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JJU01394

はじめに

ヤマハマリンジェッ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マリンジェッ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。

マリンジェッ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。またマリンジェットに乗るときは本

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。

JJU01395

お知らせ
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。

� 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、マリンジェッ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。

� 整備手帳には保証書とともに定期点検整備の方式、および定期点検記録簿が入っており

ます。マリンジェットの維持管理にご活用ください。

� 保証書はよくお読みいただき裏面のヤマハ取扱店名等をご確認のうえ大切に保存してく

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、またはお申しつけください。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。

安全に係る注意情報を意味しています。

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示

してあります。

取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定され

る場合を示してあります。

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。
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附録 6
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JJU01398

製造番号の記録

ヤマハ取扱店にスペア部品を注文すると

きや万一盗難にあったときのために艇体番

号とエンジン番号を控えておくことをお奨

めします。
JJU01399

艇体番号

艇体番号はエンジンルームの内壁に貼り

付けられたラベル1に記載されています。

JJU01400
エンジン番号

エンジン番号はエンジンユニットに貼り

付けられたラベル2に記載されています。
-1
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JJU01401

重要なラベル
JJU01402

ラベルの位置
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警告ラベル
1

1-3
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JJU01404

注意ラベル
8 9
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その他のラベル
B C

D

E

F

1-6



J_F0W-01.book  7 ページ  ２００１年８月３１日　金曜日　午後１時９分
1-7

JJU01406

ご自身と同乗者、

他の船舶、遊泳者等に

関する安全情報

マリンジェッ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マリ

ンジェッ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、全

ての警告ラベルと注意ラベルを必ずお読

みいただき、マリンジェットの取り扱い

方法について十分理解してください。同

梱されているオリエンテーションビデオ

をご覧いただければ、更にご理解が得や

すくなります。

� お客様のマリンジェットを他人に使用さ

せる場合は、前もって本取扱説明書、全

ての警告ラベルと注意ラベルを必ず読ま

せてください。

オリエンテーションビデオも合せてご覧

いただけると、より分かりやすくなりま

す。

JJU01642

マリンジェットの使用について
� マリンジェットは小型船舶です。操船には

小型船舶操縦士（湖川小馬力 5 級免許は

不可→マリンジェットの動力性能は

10馬力を大きく超えております）の海技免

許が必要です。また航走中は常に海技免状

を携帯してください。

� マリンジェットを使用する水域の船舶関

連法規、条例等を必ず確認し、必ず守っ

てください。

� 日本小型船舶検査機構（JCI）により交付

された船舶検査証書、船舶検査手帳は必ず

船内に備え、船舶検査済票は両舷の周囲か

ら見えやすい位置に貼り付けてください。

� このマリンジェットは操船者の他に同乗

者 1 名の合計 2 名までを定員として乗船

できますが、総重量が最大積載重量を越

えないようにしてください。

� 同乗者を乗せた操船はより高度な技量が

必要とされますので、1 人での操船に十分

に慣れるまでは同乗者を乗せないでくだ

さい。

高技術を要する操船を試みる前に、マリ

ンジェットの航走特性に十分に慣れてく

ださい。

� 免許のない人や子供と乗船する場合には

船長が十分に気を付けてください。

最大積載重量：160 kg（操船者、同乗者

および、荷物の重量を含む）

定員：2名
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航走について

� 遊泳者、障害物、周囲の船舶等の見張り

を怠らないでください。視界が制限され

たり、妨げられたりする状況には警戒し

てください。

� 遊泳者、障害物、周囲の船舶等から回避

できる安全な速度や距離を保って航走し

てください。

� マリンジェットや船舶等の背後を追走し

ないでください。

� 周囲のものに水飛沫等が掛かるまで接近

しないでください。

� 急旋回等、周囲の操船者が予測困難な航

走は行なわないでください。

� 浅瀬や暗礁等のある水域では使用しない

でください。

� 自分の操船技量をよく知り、果敢な航走

は避けてください。操船に支障がでたり、

落水や衝突する率が増えます。

� マリンジェットは高性能な船です。おも

ちゃではありません。急旋回や波等の

ジャンプは背骨 / 脊髄の損傷（麻痺）、顔

の損傷、足、くるぶし等の骨折要因とな

る恐れがあります。ジャンプは行なわな

いでください。

� 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。

� 他のマリンスポーツと同様、単独での行

動はやめましょう。ご自身が泳ぎ着ける

距離を越えて陸岸から沖合いに出る場合

は、他の船舶等と同行しましょう。これ

はマリンスポーツを行なう場合の良識で

す！

� 水深が 60 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。

� 夜間の航行は法令によりできません。
1-8
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操船について
� 乗船者は日本小型船舶検査機構（JCI）認

定の救命胴衣を必ず着用してください。

� 身体を保護できる衣服を着用してくださ

い。落水による水面への衝撃やジェット

ノズル付近で強い噴流を受けた場合、身

体開口部に大きな怪我を負う恐れがあり

ます。通常の水着では下半身開口部の十

分な保護になりません。身体保護のでき

るウエットスーツボトム等を必ず着用し

てください。厚くしっかりした丈夫な布

でデニムのように体にぴったりした衣類

がそれに相当します。しかし、自転車競

技用の短パンに使われているスパンデッ

クスのような織物は効果が有りません。

1 JCI 認定の救命胴衣

2 ウエットスーツボトム

� 風や水飛沫、太陽の水面反射光等は航走

中の視野を狭めます。そのようなときに

はゴーグル、サングラス等の保護眼鏡を

着用することを推奨いたします。

眼鏡の拘束紐には眼鏡が水没したときに

水に浮くようなものも有ります。

シューズ、手袋等も併せて着用してくだ

さい。

� ヘルメットの着用については次のことを

考慮した上で判断してください。

ヘルメットを着用することで落水、衝突

等の事故から頭部を保護できる場合もあ

りますが、一方では視野が制限されたり、

周囲の音が聞こえにくくなったり、ヘル

メットの重みで疲れやすくなったりする

こともあり、事故につながる恐れもあり

ます。また、航走中に落水したときには

ヘルメットの中に水が入り呼吸ができな

くなったり、首などに傷害等を受けるこ

ともあります。

ヘルメットの着用はマリンジェットの使

用状況等を考慮して判断してください。

競技等に参加される場合は、開催者が認

定したヘルメットを着用してください。

� 飲酒や薬物の服用後は絶対に乗船しない

でください。

� 安全で適正な機能維持のために、ご使用

前に 3-6 ページの「使用前の点検」を必

ず実行してください。
1-9
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� 航走中、乗船者は必ず両足をフットウェ

ルフロアに置いてください。足を浮かせ

ると身体のバランスを失ったり、マリン

ジェット周辺の障害物等に足を接触させ

る恐れがあります。両足がフットウェル

フロアに届かないような子供は乗せない

でください。

� 同乗者は必ず前の人にしっかりと掴まっ

てください。

� 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。

� マリンジェットの改造はしないでくださ

い。改造行為は安全性および信頼性を低

下させ、法令違反となることがあります。

� 操船者が落水したときただちにエンジン

が停止するようカールコードを手首に取

り付け、ハンドルバー等に絡まらないよ

うにしてください。下船後は子供等が操

作できないようカールコードを艇体から

外してください。

� 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。遊泳者はマリンジェッ

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マリ

ンジェッ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。
1-10
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JJU01607

他の注意事項について

� マリンジェットを運搬または保管する場

合は燃料コックを必ず“OFF”位置にして

ください。キャブレタから燃料が溢れ出

る恐れがあります。

� 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。マリンジェットは開放された場所で

ご使用ください。

JJU01556

マリンジェットの特性について
� マリンジェットは推進力によって旋回し

ます。スロットルレバーを完全に放すと推

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。スロットルを戻した直後はまだ僅かな

旋回能力は残っていますが、一度エンジン

の回転が落ちてしまうと、いくらハンドル

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。

� マリンジェット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。ニュートラルは

有りませんので、マリンジェットは僅かに

前進します。
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� エンジン運転中はジェットインテーク（吸水

口）1に近づかないでください。長髪、緩ん

だ衣服、身体救命胴衣の紐等が巻き込まれ、

怪我をしたり、溺れる恐れがあります。

� ジェットノズル 2 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。

� 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4 か

らロックプレート3を取り外してくださ

い。
1-12
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1-
JJU01413

ボートの安全規則

ヤマハマリンジェットは法律上において

は動力船とみなされます。マリンジェットは

使用水域の法令や規則等に必ず従って使用

してください。
JJU01414

船舶検査

船舶安全法により船の総トン数が 20トン

未満の船舶は日本小型船舶検査機構（JCI）

の行なう検査を受け、所定の物を交付された

後でなければ航行できません。この検査には

初回、その後 6 年毎に行なう「定期検査」と

定期検査後 3年毎に行なう「中間検査」など

があります。

お買い上げのヤマハ取扱店にご相談いた

だき、必ずこの検査を受けてからご使用くだ

さい。
13
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1-
JJU01415

法定安全備品

船舶安全法によりマリンジェットの搭載

備品の種類と数量が定められています。ご使

用になる前には、左記の法定安全備品が搭載

されていることを確認してください。

特に小型船舶用信号紅炎セットは使用説

明書をよく読み、硬い鋭利なものと混載しな

いよう専用のケースに入れて筒状の物入れ

に収納してください。

航走中、物入れ内で信号紅炎セットが動き回

らない様工夫してください。袋入りの附属工

具セット等を信号紅炎セットの奥へ入れる

ことをお勧めします。

詳しくはお買い上げのヤマハ取扱店へお

問い合わせください。
14
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JJU01416

マリンジェットの航行区域

マリンジェットの航行区域は、水上オー

トバイ特殊基準により次のように規制され

ております。

� 一般的に使用するマリンジェットの場

合。

� 母船に搭載して使用するマリンジェット

の場合。

それぞれに関して次のように航行区域を

規制してありますので十分注意して使用く

ださい。

JJU01417

一般的に使用するマリンジェッ
トの航行区域
� 沿海区域

マリンジェットが安全に発着できる任意

の地点から 15 海里（約 28 km）以内の水

域のうち、当該地点における海岸から 2海

里（約 3.7 km）以内の水域に限定されま

す。

図のように航行区域が制限されます。

� 平水区域

平水区域の陸岸から 2 海里（約 3.7 km）

以内の水域に限定されます。

図のように航行区域が制限されます。

� 安全に発着できない海岸とは海岸線に

岩、崖、護岸（テトラポッドや防波堤）、

隠頭岩（潮の満ち引きにより見え隠れす

る岩、見えないが水深が十分にない岩）な

どがある海岸です。

� 平水区域とは沿海区域に含まれ、船舶安

全法施行規則第 1 条第 6 項で定められた

湖、河川、湾など比較的波の静かな水域

です。

� 航行区域について詳しくは、船舶検査証

書にて確認してください。
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母船に搭載して使用するマリン
ジェットの航行区域
� 沿海区域内で母船を中心に半径 2海里（約

3.7 km）以内の水域

� 沿海区域内でマリンジェットが安全に発

着できる任意の地点から15海里（約28 km）

以内の水域のうち、当該地点における海岸

から 2海里（約 3.7 km）以内の水域

� 平水区域内の水域のうち陸岸から 2 海里

（約 3.7 km）以内の水域

図のように航行区域が制限されます。
16
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環境、周辺の人々との

調和のために

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。
JJU01421

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。
17
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� 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。
JJU01422

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。
18
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JJU01424

艇体各部の名称

1 ステアリングハンドル

ジェットノズルの向きを変え、マリンジェッ

トの進行方向を調節します。

2 燃料タンクキャップ

3 ロープホール

4 フットウェルフロア

両足を置きマリンジェットと乗船者の安定を

図ります。

5 吸水口格子

ジェットポンプに異物が入るのを防ぎます。

6 速度センサ
2-1
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1 冷却水点検孔

エンジンへの冷却水供給状態が点検できま

す。

2 バウアイ

マリンジェットの運搬、係留、緊急時の曳航

に使います。

3 船首物入れ

4 フード

5 ジェットインテーク（吸水口）

6 ハンドグリップ

7 シート

8 グローブボックス

9 ヤマハ・アジャスタブル・スポンソン（YAS）
2-2
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1 カールコード

