を

ブースタバッテリの (+) 端子に接続し

ます。

(3) (–) 側ブースタケーブルをブースタバッ

テリの (–) 端子に接続します。

(4) (–) 側ブースタケーブルのもう一方をエ

ンジンハンガに接続します。注意：エン

ジンを始動させる前に、すべての接続が

正しいか確認してください。間違った接

続をすると電装システムに損傷を与え

る恐れがあります。

1 (–) 側ブースタケーブル

2 (+) 側ブースタケーブル

3 ブースタバッテリ

4 エンジンハンガ

(5) エンジンが始動したら、上記の逆の手順

でブースタケーブルを取り外しま

す。注意： 5秒以上メインスイッチキーを

回さないでください。5 秒以内にエンジ

ンが始動しない場合は、一旦メインス

イッチキーを戻し、15 秒おいてから再

度繰り返します。5 秒以上スタータモー

タを作動させると、バッテリが放電しエ

ンジンが始動できなくなります。また、

スタータモータに損傷を与える可能性

があります。

ヒューズの交換

警 告

規定値よりも大きなアンペア値のヒューズ

を使用しないでください。不適格な定格の

ヒューズを使用すると、システムの大きな損

傷につながる恐れがあります。また、火災の

原因になる恐れもあります。

ヒューズが切れている場合は、正常なヒュー

ズに交換してください。

ヒューズを交換するには：

(1) エンジンフードを開けます。（52 ページ

参照）

2
1

3
4
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(2) ヒューズボックスカバーの両端を押さ

えながら船首側に引き、カバーを取り外

します。

1 ヒューズボックスカバー

1 電子スロットルヒューズ

2 フューエルポンプヒューズ

3 メインリレー駆動ヒューズ

4 メインシューズ

5 ヒューズプーラ

6 バッテリヒューズ

7 スペアヒューズ

8 使用しないヒューズ

(3) アクセサリヒューズとビルジポンプ

ヒューズを交換する場合は、ヒューズホ

ルダーを取り外します。（スターン左舷

側シートを開けると、アクセサリヒュー

ズがあります。［54 ページを参照］）

1 ヒューズホルダー

2 アクセサリヒューズ

3 ビルジポンプヒューズ

(4) ヒューズプーラを使用して、ヒューズを

適切な容量のスペアヒューズと交換し

ます。

(5) ヒューズボックスカバーを取り付けま

す。

(6) アクセサリヒューズまたはビルジポン

プヒューズを交換した場合は、ヒューズ

ホルダーを取り付けます。

(7) エンジンフードを閉めます。

1

1 2 3 4 5 6

78

ヒューズの容量：

電子スロットルヒューズ：
10 A

フューエルポンプヒューズ：
10 A

メインリレー駆動ヒューズ：
10 A

メインヒューズ：
20 A

バッテリヒューズ：
30 A

アクセサリヒューズ：
20 A

ビルジポンプヒューズ：
3 A

2 3

11
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ボートの曳航

警 告

 曳航するボートの操船者は最低速度を保

ち、曳航されるボートの操船者にとって危

険となる周囲の船舶や障害物等を回避し

てください。

 曳航するボートが減速したときに曳航さ

れるボートに追突されないよう、曳航ロー

プは十分に長いものを使用してください。

曳航は、ボートが操船不可能になった場合に

のみ行なってください。

曳航するボートが減速したときに曳航され

るボートに追突されないよう、曳航ロープは

十分に長いものを使用してください。曳航

ロープの長さの目安は、曳航するボートと曳

航されるボートの全長を合わせた3倍以上で

す。

ボートの曳航時はバウアイを使用してくだ

さい。ボートの曳航はノーウェイク速度で行

なってください。注意：航跡を残すような速

度（8 km/h 以上）でボートの曳航を行なわ

ないでください。冷却水取入口を通じて停止

しているエンジンに浸水し、重大な損傷を与

える恐れがあります。

1 バウアイ

1
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附録

お客様窓口のご案内

092-885-6523

082-532-8522

0798-37-2004

0533-59-6188

045-775-2450

022-727-5180

0134-31-1135

TEL

9:00 12:00 13:00 17:00
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ア
アクセスポートキャップの点検............... 79

ウ
ウインドシールド .................................... 57
ウェイクボード ........................................ 15
ウェイクボードタワー
（AR195/AR190）................................... 61
ウェイクボードタワーの折りたたみと
組み立て ............................................... 62

ウェット物入れ ........................................ 56
ウォークスルー ........................................ 57

エ
エンジンオイル ........................................ 71
エンジンオイルについて.......................... 71
エンジンオイル量の点検.......................... 71
エンジンカバーの脱着 ........................... 105
エンジン情報の取り扱いに関して ......... 124
エンジンの始動 ........................................ 86
エンジンの停止 ........................................ 88
エンジン番号.............................................. 2
エンジンフード ........................................ 52
エンジン部品............................................ 24

オ
お客様窓口のご案内............................... 120
起こした状態でのビミニトップの
折りたたみ（SX195/SX190）................ 68

カ
海岸への着岸............................................ 93
外装部品................................................... 18
各部の名称と位置 .................................... 18

キ
基本的な染みについて ........................... 101
緊急エンジン停止コード
（ランヤード）の点検............................ 84
緊急エンジン停止スイッチ ...................... 26
緊急エンジン停止スイッチの点検 ........... 84
緊急時の対応方法 .................................. 115

ク
グリスポイント ...................................... 103
グローブボックス .................................... 55