操船者の手首に装着し、操船者が落水したと

きエンジンを停止します。

2 エンジン停止スイッチ

赤ボタンを押すとエンジンが停止します。

3 ロックプレート

緊急エンジン停止スイッチに差し込んでエン

ジンの始動を可能にします。

これを取り外すことでエンジンを停止させた

り、不意のエンジン始動やマリンジェットの

無断使用を防ぎます。

4 クイック･シフト･トリム･システム（QSTS）

コントローラ

マリンジェットの航走時のトリム角度を変え

るときに使います。

5 緊急エンジン停止スイッチ

ロックプレートを外すとエンジンが停止し、

始動できない状態になります。

6 エンジン始動スイッチ

緑ボタンを押してエンジンを始動します。

7 マルチファンクションインフォメーションセ

ンタ

航走速度、その他のマリンジェットの状況を

表示します。

8 スロットルレバー

加速・減速に使います。

9 チョークレバー

0 オイルタンクキャップ

A 燃料コック

B ドレンプラグ

陸上での船内ビルジの排出に使用します。

C ジェットノズル

ステアリングハンドル、QSTS の動きと連動し、

ジェット噴流の向きを変えます。

D ライドプレート
2-3
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1 スパークプラグ / キャップ

2 電装ボックス

主な電装部品を水から保護します。

3 水洗ホースコネクタ

エンジン冷却水の通路洗浄に使用します。

4 ハイテンションコード

5 マフラ

6 燃料フィルタ

7 燃料タンク

8 オイルタンク

9 バッテリ

0 水分離器
2-4
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2

JJU01425

艇体各部の操作と機能
JJU01558

シート
取り外し：

シートロックレバー1を引き上げ、シー

ト後部を持ち上げながら引いて外します。

取り付け：

シート前部の突起部を艇体側のステーの

下側に嵌めます。シートの後部を押し下げ

シートを確実に固定します。
-5
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JJU01559

フード
フードを開けるときは、ロックボタン 1

を押し、フードの後部を持ち上げます。
閉めるときは、フードの後部を押し下げ

確実に固定します。
JJU01429

燃料タンクキャップ
燃料タンクキャップ 1 を外すときは

キャップを反時計方向に回します。

マリンジェットを使用する前には燃料タ

ンクキャップを確実に締めてください。
JJU01561

オイルタンクキャップ
オイルタンクキャップ 2 を外すときは、

キャップを反時計方向に回します。

マリンジェットを使用する前にはオイル

タンクキャップを確実に締めてください。
-6
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JJU01431

燃料コック
燃料コック1を使って燃料の供給方法を

切り替えることができます。

燃料コックには 3つ位置があります。

OFF:

燃料は供給されません。エンジンを停止

しているときは必ずこの位置にしておきま

す。

ON:

燃料はキャブレタへ供給されます。エン

ジン始動時およびマリンジェット操船時は

コックをこの位置にしておきます。

RES

これは予備を示します。燃料コックをこ

の位置にすると予備燃料を供給します。

航走中に燃料が無くなったとき、ノブを

この位置にしてください。しばらくは運転を

続けることができますが早めに給油し、給油

後は“ON”位置に戻してください。
JJU01432

エンジン停止スイッチ
通常の場合はエンジン停止スイッチ 1

赤ボタン）を押してエンジンを停止させま

す。
-7
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JJU01433

緊急エンジン停止スイッチ
カールコード1に取り付けられたロック

プレート2を緊急エンジン停止スイッチ3

の下側に差し込んでください。操船者の落水

等により、カールコードに取り付けられた

ロックプレートが緊急エンジン停止スイッ

チから外れたとき、エンジンが自動的に停止

します。

� エンジンを始動する前には必ずカール

コードを左手首に取り付けてください。

� 不意のエンジン始動や子供等が操作する

ことを防止するために、エンジンが停止

しているときは必ずロックプレートを緊

急エンジン停止スイッチから外しておい

てください。
JJU01562

チョークレバー
冷間時のエンジン始動には濃い混合気の

供給が必要なため、チョークを使用します。

チョークレバー 1 を a の方向に動かす

と、チョークが機能します。

チョークレバーを b の方向に動かすと、

チョークを解除します。
JJU01435

スロットルレバー
スロットルレバー1 をハンドル側に引く

とエンジン回転数が上昇します。

スロットルレバーを放すと自動的にス

ロットルは閉じた位置（アイドリング）に戻

ります。
-8
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JJU01563

エンジン始動スイッチ
エンジンを始動するときはエンジン始動

スイッチ 1（緑ボタン）を押します。

ロックプレートが緊急エンジン停止スイッ

チから外れているときは、エンジンは始動し

ません。
JJU01437

冷却水点検孔
冷却水点検孔は艇体の両舷に有ります。

エンジン運転中、冷却水はエンジン内を

循環し、その一部が点検孔から排出されま

す。

冷却装置の正常な作動は、点検孔から水

が出ていることで確認できます。水が出てい

ない場合は冷却水がエンジンに供給されて

いない可能性があります。この場合、エンジ

ンを停止して原因を調べてください（詳しく

は、2-13、5-4ページを参照ください）。

エンジン始動後に水が点検孔に達するまで

に約 20秒程かかることがあります。
-9
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JJU01438

ステアリング
マリンジェットのステアリング操作は、

進みたい方向に合せてハンドル 1 を向けて

行ないます。

ハンドルを左右どちらかに向けると艇体

後部に有るジェットノズル 2 の向きが変わ

り、これに呼応してマリンジェットの進行方

向が変わります。ジェットノズルからの水流

の方向や強弱によって、航走スピードや進行

方向が変わりますので、旋回時はスロットル

をアイドリング回転数以上になるよう開け

る必要があります。
10
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JJU01441

クイック･シフト･トリム･システ
ム（QSTS）

クイック･シフト･トリム･システム

QSTS）コントローラ 1は、左のハンドルグ

リップを兼ねており、マリンジェットの航走

トリム角度の調整に使用します。

QSTS コントローラを回すとジェットノズ

ルの角度が上下に変わり、航走トリム角度が

変わります。

船首ダウン :A と B（2 段階）、中立

ニュートラル）:N、船首アップ :C と D

2 段階）、の 5 段階に調整できます。

トリム角度の調整：

1. エンジン回転数を 3,400 r/min 以下にし

ます。

2. シフトロックレバー2 を引き、コント

ローラを好みの位置まで回します。

3. シフトロックレバーを放し、その位置で

コントローラを固定します。

スロットル全開時にはコントローラを回さ

ないでください。QSTS の故障の原因となり

ます。

ニュートラル“N”の位置でも良好な性能

が得られますが、ある特定の性能を高める場

合は「船首ダウン」または「船首アップ」の

位置を選んでください。
11
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JJU01442

船首ダウン
滑走中、コントローラを船首ダウンA ま

たは Bにセットすると船首が下がります。

船首が下がると船首の喫水が深くなりマ

リンジェットの接水面積が増して、旋回性能

が向上します。またマリンジェットをよりす

ばやく滑走状態にすることもできます。

ただし、高速航走時は船首部へ受ける水

の抵抗が大きくなり、操舵への影響も受けや

すくなります。従って燃費、最高速度も低下

します。

JJU01443

船首アップ
滑走中、コントローラを船首アップC ま

たは Dにセットすると船首が上がります。

船首が上がると船首の喫水が浅くなりま

す。水の抵抗が少ないため、滑走中の直進加

速性と最高速度が向上します。

ただし条件によっては、マリンジェット

は船首の上下運動が大きくなる傾向があり

ます。その場合はニュートラルまたは船首ダ

ウンを選んでください。
JJU01566

ハンドグリップ
ハンドグリップ 1 は水中からマリン

ジェットへ乗船する際に使用するためのも

のです。

物を引っ張ったり、艇体を吊り上げたり、運

搬時の固定には使わないでください。破損す

る恐れがあります。
12
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オーバヒート警告装置
このエンジンにはオーバヒート警告装置

がついています。エンジン温度が規定以上に

なると、警告灯、オーバヒート警告インジケー

タが点滅をはじめ、ブザーが断続的に鳴りは

じめます。エンジン回転数は、3,400 r/min以

下に制限されます。

このような症状が出たときは、冷却水点

検孔から冷却水が排水されているかどうか

を点検してください。排水されていない場合

は、エンジン回転数を下げ、マリンジェット

を着岸させ、ジェットインテーク（吸水口）

とインペラ付近に異物が詰まっていないか

点検してください。

ジェットインテーク（吸水口）やインペラ付

近から異物を取り除く前には必ず、エンジン

を停止させて緊急エンジン停止スイッチか

らロックプレートを外してください。ジェッ

トポンプの回転部品に触れると重大な事故

につながる恐れがあります。

オーバヒートの原因が判らないとき

は、ヤマハ取扱店にご相談ください。そのま

ま高速運転を続けると、重大なエンジン損傷

の原因となります。

RESET（リセット）ボタンを押すとブザーは

鳴り止みます。
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マルチファンクションインフォ
メーションセンタ

このメータには次のような機能がありま

す。
1 タコメータ（回転計）

2 速度計

3 燃料計

4 アワーメータ

5 警告灯

6 オイル残量警告インジケータ

7 オーバヒート警告インジケータ

8 燃料残量警告インジケータ

9 RESET( リセット ) ボタン

� 陸上でこのメータの作動を点検する場合

はスロットル全開、または 15 秒以上のエ

ンジン運転は行なわないでください。エ

ンジンがオーバヒートする恐れがありま

す。

� スパークプラグ、プラグキャップおよび

ハイテンションコードは抵抗入りの指定

品を使用してください。指定品以外のも

のを使用すると、メータの誤作動の原因

となります。

エンジン始動後は、全ての表示が点灯しブ

ザーが 2回鳴ります。数秒後、メータは通常

に作動をはじめます。エンジン停止後も、

30 秒間は表示したままになっています。
14
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タコメータ
エンジンの回転数（r/min）は各セグメン

トで表示されます。それぞれのセグメント

は、250 r/min 単位でエンジン回転数を表示

します。
JJU01569

速度計
マリンジェットの対水速度（km/h）を表

示します。

速度計が機能していないときは、“_ _”表示

が点滅します。
JJU01570

RESET（リセット）ボタン
RESET（リセット）ボタンを押すことに

よって警告ブザーが鳴り止みます。
15
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燃料計
燃料残量が確認できます。 8 つのセグメ

ントで表示されます。

セグメント表示は運航状況によって異なる

ことがありますので、あくまで参考としてく

ださい。

JJU01572
アワーメータ
定期点検の時期管理がしやすいようにア

ワーメータが装備されています。マリン

ジェット購入時からのエンジン使用時間が

積算表示されます。

� 積算時間はバッテリターミナルを外して

も、保持されます。

� アワーメータが機能してないときは、

“_ _ _ _”表示と警告灯が点滅します。
16
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JJU01573

燃料残量警告
燃料残量が 13 L 以下になると、下 2 つの

セグメント、燃料残量警告インジケータ、お

よび警告灯が点滅をはじめます。同時にブ

ザーも断続的に鳴りはじめます。

これらの警告は燃料を給油後、エンジン

を再始動したときに解除されます。
JJU01574

オイル残量警告
オイル残量が 1.7 L 以下、またはオイル

フィルタが目詰まりすると、オイル残量警告

インジケータ、警告灯が点滅をはじめます。

同時にブザーも断続的に鳴りはじめます。

オイル残量の警告表示が点滅をはじめた

ら、できるだけ早くエンジンオイルを補給し

てください。

これらの警告はオイルを補給後、エンジ

ンを再始動したときに解除されます。

オイルがオイルタンクに十分残っているに

もかかわらずオイル残量警告が作動したと

きは、オイルフィルタの目詰まりを点検して

ください。
JJU01599

オーバヒート警告
エンジン温度が規定以上になると、オー

バヒート警告インジケータ、警告灯が点滅を

はじめます。同時にブザーも断続的に鳴りは

じめます。
17
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物入れ
船首物入れ、グローブボックスが設けら

れています。

� 操船前に各物入れのフタが確実に閉まっ

ていることを確認してください。

� 物入れは防水構造になっておりません。

船舶検査証書、船舶検査手帳、取扱説明

書等、水に濡れて困るものは防水バッグ

に入れて携行してください。

JJU01578

船首物入れ
船首物入れ 2はフードの下に有ります。

ロックボタン1を押してフードを開けて

ください。

船首物入れを取り外すとエンジンルームに

アクセスできます。

船首物入れ

容量：16.0 L

制限重量：5.0 kg
閉めるときはフード後部を押し下げ､確

実に固定してください｡
18
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グローブボックス
グローブボックス4はフロントシートの

前に有ります。グローブボックスを開けると

きは、ラッチ 3 を手前に引いて、フタを開

けてください。閉めるときはラッチ部を押し

下げ、確実に固定してください。

グローブボックス

容量：2 L

制限重量：1 kg
JJU01579

ヤマハ･アジャスタブル･スポン
ソン（YAS）

YAS 1 の取り付け位置を変えることによ

り、操船者の好みや使用状況によって直進性

または旋回性の機能を高めることができま

す。
上方 Aへ取り付けた場合：

水の抵抗が減り、直進時の加速性と最高

速度が高められます。

下方 Bへ取り付けた場合：

水のつかみが増し、旋回性が高められま

す。
19
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実際に乗ってみましょう
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JJU01470

使用する燃料とオイル

このエンジンには分離給油システムが採

用されており、最適なオイル供給により常に

最良の潤滑が得られるようになっています。

燃料とオイルの混合は不要です（慣らし運転

時を除く）。燃料は燃料タンクに、オイルは

オイルタンクに給油します。

JJU01617

燃料

本製品は無鉛レギュラーガソリンで最適

性能が得られるように設計されております

ので、ハイオクガソリンを使っても特に効果

はありません。

無鉛レギュラーガソリンを使いましょ

う。

推奨燃料：無鉛レギュラーガソリン
-1
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ガソリンは高い引火性と爆発性があります。

� 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。

� 給油はエンジンを停止してから行なって

ください。

� 給油は換気の良い場所で行なってくださ

い。

� マリンジェットに乗船したまま給油しな

いでください。

� ガソリンをこぼさないように十分注意を

払ってください。こぼれたときはただち

に乾いた布で拭き取ってください。ガソ

リンがしみこんだ布は安全な場所で焼き

捨てるなどして処分してください。

� 燃料タンクへは規定容量以上給油しない

でください。燃料は温度上昇とともに膨

張して溢れる恐れがあります。給油は燃

料タンクと給油チューブの接続部までと

してください。

� 燃料タンクキャップは確実に締めてくだ

さい。

� 飲み込んだり、目に入ったり、または揮

発蒸気を多量に吸い込んだ場合は、ただ

ちに医者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等を行なってくださ

い。

ガソリンは必ず新しいものを使用してくだ

さい。
-2
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JJU01472

ガソリンの給油

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。

1. フードを開け、船首物入れを取り外し、

燃料タンクの燃料残量を確認します。

2. 燃料タンクキャップを開けて燃料を

ゆっくりと給油します。

3. 燃料が給油口チューブとタンクの接続

部に達したら給油を止めてください。

燃料タンクの容量：

総量：60 L

予備：10 L
-3
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JJU01619

エンジンオイル

推奨オイル：

YAMALUBE 2-W（ヤマルーブ 2-W）、ヤマハ

船外機スーパースペシャルオイル、また

は PROMAR（プロマー）
YAMALUBE 2-W（ヤマルーブ 2-W）

部品番号：90790-70417(946 ml)

90790-70420(3.7 L)
船外機スーパースペシャルオイル

部品番号：90890-6382E(1L)

90890-6382G(4L)

90790-70401(4L)
PROMAR（プロマー :生分解性オイル）

部品番号：90790-70402(1L)
-4
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JJU01474

エンジンオイルの給油

� オイルタンクにガソリンを入れないでく

ださい。火災や爆発の原因となります。

� オイルがビルジに溜ると火災の原因とな

ります。こぼれたオイルはただちに拭き

取ってください。

オイルタンクが完全に空にならないように

注意してください。タンクが空になった場合

は、オイルポンプのエア抜きが必要になりま

す。これを怠るとエンジンが焼き付く恐れが

あります。エア抜きが必要な場合は、ヤマハ

取扱店にご依頼ください。

1. フードを開けます。オイル量確認のため

フロントシートも外します。

2. オイルタンクキャップを開け、エンジン

オイルをゆっくりと補給します。

3. 油面が給油口チューブとタンクの接続

部に達したら補給を止めます。

オイルタンクの容量：5.5 L
-5
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使用前の点検
JJU01580

使用前の点検チェックリスト
マリンジェットを使用する前に、次の点検を行なってください。この章では点検方法に

ついて説明しています。

正しく作動しない項目が一つでも有る場合は、ヤマハ取扱店で整備を受けて使用してくだ

さい。そのまま使用すると事故の原因となる恐れがあります。

使用前の点検はマリンジェットを使用する毎に行なってください。この点検は短時間で行

なえますので、安全と信頼性を確保するために必ず実施してください。

項目 点検方法 参照ページ

エンジンルーム シートと船首物入れを取り外しエンジンルームの換気

を行ないます。
3-7

ビルジ 水や燃料が溜っている場合は完全に取り除きます。 3-8

スロットル スロットルが正常に作動することを確認します。 3-9

ステアリング ステアリングが正常に作動することを確認します。 3-10

燃料、オイル 燃料、オイル量を点検します。必要な場合は補給しま

す。漏れがないことを点検します。
3-7

水分離器 水が溜っていたら水抜きをします。 3-8

バッテリ バッテリの液量と充電状態を点検します。 3-9

フード 確実にロックされていることを確認します。 2-6

シート デッキに確実に固定されていることを確認します。 2-5

艇体 損傷のないことを点検します。 ―

ジェットインテーク
（吸水口）

異物が付着したり、詰まりのないことを確認します。
3-10

スイッチ類、カールコード 進水後、エンジン始動スイッチ、停止スイッチの作動お

よび緊急エンジン停止スイッチの作動を点検します。
カールコードの損傷がないことを点検します。

3-11

冷却水点検孔 エンジン運転中に水が出ていることを確認します。 3-12

マルチファンクションイン

フォメーションセンタ

メータが正しく作動するか点検します。

警告表示がされていないことを確認します。
3-12
3-6
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JJU01477

使用前点検チェックポイント

JJU01581

エンジンルーム
使用する前に必ずエンジンルームの換気

を行なってください。換気はシートと船首の

物入れを取り外して行ないます。（シートの着

脱方法については 2-5 ページを参照くださ

い。）燃料気化ガスが無くなるまで数分間開け

たまま放置してください。電装系接続部分の

緩みも点検してください。

エンジンルームの換気を怠ると火災または

爆発を生じる恐れがあります。エンジンルー

ムに燃料漏れや電装系接続の緩みがあると

きはエンジンを始動しないでください。
JJU01582

燃料･オイル系統
使用する前には必ず、漏れ、破損、不具

合等がないことを点検してください。（点検

箇所については4-10から4-11ページまでを

参照ください。）

1. 燃料タンク内には圧力がかかっている

ことがあるため、燃料タンクキャップを

外して圧力を逃がします。

2. フードを開け船首物入れを取り外しま

す。シートを取り外します。（シートの

着脱方法については 2-5ページを参照く

ださい。）

3. 燃料およびエンジンオイルの残量を点

検し、必要な場合は補給します。（給油

方法については 3-3、3-5 ページを参照

ください。）

4. 燃料コックを“ON”位置にします。
-7
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JJU01480

水分離器
水分離器 1 の水を点検してください。通

常は空になっています。マリンジェットが転

覆すると、燃料タンクブリーザパイプを経由

して侵入した水が水分離器の中に溜ります。

水が溜っている場合は、ドレンスクリュ2

を外して排水します。排水後は再びドレンス

クリュを取り付けてください。
JJU01481

ビルジ（あか水）
ビルジを点検してください。

ビルジが多量に溜ると飛び散ってキャブ

レタやエンジン内に入り、エンジン故障の原

因となります。

ビルジの排出方法：

1. 船尾ドレンプラグを外します。

2. 船首部を持ち上げて排水します。

3. 排水後、乾いた布で残ったビルジを拭き

取ります。

4. ドレンプラグをもとのように取り付け

ます。

� マリンジェットを進水する前にはドレン

プラグが確実に締められていることを確

認してください。

� ネジ部分にゴミや砂などの異物が付着し

ている場合は取り除いてからプラグを取

り付けてください。
-8
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JJU01482

バッテリ
バッテリの液量を点検し、エンジンの始動

が容易に行なえる状態であることを確認しま

す。ターミナル 1、2 の締め付けおよび腐

食の状態も点検します。ブリーザホース3が

確実に接続され、折れ曲がりのないことを確

認します。バッテリの状態が悪いときは良好

なものと交換してください。（バッテリの充電

方法については4-18ページを参照ください。）

バッテリは常に完全充電で良好な状態にし

ておいてください。バッテリ容量がなくなる

と途中で立ち往生することになります。エン

ジンの始動に必要な容量がない、あるいは容

量不足の兆候があるときは絶対にマリン

ジェットを使用しないでください。

JJU01483
スロットル
スロットルレバーを数回操作し、軽くス

ムースに動くかどうか点検してください。全

域にわたって滑らかに動き、手を放したとき

に自動的にアイドル位置に戻ることを確認

します。

エンジンを始動する前に必ずスロットルレ

バーの作動を確認してください。
-9
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JJU01583

ステアリング
ステアリングハンドルにガタつきがない

ことを確認してください。左右にいっぱい動

かし、全域にわたって滑らかに動くことを確

認します。ハンドルの動きに応じてジェット

ノズルの方向が変わることも確認してくだ

さい。
JJU01486

ジェットユニット
給水を阻害する可能性のある海藻やゴミ

などの異物がジェットインテークに付着し

ていないことを点検します。異物が詰まって

いるとジェット推進力が低下し、または

ジェットポンプの部品が損傷する恐れがあ

ります。エンジンの冷却水はジェットポンプ

によってエンジンに送られるため、場合に

よっては冷却水が不足しエンジン損傷の原

因となります。（ジェットインテークの清掃

方法については5-3から5-4ページまでを参

照ください。）

� エンジン運転中はジェットインテーク（吸

水口）に近づかないでください。長髪、緩

んだ衣服、救命胴衣の紐等が巻き込まれ、

怪我をしたり、溺れる恐れがあります。

� ジェットインテーク（吸水口）やインペラ

付近に詰まっている異物を取り除くとき

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外

してください。
10



J_F0W-01.book  11 ページ  ２００１年８月３１日　金曜日　午後１時９分
3-
JJU01487

カールコード
カールコードのほつれや損傷を点検しま

す。コードの損傷等を見つけたら必ず交換し

てください。決して補修したり繋ぎ合せて使

用しないでください。
JJU01488

スイッチ類
エンジン始動スイッチ 1、エンジン停止

スイッチ 2、緊急エンジン停止スイッチ 3

を点検してください。

点検は以下の手順で行ないます。まず、マ

リンジェットを水に浮かべます。エンジンを

始動させ、カールコード 5 を引っ張り、緊

急エンジン停止スイッチからロックプレー

ト 4 が外れた時にエンジンがただちに停止

すること確認してください。（停止･始動ス

イッチの正しい作動については2-7ページか

ら 2-9ページを参照ください。）
11
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冷却水点検孔
水上でエンジン運転中に点検孔から水が