ケ
警告ラベル ................................................. 5

コ
航海灯／停泊灯スイッチの点検 ............... 83
航走について............................................ 10
故障診断表 ............................................. 113

サ
サイドテーブル ........................................ 61
左舷側コンソール物入れ.......................... 56
桟橋からの離岸 ........................................ 89
桟橋または突堤からの乗船 ...................... 92

シ
シート ...................................................... 49
ジェットインテークの点検 ...................... 80
ジェットポンプ清掃手順........................ 115
重要なラベル.............................................. 3
潤滑 ........................................................ 103
仕様 ........................................................ 110
消火器の点検............................................ 79
使用後のお手入れ .............................. 95, 98
使用する前に............................................ 86
使用前点検チェック ................................. 78
使用前点検チェックリスト ...................... 77
進水後の点検............................................ 84
進水前の点検............................................ 78

ス
水上スキー ............................................... 15
推奨装備 ................................................... 12
水上でのビルジ排水 ................................. 74
水中からの乗船 ........................................ 92
スイムプラットフォーム.......................... 60
スキーロッカー ........................................ 53
スターンシート下物入れ（左舷）............. 54
スターンシート下物入れ（右舷）............. 54
ステアリング............................................ 29
ステアリングシステムの点検 .................. 78

セ
製造番号の記録 .......................................... 1
製造日付ラベル .......................................... 2
整備と点検 ............................................. 105
船体識別番号.............................................. 1
船舶規則 ................................................... 16
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122

船尾部品................................................... 21

ソ
操船機能................................................... 26
操船するときは ........................................ 86
操船する前に............................................ 86
操船に関する必要事項 ............................. 11
操舵装置部品............................................ 23
その他のラベル .......................................... 8

タ
倒した状態でのビミニトップの保管
（SX195/SX190）.................................... 69

チ
着岸 .......................................................... 92
注意事項について .................................... 13
長期保管................................................. 103

テ
定期点検表 ............................................. 107
停船 .......................................................... 91
艇体番号..................................................... 1
停泊灯（全周灯）（AR195/AR190）.......... 58
停泊灯（全周灯）（SX195/SX190）.......... 59

ト
同乗者がいる場合の操船.......................... 91
投錨 .......................................................... 94
ドライバーシート .................................... 50
トラブルシューティング........................ 113
取扱説明書と工具セット........................ 105
トレーラの使用方法について .................. 97
ドレンプラグの点検................................. 81

ナ
ナビゲータシート（SX195/SX190）......... 51
波とうねりの横断 .................................... 94
慣らし運転（AR190/SX190）................... 76
慣らし運転（AR195/SX195）................... 76

ネ
燃料 .......................................................... 70
燃料系統の点検 ........................................ 80
燃料残量の点検 ........................................ 85
燃料について............................................ 70

ハ
バウシート下物入れ ................................. 53
バウ物入れ ............................................... 52
バッテリスイッチ .................................... 26
バッテリのお手入れ ............................... 102
バッテリの点検 ........................................ 81
ハンドルチルトレバー ............................. 30

ヒ
ビミニトップ（AR195/AR190）............... 63
ビミニトップ（SX195/SX190）................ 67
ビミニトップの折りたたみ
（AR195/AR190）................................... 65
ビミニトップの展開（AR195/AR190）..... 63
ビミニトップの展開（SX195/SX190）..... 67
ビミニトップの取り付け
（AR195/AR190）................................... 66
ビミニトップの取り付け
（SX195/SX190）.................................... 69
ビミニトップの取り外し
（AR195/AR190）................................... 66
ビミニトップの取り外し
（SX195/SX190）.................................... 69
ヒューズの交換 ...................................... 117
ビルジの点検............................................ 81
ビルジの排水............................................ 73

フ
ブースタケーブルの使用........................ 117
ブロアスイッチの点検 ............................. 82
フロントウォークスルー.......................... 57

ホ
法定装備 ................................................... 12
ボート運転者の制限事項............................ 9
ボートに関する用語 ................................. 17
ボートの曳航.......................................... 119
ボートの清掃............................................ 99
ボートの旋回............................................ 89
ボートの特性について ............................. 13
ホーンスイッチの点検 ............................. 83
他の遵守事項............................................ 16

メ
メインスイッチ ........................................ 27
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モ
物入れ ...................................................... 52

ヤ
夜間の運転 ............................................... 14

ラ
ラダー ...................................................... 60

リ
陸上でのビルジ排水................................. 73
リモートコントロールレバー .................. 27
リモートコントロールレバーの点検........ 78
リヤウォークスルー................................. 57

レ
冷却系統の洗浄 ........................................ 98
冷却水点検孔の点検................................. 84
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エンジン情報の取り扱いに関して
このモデルでは、故障診断の為の調査、使用状況に関する統計分析、および今後の開発の補

助を目的として特定の情報を記録しています。

モデルによって、センサーや記録される情報は異なりますが、記録される主な情報は以下の

とおりになります。

 エンジンの状態やエンジンの使用状況

これらの情報は、点検や修理の際にヤマハ専用の故障診断ツールを接続した場合に限り、

ヤマハ発動機株式会社（以下、当社といいます。）に送信されます。

記録された情報は、次の場合を除き第三者へ開示されることはありません。なお、当社は情

報処理の目的で、外部委託業者に情報を提供することがあります。この場合であっても、当

社は業務委託先に対し、提供した情報の適切な取り扱いを求めるとともに適切な管理をいた

します。

 お客様の同意をいただいた場合

 法的に求められた場合

 当社が裁判で使用する場合

 モデルや個人を特定することなく、当社が主導の一般的な統計調査に使用する場合
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