排出されていることを確認してください。
JJU01584

マルチファンクションインフォメー
ションセンタ

マルチファンクションインフォメーショ

ンセンタの作動を点検します。（メータの正

しい作動については 2-14 ページから 2-17

ページまでを参照ください。）
12
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操作方法

マリンジェットに乗る前には、基本操作を十

分に理解してください。操作方法が良く判か

らない場合はヤマハ取扱店にお尋ねくださ

い。理解できないまま操船すると事故を起す

恐れがあります。

マリンジェットを進水する前に、船尾ドレン

プラグが確実に締め付けられていることを

確認してください。
JJU01624

慣らし運転
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、慣らし運転期間が必要で

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。

最初の燃料タンクへの給油は、50:1 の割合

で（オイルタンクのオイルの他に）オイルを

混合した燃料を満タンにして使用してくだ

さい。最初の混合燃料を使い切った後は、ガ

ソリンだけを使用してください。

1. マリンジェットを進水させエンジンを

始動します。（エンジンの始動方法につ

いては 3-15ページを参照ください。）
13
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2. 最初の5 分間はトローリング速度でエン

ジンを運転してください。

3. 次に、徐々にスロットルを開き 3/4 開度

またはそれ以下で運転します。

4. 燃料タンク内の満タンの混合燃料を使

いきるまでは、スロットル開度を 3/4 ま

たはそれ以下での運転を続けてくださ

い。

5. ガソリンのみを燃料タンクに給油して、

通常の運転を行ないます。

慣らし運転を正しく行なわなければエンジ

ンに重大な損傷をまねく恐れがあります。
14
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エンジンの始動

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。マリン

ジェットは開放された場所でご使用くださ

い。

1. 海藻やゴミの無い 60 cm 以上の深さが有

るところで、マリンジェットを進水させ

てください。

深さが 60 cm 以下の場所では絶対に乗らな

いでください。水中の障害物等に接触する恐

れがあり、負傷等につながる恐れがありま

す。

深さが 60 cm 以下の場所では絶対に乗らな

いでください。小石や砂がジェットインテー

ク（吸水口）に吸引されインペラを破損した

り、エンジンのオーバヒートの原因になりま

す。

2. 燃料コックを“ON”位置にします。
マリンジェットを使用する前に燃料タンク

キャップを外して燃料タンクの内圧を逃し

てください。
15
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3. ロックプレート 1 を緊急エンジン停止

スイッチ2に取り付けます。カールコー

ド3 は左手首に取り付けます。

操船者が落水したときに、エンジンが停止す

るように、カールコードのほつれ、損傷、ハ

ンドル等への絡み付きがないことを確認し

てください。操船者が落水した後もマリン

ジェットは航走を続け、事故の原因となりま

す。

ロックプレートが緊急エンジン停止スイッ

チから外れているときは、エンジンは始動で

きません。

4. エンジンが冷えているときは、チョーク

レバーを矢印の方向にいっぱいに回し

ます。

エンジンが十分暖まっているときは、チョー

クを使用する必要はありません。

5. スロットルレバーを軽く握りながら、エ

ンジン始動スイッチ（緑色ボタン）を押

します。

ジェットポンプはエンジンに直結されてお

り、エンジンを始動すると同時に推進力が発

生します。エンジンを始動するときには、ア

イドリング回転を保てるだけのスロットル

開度としてください。
16
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6. エンジン始動後はただちにエンジン始

動スイッチを放します。

� エンジン運転中はエンジン始動スイッチ

を絶対に押さないでください。

� スタータモータは連続して 5 秒以上回さ

ないでください。バッテリが上がり、エ

ンジンが始動できなくなる恐れがありま

す。また、スタータモータ損傷の要因と

もなります。 5 秒でエンジンが始動しな

いときは、15 秒待ってから再始動してく

ださい。

7. エンジンが暖まったら、チョークレバー

をもとの位置まで完全に戻してくださ

い。

チョークレバーを回したままにしておくと

エンジンが停止してしまいます。

JJU01495
エンジンの停止
エンジンを停止させるときはスロットル

レバーを放し、エンジン停止スイッチ（赤色

ボタン）を押します。

進路を変えるためにはスロットル操作が必

要です。エンジンを停止すると障害物を回避

できずに衝突し、重大な事故の原因になりま

す。

JJU01586

マリンジェットから離れるとき
マリンジェットから離れるときは、不意

の始動や子供等が操作することを抑止する

ために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おいてください。
17
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マリンジェットの操船
JJU01587

使用の前に
マリンジェットの操船には練習を通して

得られる技術が必要です。高度な技量を要す

る操船に挑戦する前に、基本的な技術を時間

をかけて習得するようにしてください。

マリンジェットを楽しむためには、まず

操作によく慣れ、安全に操船するための技術

を覚えることが重要です。乗船前には必ず本

書をお読みいただき、操船方法を理解してく

ださい。特に 1-7 ページから 1-12 ページの

「ご自身と同乗者、他の船舶、遊泳者等に関

する安全情報」をよくお読みください。ま

た、全ての警告ラベルと注意ラベルを必ずお

読みください。更に、オリエンテーションビ

デオもご覧ください。

このマリンジェットは操船者と同乗者1名

の合計 2名まで乗船できます。最大積載重量

や2名の定員を越える乗船は絶対しないでく

ださい。

JJU01499

操船の前に
乗船前には必ず 3-6 ページの「使用前の

点検チェックリスト」に添って点検を行なっ

てください。

マリンジェットに乗船する前には関連規

則の全てをご確認ください。

控えめな安全速度で、周囲の遊泳者、障

害物、船舶等から十分な距離を保って航走し

てください。

操船の練習は視界が良好で船舶等の交通
量が少ない広い場所で行なってください。

陸岸から離れて操船するときは、単独で
行動しないでください。周囲の遊泳者、障害
物、周囲の船舶等の見張りを怠らないでくだ
さい。視界が制限されたり、妨げられたりす
る状況には警戒してください。

操船者が落水したとき、ただちにエンジ
ンが停止するようカールコードを左手首に
取り付け、ハンドルバー等に絡まないように
してください。

乗船者はJCI認定のマリンジェットの用途
に適した救命胴衣を必ず着用してください。

身体を保護できる衣服を着用してくださ
い。落水による水面への衝撃やジェットノズ
ル付近で強い噴流を受けた場合、身体開口部
に大きな怪我を負う恐れがあります。通常の
水着では下半身開口部の十分な保護になり
ません。身体保護のできるウェットスーツボ
トム等を必ず着用してください。厚くしっか
りした丈夫な布でデニムのように体にぴっ
たりした衣類がそれに相当します。しかし、
自転車競技用の短パンに使われているスパ
ンデックスのような織物は効果がありませ
ん。全身用のウェットスーツは体温の低下や
切傷等からの保護にもなります。

シューズ、手袋、風や水飛沫、紫外線か
ら目を保護できるゴーグル（保護眼鏡）等も
併せて着用ください。眼鏡の拘束紐には、眼
鏡が水没したときに水に浮くようなものも
有ります。

ハンドルはしっかりと握り、両足はフッ
トウェルフロアに乗せておきます。1 人での
操船に十分に慣れるまでは同乗者を乗せな
いでください。

最大積載重量（荷物および乗員の合計重量）：

160 kg
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同乗者との乗船
1 人のときに比べ、同乗者を伴う場合はマ

リンジェットの操船特性は異なってきます。

操船がより難しくなるために高度な技量が

必要となります。同乗させる前に、１人で十

分に練習して必要な技術を習得するように

してください。

操船者および同乗者は JCI 認定の救命胴

衣とウェットスーツボトム、または同等の保

護効果のある衣服を必ず着用してください。

マリンジェットの背後に人がいるときは、ス

ロットルを開けないでください。エンジンを

停止させるか、アイドル回転にしてくださ

い。ジェットノズルから排出される水や異物

で怪我をする恐れがあります。操船者がエン

ジンを掛けているとき同乗者は乗船しない

ようにしてください。

フットウェルフロアに足が届かないよう

な子供などは乗せないでください。同乗者は

前の人にしっかりと掴まり、両足はフット

ウェルフロアに乗せておきます。

同乗者が乗船しているとき、操船者は加速を

開始する前に、同乗者がしっかりと着座し、

両足がフットウェルフロアに乗っているこ

とを確認してください。
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出航

� 遊泳者、障害物、周囲の船舶等から回避

できる安全な速度や距離を保って航走し

てください。

� マリンジェットや船舶等の背後を追走し

ないでください。

� 周囲のものに水飛沫等が掛かるまで接近

しないでください。

� 急旋回等、周囲の操船者が予測困難な航

走は行なわないでください。

� 浅瀬や暗礁等のある水域では使用しない

でください。

JJU01502
20

浅瀬からの出航と乗船
1. 深さが 60 cm 以下のところでエンジンを

始動しないでください。十分に深いところ

までマリンジェットを運び、マリンジェッ

トの横または後ろ側から乗船します。

2. カールコードを左手首に取り付けた後、

緊急エンジン停止スイッチにロックプ

レートを取り付けます。

3. 両手でハンドルを握り、両足をフット

ウェルフロアに乗せ、エンジンを始動し

て出航します。

JJU01503

桟橋からの出航
1. マリンジェットの横から乗船します。

2. カールコードを左手首に取り付けた後、

緊急エンジン停止スイッチにロックプ

レートを取り付けます。

3. 桟橋からマリンジェットを押し出し、両

手でハンドルを握り両足をフットウェ

ルフロアに乗せ、エンジンを始動し出航

します。
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深いところでの乗船と出航

� 操船者と同乗者は深いところで乗船をす

る前に、浅瀬で乗船の練習を十分に行

なってください。深いところでの再乗船

を行なうためには、スキルや技量を必要

とします。

� 深いところでは、何回試みてもマリン

ジェットに再乗船できないことがありま

す。疲労や怪我をしたり、溺れたりする

危険性が増大します。

JJU01505

1 人で乗り込む場合
1. マリンジェットの後ろまで泳いでいき、

両手を乗船プラットフォームに掛け、身

体を引き上げます。そして片手でハンド

グリップを掴みます。
2. 身体を引き上げ、プラットフォーム上に

膝をつき、シートに移動して跨ります。
3. カールコードを左手首に取り付けた後、

緊急エンジン停止スイッチにロックプ

レートを取り付けます。

4. 両手でハンドルを握り両足をフット

ウェルフロアに乗せ、エンジンを始動し

て出航します。

出航する前には付近に船舶や障害物、遊泳者

等がいないことを確認してください。
21
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同乗者と乗り込む場合

ジェットノズルからの強い噴流は危険です。

下半身の身体開口部に噴流があたると怪我

をする恐れがあります。同乗者がシートに座

り、両足をフットウェルフロアに乗せて前の

人にしっかりと掴まるまでスロットルを開

けないでください。
1. 操船者は前述の 1人の場合と同じ方法で

シートに跨ります。カールコードを左手

首に取り付けた後、緊急エンジン停止ス

イッチにロックプレートを取り付けま

す。

2. 同乗者はマリンジェット後ろ側に移動

します。
3. 次に同乗者を乗船させ、シートに座らせ

ます。

同乗者が乗船するときは操船者と同乗者で

マリンジェットのバランスをとるようにし

てください。
4. 操船者は、同乗者が両足をフットウェル

フロアに乗せ、操船者にしっかりと掴

まっていることを確認します。

5. エンジンを始動させ、周囲を確認して、

所定の速度まで徐々に加速します。

出航する前には付近に船舶や障害物、遊泳者

等がいないことを確認してください。
22
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操船者と同乗者の合計体重が増すほど、マリ

ンジェットのバランスを保つことが難しく

なります。荷物などの重さを含めて総重量が

160 kgを越えないようにしてください。

停止状態でマリンジェットのバランスがと

りにくいときは、次にようにしてください。

1. 操船者が乗船する間は同乗者がマリン

ジェットの安定を保ってください。操船

者は船尾より乗り込んでシートに座り、

バランスを取ります。

2. 操船者はカールコードを左手首に取り

付けた後、緊急エンジン停止スイッチに

ロックプレートを取り付けます。

3. エンジンを始動してトローリング速度

で運航します。

4. 同乗者はフロアまで身体を持ち上げて

膝をつき、バランスをとります。シート

まで身体を移動させます。操船者は周囲

を見渡し、マリンジェットの加速を開始

します。

5. 徐々に加速して更に安定したバランス

をとります。
23
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転覆したときには
マリンジェットが転覆した場合、損傷や

負傷をしないために以下の手順を守ってく

ださい。

誤った引き起しをすると負傷する恐れがあ

ります。

� 緊急エンジン停止スイッチからロックプ

レートを外してエンジンを停止させてく

ださい。

� ジェットインテーク（吸水口）には手を

掛けないでください。

� マリンジェットの下敷きにならないよう

に注意してください。

転覆したときは緊急エンジン停止スイッチ

からロックプレートを外して必ずエンジン

を停止させてください。エンジンがオーバ

ヒートする恐れがあります。

1. 緊急エンジン停止スイッチからロック

プレートを外してエンジンを停止させ

ます。

2. マリンジェットの船尾まで泳ぎ、左手で

ライドプレートを掴み、右手または足を

ガンネル（船縁）に掛けて押し下げなが

ら時計回りに引き起します。必ず時計回

りに引き起してください。

転覆したマリンジェットの左舷が上に傾い

ている場合は、最初にガンネル（船縁）に体

重をかけてマリンジェットの左舷が下にな

るようにしてから時計回りに引き起してく

ださい。

マリンジェットを反時計回りで引き起さな

いでください。水がキャブレタやエンジンに

侵入して損傷の原因となります。
24
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岸させエンジンに不具合がないことを

点検します。

マリンジェットを 5 分以上転覆したままの

状態にすると、空気が分離給油システムに入

ることがあります。エアを抜くために、マリ

ンジェットを正常の姿勢に戻し、10 分間エ

ンジンを停止のまま放置あるいはトローリ

ング速度で運転します。
JJU01508

マリンジェットの旋回
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、マリ

ンジェットを動かし、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。
25
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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。

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. スロットルから完全に手を離すと推進

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、スロットルを

戻してしまうと旋回能力は急激に低下

します。スロットルから手を離した直後

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マリ

ンジェットはステアリングハンドル操

作に反応しません。

トローリング速度で航走中は、アイドル

回転の推進力のみでもステアリングハ

ンドルを操作するだけで緩やかに旋回

できます。

D. エンジンが停止すると推進力がなくな

ります。この場合、ステアリングハンド

ルを進みたい方向へ向けてもマリン

ジェットはそのまま直進します。

進路を変更するためにはスロットル操作進路を変更するためにはスロットル操作進路を変更するためにはスロットル操作進路を変更するためにはスロットル操作

が必要です。が必要です。が必要です。が必要です。

� 障害物を避けるときはスロットルを戻さ

ないで下さい。進路を変えるためにはス

ロットル操作が必要です。

� 高速航走時は徐々に旋回を行なうか、ま

たは旋回前に速度を落としてください。

高速で鋭角に旋回しようとすると、マリ

ンジェットがスライド（横スベリ）した

り、スピンしたりする要因になります。乗

船者がマリンジェットから放り出され、

負傷する可能性が高くなります。
26
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停船するときには
マリンジェットにはブレーキ装置が有り

ません。スロットルレバーを放したときに水

の抵抗によって減速します。フルスピードか

らはスロットルレバーを全閉にして、エンジ

ンを停止させてもマリンジェットは停船す

るまでに約 110 mほど進みます。この停船距

離は総重量、水面の状態、風向きによって異

なりますので目安としてください。

マリンジェットはスロットルレバーを放

すと減速しますが、完全に停船するまである

程度の距離を航走します。障害物まで十分な

停船距離（時間）がなく衝突する恐れのある

ときは、スロットルレバーとハンドル操作で

旋回して障害物を回避してください。

� 停船するときには十分な停止距離を確保

してください。

� 早めに行動を起し衝突防止に努めてくだ

さい。マリンジェットも一般の船舶同様

にブレーキ装置は有りません。

� 控えめな安全速度で航走し、周囲の遊泳

者、障害物、船舶等から十分な距離を保

ち、余裕をもって停船できるようにして

ください。

� 減速しているとき、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

ンは停止しないでください。
27
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海岸に着岸するときには
1. 障害物、船舶、遊泳者等が海岸付近にい

ないことを確認してください。海岸から

約 110 mのところでスロットルレバーを

戻し、減速をはじめてください。

2. ゆっくりと岸に近づき着岸地点に来る

前にエンジンを停止させます。エンジン

が停止しているときは旋回できないこ

とを忘れないでください。

3. マリンジェットから降りてマリン

ジェットを岸に引き上げます。

小石、砂、海藻、その他のゴミがジェットイ

ンテーク（吸水口）に入るとインペラの損傷

の原因となります。エンジンを止めて、着床

する前にマリンジェットから降りてくださ

い。

JJU01511

桟橋に接岸するときには
1. 障害物、船舶、遊泳者等がマリンジェッ

ト付近にいないことを確認してくださ

い。桟橋から約 110 m 離れたところで速

度を落とします。

2. ゆっくりと桟橋に近づき、接岸する直前

にエンジンを停止させます。

JJU01513

波が荒いところでの操船
波が荒いところでの操船や波間のジャン

プは、着水時にマリンジェットと操船者の両

方に大きな衝撃がかかります。操船者の胸や

顎をマリンジェット本体やハンドルに打ち

つけて、負傷する恐れがあります。顎をハン

ドルの真上においたり、足を艇体の外に出し

た状態での操船はしないでください。また、

艇体にひびが入ったり、中の部品を傷めたり

する恐れがあります。波が荒いときや悪天候

での使用は避けてください。
28
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使用後のお手入れ

マリンジェットを使用した後、必ず以下

のお手入れを実施してください。

1. マリンジェットを陸揚げします。

2. 水道水で艇体、ステアリングハンドル、

ジェットユニットを洗浄します。

3. シートを取り外し、エンジンルームを点

検します。溜っている水を排出するとき

は、船尾ドレンプラグを外し、ビルジに

溜った水が全て排出されるようにマリ

ンジェットの船首部分を持ち上げます。

このマリンジェットには自動ビルジ排水装

置がついています。これにより航走中にエン

ジンルーム内に溜ったビルジが排出されま

す。

しかし多少のビルジが残るため、2 個のドレ

ンプラグを取り外して排出する必要があり

ます。

4. マリンジェットを水平に置きます。

5. 冷却系統が塩分、砂、ゴミなどで目詰ま

りしないように冷却系統を水道水で洗

浄します。（冷却系統の水洗手順につい

ては 4-1 ページから 4-2ページを参照く

ださい。）

6. 素早いスロットルの開閉操作を繰り返

し行ない、冷却系統に残っている水を排

出します。

マリンジェットを陸揚げした後はスロット

ル全開または15 秒以上の運転は行なわない

でください。エンジンがオーバヒートする恐

れがあります。
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7. マリンジェットを1 週間以上保管する場

合は防錆処理のためにエンジン内部を

潤滑します。（潤滑方法については 4-3

ページを参照ください。）

8. 少量の水でエンジンやエンジンルーム

を水洗いします。

高圧の水で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。

9. 乾いた布でエンジンとエンジンルーム

を拭きます。（必要であればステップ 3を

繰り返します。）

10.艇体、ステアリングハンドル、ジェット

ユニットを乾いた布で拭きます。

11.腐食を防止するために、金属部品に防錆

剤をスプレーします。

12.シートを取り付ける前に、エンジンルー

ムを外気にあて完全に乾燥させます。
30
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運搬

マリンジェットを運搬する場合は燃料コッ

クを必ず“OFF”位置にしてください。ガソ

リンが漏れてエンジンやエンジンルーム内

に入って火災を起す恐れがあります。

消防法に従った運搬をしてください。

マリンジェットをトレーラに積んで運ぶ

ときは、バウアイと船尾のロープホールを

使ってロープまたは固定器具でトレーラに

固定します。

ロープや固定器具はシートに直接かからな

いようにしてください。シートの表面が傷付

きます。また傷や破損を防止するために、

ロープや固定器具がマリンジェット本体に

接する箇所にはタオル等の適当な保護具を

当ててください。
31
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保管の手順

� マリンジェットを保管する場合は燃料

コックを必ず“OFF”位置にしてください。

ガソリンが漏れてエンジンやエンジン

ルーム内に入って火災を起す恐れがあり

ます。

� 消防法に従った運搬をしてください。

冬場など長期間にわたってマリンジェッ

トを保管する場合は、劣化防止のための整備

が必要です。保管の前にヤマハ取扱店による

格納整備を受けることをお奨めします。ただ

し次に説明する作業は簡単なツールを使っ

てご自身で行なうことができます。

JJU01629

冷却系統の洗浄
塩、砂、ゴミなどによるエンジン冷却経

路の目詰まりを防止するために洗浄が必要

です。

� 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。水がマフラからエンジン内部に逆流

して、重大なエンジンの損傷をまねく恐

れがあります。

� エンジン冷却経路へ水道水を供給せずに

15 秒以上エンジンを運転しないでくだ

さい。オーバヒートを起す恐れがありま

す。
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1. 陸上にて艇体を水平に安定させます。

2. キャップ 1 を開けます。水道水ホース

アダプタ2を水洗ホースコネクタ3に

押し込み、固定されるまで回します。

3. 水道水ホースアダプタと水道の蛇口を

ホースで接続します。

4. エンジンを始動させます。始動後はただ

ちに、冷却水点検孔から水が連続的に出

はじめるまで蛇口を徐々に開けます。

5. アイドル回転でエンジンの運転状態を

見ながら約 3 分間運転します。

もし、途中でエンジンが止まったとき

は、ただちに水道水の供給を止めます。

再び上記手順どおりに行ないます。

6. 蛇口を閉めた後、10 ～ 15 秒間内に素早

いスロットルの開閉操作を数回繰り返し

行ない、冷却経路に残っている水を排出

します。

7. エンジンを停止させます。

8. 水道水ホースアダプタを取り外し、

キャップを確実に取り付けます。
-2
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潤滑

� 防錆剤をエンジンへスプレーした後は必

ずキャップを確実に取り付けてくださ

い。そのままにしておくと水がエンジン

に入って故障の原因となります。

� エンジンはスロットル全開、または 15 秒

以上運転しないでください。エンジンが

オーバヒートする可能性があります。

1. サイレンサカバーのキャップ 1 を開き

ます。

2. 換気良好な場所でマリンジェットのエ

ンジンを始動させます。

3. エンジンをアイドル回転数より少し高

めの回転数で運転しながら、サイレンサ

カバーの穴からできるだけ多量の防錆

剤（ヤマハマリンガード 部品番号：

90790-74008）または同等品をキャブレ

タ内にスプレーします。エンジンが失速

して停止するまで（または最大 15 秒間）

スプレーを続けます。

4. キャップをもとのように確実に取り付

けます。

5. スロットル、チョーク、ステアリングな

どのケーブル類に全て潤滑剤を塗布し

ます。

6.「点検整備と調整」の「グリスポイント」

を参照し、マリンジェットの各部にグリ

スを塗布します。
-3
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燃料系統
長期間の保管をするときは、燃料を排出

してください。ガソリンから発生するワニス

等の堆積物の沈殿が防止できます。

ガソリンには高い引火性と爆発性がありま

す。

火災や爆発は死傷の要因となります。エンジ

ンは必ず停止させてください。タバコは吸わ

ないでください。ガソリンはこぼさないよう

に扱ってください。こぼれたガソリンはただ

ちに拭き取ってください。

燃料の排出
1. 燃料コックを“OFF”位置にします。

2. サイフォンホースを使って燃料タンク

を空にします。
-4
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バッテリ
マリンジェットを 1ヶ月以上使用しない

ときは、先に（－）バッテリケーブル、次に

＋）ケーブル、ブリーザパイプを外してバッ

テリを取り出します。

水道水を使ってバッテリのケースを清掃

します。電極端子部分に汚れや腐食が見られ

たら、ワイヤブラシ等を使ってバッテリケー

ブルとの接触面をよく磨きます。

補充電を行なってから、涼しく暗い場所

で保管をします。バッテリ電極端子部分には

ヤマハグリス Aを塗布します。

バッテリは保管中も自己放電しますの

で、少なくとも 2ヶ月に一度は定期的に補充

電を行なってください。

バッテリを補充電せずに放置すると、使用で

きなくなる恐れがあります。定期的に補充電

を行なってください。

バッテリの状態はバッテリ液の比重を測る

ことで判りますが、バッテリ電極端子間の電

圧を測ることでも、バッテリの状態を概ね知

ることが出来ます。電圧が 12V 未満の場合は

補充電を行なってください。

比重の測定や補充電等はヤマハ取扱店、バッ

テリの取扱店等で行なうことをお奨めいた

します。ご自身でこれらの作業を行なう場合

は、機器の使用説明書をよく読んでから行

なってください。

バッテリ液の比重（参考値 )：

1.28（20℃）
-5
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掃除
マリンジェットを長期間保管するときは

掃除をします。

1. 艇体、ハンドル、ジェットポンプを水道

水で洗います。

2. エンジンやビルジ溜りを水道水ですす

ぎます。水を全て排水して残っている水

はきれいな乾いた布で拭き取ります。

3. エンジン外部に防錆剤（ヤマハマリン

ガード：90790-74008）と潤滑油をスプ

レーしておきます。

4. 艇体部はヤマハボートワックス（部品番

号：90790-74013 固形300 g/90790-74014

液体 500 ml）などを使って磨きます。

5. シートなどのビニール、その他のゴム部

分は全て中性洗剤を使って拭きます。
-6



J_F0W-01.book  7 ページ  ２００１年８月３１日　金曜日　午後１時９分
4

JJU01523

点検整備と調整

所有者は定期的な点検、調整、給脂を行

なうことにより、マリンジェットをいつも安

全で良好な状態に保つよう心掛ける必要が

あります。点検、調整、給脂（潤滑）等につ

いては次ページ以降に説明いたします。

補修部品が必要なときは、ヤマハ純正部

品もしくは同等品を使用してください。

ヤマハ純正部品と質的に同等でない部品や

付属品を取り付けたために生じた故障は、保

証の対象とはなりませんのでご承知おきく

ださい。

� 整備作業中は特別に指示があるとき以外

は、必ずエンジンを停止してください。可

動部品への接触や感電などにより負傷す

る恐れがあります。所有者がマリン

ジェットの整備についてよく判らないと

きは、ヤマハ取扱店に整備を依頼してく

ださい。整備上のミスは正常な作動を阻

害し、事故につながる可能性が高くなり

ます。

� 改造はマリンジェットの性能低下や騒音

の原因となるとともに、使用上の安全性

が失われる恐れがあります。何らかの部

品交換や取り付けをする場合は事前に

ヤマハ取扱店に相談してください。
-7
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取扱説明書と工具セット
マリンジェットを使用するときは常に取

扱説明書と工具セットを携行することをお

奨めします。マリンジェットには取扱説明書

や工具セットを格納するための物入れ 1 が

用意されています。

取扱説明書等は水で傷めないように防水袋

に入れておくことをお奨めします。取扱説明

書が傷んだときには、ヤマハ取扱店を通じて

入手することができます。

本書には所有者ご自身で行なえる点検整

備の方法が記載されています。附属の工具

セット 2 だけでも十分ですが、ナットおよ

びボルトを正しく締め付けるためにはこの

他にトルクレンチ等も必要となります。
-8
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定期点検表
点検整備作業の間隔は使用状態によって異なりますが、下表には一般的な目安が記載さ

れています。

（�）の印は所有者が自分でできる点検であることを意味します。

（❍）の印はヤマハ取扱店が行なう作業であることを意味します。

*1: グリス量 ＝ 33.0 ～ 35.0 cm3

*2: グリス量 ＝ 6.0 ～ 8.0 cm3

項目

作業間隔 購入初年度 次年度以降

参照ページ

作業内容
10時間

50時間

（3ヶ月）

100時間

（6ヶ月）

100時間毎

（6ヶ月毎）

200時間毎

（12ヶ月毎）

スパークプラグ 点検 /清掃 /調整 � � � � 4-13

グリスポイント グリス塗布 � � 4-14

中間ハウジング グリス注入 ❍*1 �*2 �*2 4-16

燃料系統 点検 ❍ ❍ 4-10

燃料フィルタ 点検 /交換 ❍ ❍ 4-10

燃料タンク 清掃 ❍ 4-11

分離給油システム 点検 /清掃 ❍ ❍ 4-11

トローリング速度 調整 � � 4-20

キャブレタ

スロットルシャフト

点検
❍ ❍ ―

冷却水通路 清掃 /水洗 �（使用後

毎回）
4-1

ビルジストレーナ 清掃 � � � ―

インペラ 点検 � � � ―

ステアリングケーブ

ル

点検
� � 4-12

QSTS 点検 � � 4-13

スロットルケーブル 点検 /調整 � � 4-12

ドレンプラグ 点検 /交換 � 3-29

バッテリ 点検 � （使用前

に液量点検）
4-18

ラバーカプリング 点検 ❍ ―

ボルトおよびナット類 増し締め ❍ ❍ ❍ ―
4-9
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JJU01526

燃料系統の点検

ガソリンは高い引火性と爆発性があります。

火災や爆発は死傷の要因になります。エンジ

ンは必ず停止させてください。タバコは吸わ

ないでください。ガソリンはこぼさないよう

に扱ってください。

燃料系統からの漏れ、損傷、劣化などを

点検します。不具合が見つかったときは必要

に応じて修理交換をします。修理交換が必要

な場合はヤマハ取扱店にご相談ください。

点検箇所：

� キャブレタからの燃料漏れ

� 燃料ポンプの故障、または燃料漏れ

� 燃料タンク内への水の混入、またはゴミ

の有無

� 燃料タンクキャップの損傷

� 燃料タンクからの燃料漏れ

� 燃料ホース継ぎ目からの燃料漏れ

� 燃料ホースの損傷

� 燃料フィルタからの燃料漏れ

� 燃料コックからの燃料漏れ

� エア抜きチェックバルブからの燃料漏れ

燃料漏れの点検修理を怠ると火災や爆発の

原因となる恐れがあります。

JJU01527

燃料フィルタ
燃料フィルタ 1 は 1 年毎（200 時間使用

毎）またはフィルタに水が混入している場合

に交換する必要があります。交換はヤマハ

取扱店に依頼してください。

燃料フィルタはご自分で取り替えないでく

ださい。取り付けが悪いとガソリンが漏れて

火災や爆発を引き起す恐れがあります。交換

は必ずヤマハ取扱店に依頼してください。
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燃料タンク
燃料系統への水の混入等により燃料タン

ク 1 を清掃するときは、ヤマハ取扱店に整

備を依頼してください。
11

JJU01529

分離給油システムの点検
分離給油システムからのオイル漏れ、損

傷、劣化を点検します。不具合が見つかった

ときは、必要に応じて修理交換をします。修

理交換が必要な場合はヤマハ取扱店にご相

談ください。

点検箇所：

� オイルタンクの破損

� オイルタンク内への水の混入、またはゴ

ミの有無

� オイルポンプからの漏れ

� オイルホースとその継ぎ目からの漏れ

� オイルフィルタの目詰まり

JJU01530

オイルタンク
オイルタンクの破損、割れ、およびオイ

ルホースとその継ぎ目からの漏れを点検し

ます。オイルタンクの掃除が必要な場合、ま

たは水やゴミが混入している場合は、ヤマハ

取扱店に整備を依頼してください。

JJU01531

オイルフィルタの掃除
オイルタンクに十分なオイルが残ってい

るにもかかわらずオイル警告が作動したと

きは、オイルフィルタ 1 の詰まりが考えら

れます。オイルフィルタをオイル残量センサ

と共に取り外して清掃します。作業が困難な

時は、ヤマハ取扱店でオイルフィルタの清掃

を行なってください。
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ステアリングケーブルの点検
ハンドルおよびジェットノズルが滑らか

に作動するかどうかを点検します。

ハンドルを左右いっぱいに（ロックから

ロック位置まで）向けたとき、ジェットノズ

ルとリフレクタまでのそれぞれの距離 Aと B

の差が規定値内にあることを確認してくだ

さい。

ステアリングが固いとき、あるいは調整

不良のときはヤマハ取扱店に整備を依頼し

てください。

Aと Bの距離の差：5 mm以内

JJU01534
スロットルケーブルの点検と調整
スロットルレバーの操作を繰り返し、放

したときにもとの設定位置まで滑らかに戻

ること､遊びが規定値内にあることを確認し

ます。

1. スロットルレバーを軽く握ったり離した

りします。滑らかに戻らない場合はヤマハ

取扱店に整備を依頼してください。

2. スロットルレバーの遊び a はロック

ナット 1 を緩め、遊びが規定値内に収

まるようにアジャスタ 2 を回して調整

してください。

スロットルレバーの遊びa:

4～ 7 mm
12
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クイック･シフト･トリム･システ
ム（QSTS）の点検

シフトロックレバーがロック位置に滑ら

かに戻り、QSTS コントローラが正しく固定

されて、ジェットノズルが上下に動くことを

確認します。

1. シフトロックレバーを繰り返して操作

します。
2. レバーを放したとき、ロック位置に滑ら

かに戻ることを確認します。

3. シフトロックレバーを引き寄せた時に

QSTS コントローラが滑らかに動き各ポ

ジションに入ることを点検します。
4. コントローラをニュートラルから船首

アップ、または船首ダウンにシフトした

ときに、ジェットノズルの角度が中間位

置から上、または下に変わることを確認

します。

システムが正常に作動しない場合は、

ヤマハ取扱店に整備を依頼してください。
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スパークプラグの清掃と調整
スパークプラグはエンジンの重要な構成

部品の一つで、容易に点検することができま

す。スパークプラグの状態でエンジンの状態

もある程度判ります。例えば中心電極の碍子

部分が白いときはそのシリンダの吸気漏れ

または気化に問題がある可能性があります。

そのような場合は自分で診断しようとせず

に、ヤマハ取扱店にご相談ください。

熱やカーボン付着によってスパークプラ

グは次第に劣化や消耗するため、定期的に取

り外して点検してください。電極の消耗、あ

るいはカーボン等の付着がひどい場合は、新

しいスパークプラグと交換してください。

スパークプラグを取り付ける前には隙間

ゲージを使って電極の隙間を測定します。必

要な場合は隙間を調整します。

スパークプラグの再取り付け：

1. ガスケット面を清掃します。

2. スパークプラグネジ部のゴミを拭き取

ります。

3. 規定トルクで締め付けます。

標準スパークプラグ :NGK BR8ES

電極の隙間a:0.7～ 0.8 mm

スパークプラグの締め付けトルク：

25 N・m（2.5 kgf・m）
14
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� スパークプラグキャップを取り付ける前

にはスパークプラグの表面やキャップ内

側の水分を必ず拭き取ってください。カ

チリと音がするまで押し込みます。

� スパークプラグを取り付けるときにトル

クレンチが無い場合は、まず指でしっか

りと締め込み、そこから更に 1/4から 1/2

回転させるとほぼ正しいトルク（新品の

スパークプラグ使用時）が得られます。そ

の場合もできるだけ早くトルクレンチを

使用して正規トルクで締め付けてくださ

い。

スパークプラグの脱着は碍子部分を破損さ

せないように注意して行なってください。碍

子が破損すると漏電の原因となり爆発や火

災の要因となる恐れがあります。
JJU01601

グリスポイント
可動部分の摺動や回転を滑らかにするた

めにヤマハグリスA（部品番号：90890-69910）

または同等品を塗布、注入します。

� スロットルケーブル（キャブレタ側）

� オイルポンプケーブル

� チョークケーブル（キャブレタ側）
� スロットルケーブル（ハンドル側）

スロットルレバーを引いてシール1を取

り外します。スロットルケーブルの内側

に防錆剤（マリンガード 部品番号：

90790-74008）をスプレーして、シールを

もとのように確実に取り付けます。
15
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� ステアリングケーブル（ハンドル側）
� ステアリングケーブル（ノズル側）

� ノズルピボットシャフト

� QSTSケーブル（ノズル側）
� QSTSケーブル（プーリ側）
� QSTSケーブル（ハンドル側）

QSTSケーブルのカバーを外します。

QSTS アウターケーブルの内側に防錆剤を

スプレーします。
16
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� YPVSケーブル
� チョークケーブル（ハンドル側）

アウターケーブルの内側に防錆剤をスプ

レーします。
� 中間ハウジング

グリスガンを使ってグリスニップル1よ

り規定容量のグリスを注入します。

グリス注入量：

初回点検時 33～ 35 cm3

100時間（6 ヶ月）毎点検時 6～ 8 cm3
17
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バッテリの点検
バッテリ液のレベルを点検し、リードが

確実に締まっているかを確認します。

バッテリ取り扱い上のご注意

バッテリは引火性ガス（水素ガス）を発生し

ますので取り扱いを誤ると爆発し怪我をす

ることがあります。

� 火気厳禁 =ショートやスパークさせたり、

タバコ等の火気を近づけないでくださ

い。

� 補充電は風通しの良いところで行なって

ください。

� 落下等の強い衝撃を加えないでくださ

い。

� バッテリ液は希硫酸で、皮膚、目、衣服

に付着すると侵されますので取り扱いに

は十分注意してください。

� 子供の手の届くところに置かないでくだ

さい。

応急手当

� 万一、バッテリ液が皮膚、衣服に付着し

たときはただちに大量の水で洗い流して

ください。

� 目に入ったときはただちに大量の水で十

分に洗い、医師の治療を受けてください。

バッテリを横にしないようにしてください。

バッテリ液の補充や補充電を行なうときは、

必ずバッテリを船内から取り出してくださ

い。

バッテリを点検するときはブリーザパイプ

がバッテリに接続され挟まれていないこと

を確認してください。
18
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バッテリ液の補充：

1. バッテリ液の液面が上限マーク 1 と下

限マーク 2 の間に有ることを確認しま

す。

2. 必要に応じて、蒸留水を補充します。

通常の水道水にはバッテリに有害なミネラ

ル類が含まれていますので補充には必ず蒸

留水を使用してください。

補充電：

急速充電は行なわないでください。バッテリ

の寿命を縮める原因となります。

補充電はヤマハ取扱店、バッテリの取扱

店等で行なうことをお奨めいたします。ご自

身でこの作業を行なう場合は、充電機器の使

用説明書をよく読んでから次の点に注意し

て行なってください。

1. 全てのバッテリキャップを取り外しま

す。

2. バッテリ液量が少ない時は、液面が所定

の位置になるまで蒸留水を補充します。

3. 充電電流を 1.9 アンペア程度にして、各

セルからガスが盛んに発生をし続ける

まで時間をかけて充電を行ないます。
19

バッテリ端子の接続：

1. バッテリをマリンジェットに取り付け

るときは必ず各端子の接続が正しくさ

れていることを確認します。

2. ブリーザパイプが正しく接続され、損傷

や詰まりのないことを確認します。

3. バッテリが所定の場所に確実に固定さ

れていることを確認します。
1（＋）線（赤）

2（－）線（黒）

3 ブリーザパイプ
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キャブレタの調整
キャブレタの調整は専門的な知識と経験

のあるヤマハ取扱店に依頼してください。た

だし次の調整はご自身で行なうことができ

ます。

キャブレタは規定値に調整されています。技

術的な知識なしにセッティングを変更する

と、エンジンの性能低下や損傷の原因となり

ます。

JJU01635

トローリング速度（エンジン最低速度）
1. マリンジェットを水面に浮かべます。

2. エンジンを始動し1～ 2 分ほど暖機運転

を行ないます。計測用タコメータ、また

は製品に装備されたタコメータを使用

してエンジン回転数を規定値に調整し

ます。

3. エンジン回転数を上げる場合はスロッ

トルストップスクリュ1 を時計方向に、

下げる場合は反時計方向に回します。

トローリング速度：1,250～ 1,350 r/min
20
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JJU01636

ヒューズの交換
ヒューズは電装ボックス1の中に有りま

す。

ヒューズを交換する場合：

1. キャップ 2 を取り外して赤いリード線

を引き電装ボックスの中からヒューズ

ホルダ3 を引き出します。

2. ヒューズホルダを開け、ヒューズ 4 を

同容量のものと交換します。

容量の異なるヒューズは使用しないでくだ

さい。容量が異なるヒューズを代用すると電

気系統全体の破損や火災の原因となります。

JJU01543

オイルポンプのエア抜き
オイルタンクが完全に空になったり、オ

イルポンプの接続ホースを取り外した場合、

オイルポンプのエア抜きが必要になります。

その際はヤマハ取扱店にご依頼ください。

ヒューズの容量：10 A
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ヤマハ･アジャスタブル･スポン
ソン (YAS)の調整

操船者の能力や航走状況に合せ、より適

切な艇体特性に調整することができます。

2-19ページのヤマハ･アジャスタブル･スポ

ンソンを参照ください。）

YAS の調整：

1. 取り付けボルト1 を外します。

2. スポンソンを外して、新しい場所に入れ

直します。

両方のスポンソンが同じ高さになる様に気

をつけてください。

3. ボルトを規定トルクで締めつけて、スポ

ンソンを固定します。

規定トルク：

18 N・m (1.8 kgf・m)
22
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JJU01602

仕様諸元

機種名
単位 MJ-GP800R

項目

艇体許容量

定員 名 2

最大積載量 Kg 160

寸法

全長（LOA） m 2.93

全幅（BOA） m 1.15

全高（DOA） m 1.02

船の長さ（LR） m 2.51

船の幅（BR） m 1.05

船の深さ（DR） m 0.43

乾燥重量 *1 Kg 268

性能

呼称最大出力 KW(PS) @ r/min 81(110) @ 7,000

連続最大出力 KW(PS) @ r/min 81(110) @ 7,000

燃料消費量 L/Hr 49

航続時間（全開時） Hrs 1.2

トローリング回転数 r/min 1,250～ 1,350

エンジン

エンジン種別 2サイクル

シリンダ数 2

総排気量 cm3 784

内径×行程 mm 80.0× 78.0

圧縮比 6.6 : 1

潤滑方式 分離給油

冷却方式 水冷

始動方法 電動スタータ

点火方式 デジタル CDI

スパークプラグ BR8ES (NGK）

電極隙間 mm 0.7～ 0.8

バッテリ容量 V-AH 12 - 19

発電方式 フライホイールマグネト

ドライブ

推進方法 ジェットポンプ

ジェットポンプ形式 軸流一段式

インペラ回転方向 左（後ろから見て）

インペラ駆動伝達方式 エンジン直結

ステアリング（ノズル）切れ角度 ° 23 + 23
トリム（ノズル）角度 ° -5,0,5,10,15

燃料とオイル

推奨燃料 無鉛レギュラーガソリン

推奨エンジンオイル YAMALUBE（ヤマルーブ）2-W、ヤマハ船外機 SS

オイル、プロマー

燃料タンク容量 L 60（予備燃料 10 L含む）

エンジンオイル容量 L 5.5

*1 燃料、オイル等を除く
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万一トラブルが

起こったら
5

トラブルシューティング（故障診断）...5-1

故障診断表 .......................5-1

緊急時の対応方法 ...................5-3

ジェットインテーク（吸水口）と

インペラの掃除 ...................5-3

ブースタケーブルの使用 ...........5-5

マリンジェットの曳航 .............5-7

水没時の処置 .....................5-8
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トラブルシューティング（故障診断）

万一故障などのトラブルが発生したときには、この故障診断表に従って点検してくださ

い。もし故障原因が見つからない場合や処置手順、部品交換手順が本書に記載されていな

い場合はヤマハ取扱店へご相談ください。

JJU01603

故障診断表
推定原因とその処置内容を確認してから参照ページを見て処置してください。

\ 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

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
2-8

ヒューズ 溶断 配線を点検してヒューズ

を交換する
4-21

バッテリ 容量低下 充電する 4-18

端子接続不良 締め付ける 4-18

端子の腐食 清掃する ―

始動回路 不良 ヤマハ取扱店で整備を受

ける
―

スタータモータは作動する

燃料コック “OFF”位置になっている 燃料コックを“ON”の位置

にする
2-7

燃料 燃料が無い 給油する 3-3

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
4-10

燃料タンク 水やゴミが混入している ヤマハ取扱店で整備を受

ける
4-11

スパークプラグ 汚損または不良 清掃または交換 4-14

スパークプラグ

キャップ

取り付け不良 正しく取り付ける
4-14

クランクケース 水が充満している プラグを外したままスター

タモータを作動（クランキ

ング）し、排水する

5-8

燃料フィルタ 目詰まり、または水が混

入している

ヤマハ取扱店で整備（交換）

を受ける
4-10

チョーク レバー操作でチョークバ

ルブがしっかり閉じない

ヤマハ取扱店で整備を受け

る
2-8
5-1
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エンジンの回転にムラが

ある、あるいは停止する

燃料 燃料が無い 給油する 3-3

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
4-10

チョーク レバーが引いたままであ

る

押し込み、もとの位置ま

で戻す
2-8

燃料フィルタ 目詰まりしている ヤマハ取扱店で整備（交換）

を受ける
4-10

燃料タンク 水やゴミが混入している ヤマハ取扱店で整備を受

ける
4-11

スパークプラグ 汚損または不良 交換する 4-14

プラグ熱価不適当 交換する 4-14

電極の隙間が不適当 調整する 4-14

スパークプラグ

キャップ

キャップの取り付け不良 正しく取り付ける 4-14

キャップの損傷 交換する ―

電気配線 接続不良 締め付ける、または正し

く接続する
―

キャブレタ 調整不良 調整する 4-20

詰まり ヤマハ取扱店で整備を受

ける
―

メータの警告表示が点灯

する

燃料残量 燃料が無い 給油する 3-3

エンジンオイル

残量

オイルが無い ただちに給油する 3-5

オイルフィルタが目詰ま

りしている

掃除する
4-11

エンジンのオー

バヒート

ジェットインテーク（吸

水口）が目詰まりしてい

る

掃除する

5-3

水温センサ不良 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（吸

水口）が目詰まりしてい

る

掃除する

5-3

インペラ損傷または摩耗 ヤマハ取扱店で整備を受

ける
―

エンジンのオー

バヒート

ジェットインテークが目

詰まりしている

掃除する
5-3

燃料フィルタ 目詰まり ヤマハ取扱店で整備（交換）

を受ける
4-10

スパークプラグ 汚損または不良 交換する 4-14

プラグ熱価不適当 交換する 4-14

電極間の隙間が不適当 調整する 4-14

スパークプラグ

キャップ

キャップの取り付け不良 正しく取り付ける
4-14

電気配線 接続不良 締め付ける、または正し

く接続する
―

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
4-10

ビルジ 水が溜っている 排水する 3-8

故障 推定原因 処置内容 参照ページ
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緊急時の対応方法
JJU01549

ジェットインテーク（吸水口）
とインペラの掃除

海藻やゴミなどがジェットインテーク

吸水口）やインペラに詰まると、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エンジンがオーバ

ヒートして焼き付きを起す恐れがあります。

海藻やゴミなどが目詰まりしていると思わ

れるときは、マリンジェットを岸に引き上げ

てジェットインテークとインペラを点検し

てください。マリンジェットを岸に引き上げ

る前に必ずエンジンを停止させてください。

ジェットインテーク（吸水口）やインペラか

ら異物を取り除く前には必ずエンジンを停

止させて、緊急エンジン停止スイッチから

ロックプレートを外してください。ジェット

ポンプの回転部品に触れると重大な事故に

つながる恐れがあります。

1. 図のようにマリンジェットを横にしま

す。

� 艇体に傷がつかないように、マリン

ジェットの下には適当なカーペットなど

を敷いてください。

� マリンジェットは必ず左舷側（左側）を

下にして回転させてください。

� マリンジェットを横にするときはハンド

ル等の損傷を防ぐためにガンネルを持っ

てください。
-3
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2. ジェットインテーク、ドライブシャフ

ト、インペラ、ジェットノズルの周囲か

ら海藻やゴミを取り除きます。取り除く

ことが難しい場合は、ヤマハ取扱店に相

談してください。

海藻が密生している場所での使用は避けて

ください。どうしても密生箇所を通過する必

要がある場合は、スロットルを全開にしたり

緩めたり交互に操作してください。速度が一

定のときやトローリング速度での航走の方

が海藻は付着しやすくなります。海藻が

ジェットインテークやインペラ部分に詰

まった場合は上記の掃除方法に従ってくだ

さい。
-4
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ブースタケーブルの使用
バッテリが電圧低下して使えなくなった

場合は 12 ボルトのバッテリとブースタケー

ブルを使ってエンジンを始動することがで

きます。

バッテリ取り扱い上のご注意

バッテリは引火性ガス（水素ガス）を発生し

ますので取り扱いを誤ると爆発し怪我をす

ることがあります。

� 火気厳禁 =ショートやスパークさせたり、

タバコ等の火気を近づけないでくださ

い。

� 補充電は風通しの良いところで行なって

ください。

� 落下等の強い衝撃を加えないでくださ

い。

� バッテリ液は希硫酸で、皮膚、目、衣服

に付着すると侵されますので取り扱いに

は十分注意してください。

� 子供の手の届くところに置かないでくだ

さい。

応急手当

� 万一、バッテリ液が皮膚、衣服に付着した

ときはただちに大量の水で洗い流してく

ださい。

� 目に入ったときはただちに大量の水で十

分に洗い、医師の治療を受けてください。
-5
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ブースタケーブルの接続方法
1. 赤色のブースタケーブル 1 を使って両

方のバッテリの（＋）端子を接続します。

2. 黒色のブースタケーブル 2 をブースタ

バッテリ3 の（－）端子に接続します。

3. 黒色のブースタケーブルの他端をシリ

ンダヘッドの塗装していないボルトに

接続します。

－）側ブースタケーブルの他端をマリン

ジェット側のバッテリの（－）端子には接続

しないでください。エンジンを始動する前に

全ての接続部が確実に正しく接続されてい

ることを確認してください。接続を間違える

と電気系統部品の故障の原因となります。

4. エンジンを始動した後は逆の手順で

ブースタケーブルを取り外します。

� エンジン運転中はエンジン始動スイッチ

を絶対に押さないでください。

� スタータモータは連続して 5 秒以上回さ

ないでください。バッテリが上がり、エ

ンジンが始動できなくなる恐れがありま

す。また、スタータモータ損傷の要因と

もなります。5 秒でエンジンが始動しない

ときは、15 秒待ってから再始動してくだ

さい。
-6
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マリンジェットの曳航
自力での航行ができなくなったときの緊

急時には、マリンジェットを岸まで曳航して

ください。その場合、エンジンルームに水が

入らないように船首は必ず水面より上に出

るようにしてください。曳航されるマリン

ジェットには操船者が乗り、ハンドルを握っ

てバランスをとってください。

� 曳航はゆっくりと行なってください。曳

航速度が早すぎるとエアダクト部分から

水が浸入してエンジンルームを浸水させ

る恐れがあります。

� 曳航には必ず船首のバウアイ1を使用し

てください。

� 曳航中は船首を必ず水面より上に出し、

エンジンルームへの浸水を防止します。

� マリンジェットの曳航は緊急時のみに限

り行なってください。

� 曳航ロープは曳航する船舶が減速したと

きにマリンジェットが追突しないように

十分に長いものを使用してください。目

安としては、曳航する船舶とマリン

ジェットの船の長さを合せた 3 倍以上の

曳航ロープを使用します。特に低速で曳

航する場合はこれよりも短いロープを使

用してもかまいません。

� 曳航する船舶の操船者は速度を最低限に

保ち曳航されているマリンジェットに

とって危険となる周囲の船舶や障害物等

を回避します。
-7
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水没時の処置
マリンジェットが水没した場合は、次の

手順に従って応急処置を施し、できるだけ速

やかにヤマハ取扱店にて整備を受けてくだ

さい。そのまま放置しておくと重大なエンジ

ン故障の原因となります。

応急処置：

1. マリンジェットを岸に引き上げ、船尾の

ドレンプラグを取り外して排水します。

ドレンプラグの正しい使い方について

は 3-8 ページの「ビルジ」を参照くださ

い。

各物入れに溜った水は、底に有る栓を外

して排水します。

2. 燃料コックを“OFF”にします。

3. スパークプラグを取り外して乾かしま

す。

4. スパークプラグを外したまま、シリンダ

内の水が完全に無くなるまでスタータ

モータを回します。

5. ドレンプラグとスパークプラグをもと

のように取り付けます。

6. 燃料コックを“ON”にします。

7. マリンジェットを再び水に浮かべ、エン

ジンを 10 分間以上運転します。エンジ

ンが始動しないときは上記手順を繰り

返してください。

8. エンジンを停止します。

9. 燃料コックを“OFF”にしスタータモー

タを回しながら防錆剤をスプレーし、

キャブレタからエンジン内部へ吸い込

ませます。

10.できるだけ速やかにヤマハ取扱店で整

備を受けてください。
-8
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附録
6

索引 ...............................6-1



J_F0W-01.book  1 ページ  ２００１年８月３１日　金曜日　午後１時９分
JJU01555

索引
R
RESET(リセット )ボタン ............ 2-15
ア
浅瀬からの出航と乗船............... 3-20
アワーメータ ...................... 2-16
イ
一般的に使用するマリンジェットの
航行区域 .......................... 1-15
いつまでもきれいな海で乗るために... 1-18
ウ
運搬 .............................. 3-31
エ
エンジンオイル ..................... 3-4
エンジンオイルの給油................ 3-5
エンジン始動スイッチ................ 2-9
エンジン停止スイッチ................ 2-7
エンジンの始動 .................... 3-15
エンジンの停止 .................... 3-17
エンジン番号 ....................... 1-1
エンジンルーム ..................... 3-7
オ
オイル残量警告 .................... 2-17
オイルタンク ...................... 4-11
オイルタンクキャップ................ 2-6
オイルフィルタの掃除............... 4-11
オイルポンプのエア抜き............. 4-21
オーバヒート警告装置............... 2-13
オーバヒート警告................... 2-17
カ
カールコード ...................... 3-11
海岸に着岸するときには............. 3-28
ガソリンの給油 ..................... 3-3
環境、周辺の人々との調和のために... 1-17
キ
キャブレタの調整................... 4-20
緊急エンジン停止スイッチ............ 2-8
緊急時の対応方法.................... 5-3
ク
クイック･シフト･トリム･システム
（QSTS）............................ 2-11
クイック･シフト･トリム･システム
(QSTS)の点検 ...................... 4-13
グリスポイント .................... 4-15

グローブボックス ...................2-19
ケ
警告ラベル..........................1-3
コ
航走について........................1-8
ご自身と同乗者、 他の船舶、
遊泳者等に関する安全情報 ............1-7
故障診断表..........................5-1
サ
桟橋からの出航.....................3-20
桟橋に接岸するときには .............3-28
シ
シート..............................2-5
ジェットインテーク（吸水口）と
インペラの掃除......................5-3
ジェットユニット ...................3-10
周辺の人々のために .................1-17
重要なラベル........................1-2
出航...............................3-20
潤滑................................4-3
使用後のお手入れ ...................3-29
仕様諸元...........................4-23
使用する燃料とオイル ................3-1
使用の前に.........................3-18
使用前点検チェックポイント ..........3-7
使用前の点検........................3-6
使用前の点検チェックリスト ..........3-6
ス
スイッチ類.........................3-11
水没時の処置........................5-8
ステアリング.................2-10, 3-10
ステアリングケーブルの点検 .........4-12
スパークプラグの清掃と調整 .........4-14
スロットル..........................3-9
スロットルケーブルの点検と調整 .....4-12
スロットルレバー ....................2-8
セ
製造番号の記録......................1-1
船首アップ.........................2-12
船首ダウン.........................2-12
船首物入れ.........................2-18
船舶検査...........................1-13
ソ
操作方法...........................3-13
掃除................................4-6
操船について........................1-9
6-1



J_F0W-01.book  2 ページ  ２００１年８月３１日　金曜日　午後１時９分
操船の前に ........................ 3-18
速度計 ............................ 2-15
その他のラベル ..................... 1-6
タ
タコメータ ........................ 2-15
他の注意事項について............... 1-11
チ
注意ラベル ......................... 1-5
チョークレバー ..................... 2-8
テ
定期点検表 ......................... 4-9
停船するときには................... 3-27
艇体各部の操作と機能................ 2-5
艇体各部の名称 ..................... 2-1
艇体番号 ........................... 1-1
点検整備と調整 ..................... 4-7
転覆したときには................... 3-24
ト
同乗者との乗船 .................... 3-19
同乗者と乗り込む場合............... 3-22
トラブルシューティング
（故障診断）......................... 5-1
取扱説明書と工具セット.............. 4-8
トローリング速度
(エンジン最低速度 )................ 4-20
ナ
波が荒いところでの操船............. 3-28
慣らし運転 ........................ 3-13
ネ
燃料 ............................... 3-1
燃料･オイル系統..................... 3-7
燃料計 ............................ 2-16
燃料系統 ........................... 4-4
燃料系統の点検 .................... 4-10
燃料コック ......................... 2-7
燃料残量警告 ...................... 2-17
燃料タンク ........................ 4-11
燃料タンクキャップ.................. 2-6
燃料の排出 ......................... 4-4
燃料フィルタ ...................... 4-10
ハ
バッテリ ...................... 3-9, 4-5
バッテリの点検 .................... 4-18
ハンドグリップ .................... 2-12

ヒ
1 人で乗り込む場合 .................3-21
ヒューズの交換.....................4-21
ビルジ (あか水 ) ....................3-8
フ
ブースタケーブルの使用 ..............5-5
ブースタケーブルの接続方法 ..........5-6
フード..............................2-6
深いところでの乗船と出航 ...........3-21
分離給油システムの点検 .............4-11
ホ
法定安全備品.......................1-14
ボートの安全規則 ...................1-13
保管の手順..........................4-1
母船に搭載して使用する
マリンジェットの航行区域 ...........1-16
マ
マリンジェットから離れるとき .......3-17
マリンジェットの曳航 ................5-7
マリンジェットの航行区域 ...........1-15
マリンジェットの使用について ........1-7
マリンジェットの旋回 ...............3-25
マリンジェットの操船 ...............3-18
マリンジェットの特性について .......1-11
マルチファンクション
インフォメーションセンタ .....2-14, 3-12
ミ
水分離器............................3-8
モ
物入れ.............................2-18
ヤ
ヤマハ･アジャスタブル･スポンソン
(YAS)の調整 .......................4-22
ヤマハ･アジャスタブル･スポンソン
(YAS)..............................2-19
ラ
ラベルの位置........................1-2
レ
冷却系統の洗浄......................4-1
冷却水点検孔..................2-9, 3-12
6-2



J_F0W-01.book  1 ページ  ２００１年８月３１日　金曜日　午後１時９分
JJU01604

お客様ご相談窓口のご案内

お買い上げいただきました製品についてのお問い合わせ、ご相談はご購入店または下記の

「お客様相談室」へお願いいたします。

ヤマハ発動機（株）　お客様相談室

〒 438-8501 静岡県磐田市新貝 2500

フリーダイヤル  0120-090-819

オープン時間　月曜～金曜（除く祝祭日）

9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 17:00

携帯電話等、フリーダイヤルがご利用出来ない場合は、

0538-32-1166 をご利用ください。
JJU01605

平成 13年 8 月

不  許  複  製

名　　称：マリンジェット GP800R

取扱説明書

部品番号：F0W-F8199-01

発　　行：ヤマハ発動機株式会社

HM01E206 CRMK-0.2-1



A5-shiro_tate.fm  Page 1  Monday, May 28, 2001  12:03 PM



GP800R

2002

058410

Printed in USA
August 2001—0.2  × 1 CR
F0W-F8199-01
(MJ-GP800R)

(J)


	目次
	ご使用前に必ず知っておいていただきたいこと
	艇体各部の名称と操作
	実際に乗ってみましょう
	整備と調整
	万一トラブルが起こったら
	附録


