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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。

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。

8 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。

8 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。

8 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。

8 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。

注　意�

警　告�

Q

要 点
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製造番号の記録
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

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qに記載されています。

JJU01400

エンジン番号
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wに記載されています。

w
GM6003*

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

ヤマハ発動機株式会社�

名称�形式�

製造番号� 定員�1
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重要なラベル
重要なラベル

JJU01402

ラベルの位置
ラベルの位置
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JJU01403

警告ラベル
警告ラベル

警告�
運転中は電装品には触らないでください。�

YAYAMAHAAHA 63N-83623-00

q w

e r

t y

u
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JJU01404

注意ラベル
注意ラベル

JJU01405

その他のラベル
その他のラベル

i

最大搭載人員�

B7HSNGK

N
G

K

o !0

!1 !2
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Qご自身、他の船舶、遊
泳者等に関する安全情報

ご自身、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。
8 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。

8 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。

JJU01647

マリンジェットの使用について
マリンジェットの使用について

8 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1
0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。

8 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。

8 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。

8 このマリンジェットは操船者のみしか乗
船できません。2 人以上で乗船すること
は、絶対にしないでください。
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JJU01648

航走について
航走について

8 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。

8 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。

8 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。

8 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。

8 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。

8 浅瀬や暗礁等のある水域では使用しない
でください。

8 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。

8 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。

8 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。

8 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！

8 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。

8 夜間の航行は法令によりできません。
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JJU01649

操船について
操船について

8 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。

8 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
ノズル付近で強い憤流を受けた場合、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。

q JCI 認定の救命胴衣
w ウエットスーツボトム
8 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。

8 シューズ、手袋等も併せて着用してくだ
さい。

8 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、
周囲の音が聞こえ難くなったり、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。

8 飲酒や薬物の服用後は絶対に乗船しない
でください。

8 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。
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8 航走中操船者は必ず両足または両膝をラ
イディングトレーに乗せておいて下さ
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
足をぶつける恐れが有ります。

8 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。

8 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。

8 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。

8 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。

8 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。

8 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。
海事法規を守り、特に旋回するときは後
方をよく確認してください。

JJU01607

他の注意事項について
他の注意事項について

8 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。

8 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。
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JJU01650

マリンジェットの特性について
マリンジェットの特性について

8 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。

8 マリンジェットは水の憤流によって推進
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。

8 エンジン運転中はジェットインテーク
（吸水口）q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。

8 ジェットノズルw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。

8 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rか
らロックプレートeを取り外してくださ
い。
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JJU01413

ボートの安全規則
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。

JJU01415

法定安全備品
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。
要 点
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に入
れる事をお勧めします。

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。

６年目

３年目第
一
回
定
期
検
査

第
二
回
定
期
検
査

第
三
回
定
期
検
査

中
間
検
査

中
間
検
査（

御
購
入
時
） 検査時期

６年目

３年目

区　分� 備品の名称� 数量� 備　　　考�

救命設備�

航海用具�

係船設備�

救命胴衣�
（JCI認定品）�

小型船舶信号紅炎�
セット�

1

1

1

1

2

時計�

音響信号器具�

係船ロープ�

乗船者は必ず着用して�
ください。�

操船者の腕時計で代用�
できます。�

笛で代用できます。�
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マリンジェットの航行区域
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。
8 一般的に使用するマリンジェットの場
合。

8 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
一般的に使用するマリンジェットの航行区域

8 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。

8 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。
要 点
8 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。

8 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。

8 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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JJU01419

母船に搭載して使用するマリン
ジェットの航行区域
母船に搭載して使用するマリンジェットの航行区域

8 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
8 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

8 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。
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JJU01420

環境、周辺の人々との調和
のために

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
周辺の人々のために

8 遊泳者のいる近くでは乗らないでくださ
い。

8 人家の近くでは乗らないでください。
8 他人に迷惑を掛ける騒音は出さないでく
ださい。

8 釣り船、釣り人の迷惑にならないよう注
意してください。

8 航走中の周囲の船舶に近づかないでくだ
さい。

8 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。

KA051

KA052

KA053

KA054
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8 乗り入れ禁止区域には入らないでくださ
い。

8 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
いつまでもきれいな海で乗るために

8 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。）

8 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。

8 自然の景観や生物を大切にしましょう。

KA055

KA056

KA057

KA058
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JJU01423

艇体各部の名称と操作

艇体各部の名称 ................................................ 2-1

艇体各部の操作と機能 ................................... 2-3
フード .............................................................. 2-3
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JJU01424

艇体各部の名称
艇体各部の名称

q ロープホール
マリンジェットの運搬、係留に使います。

w 物入れ
e ステアリングポール
操船者の姿勢にステアリングハンドルの位置
を合わせられます。

r 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。

t ライディングトレイ
両膝または両足をこのフロアに置き、操船中
又は、航走中マリンジェットと操船者の安定
を図ります。

y 燃料タンクキャップ
u フード
i ステアリングパッド
o ハッチロック
エンジンハッチのロック箇所です。

!0 ジェットノズル
ステアリングハンドルの動きと連動し、ジェ
ット憤流の向きを変えます。

!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 吸水口格子
ジェットポンプに異物が入るのを防ぎます。

!3 ジェットインテーク（吸水口）
ジェット憤流とエンジン冷却用の吸水口で
す。

!4 ライドプレート
!5 ジェットドライブ
エンジンの出力をジェットポンプに伝達しま
す。
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q 物入れ
w 燃料コック
燃料通路の開閉、予備燃料の供給の切り替え
に使います。

e チョークノブ
冷却時のエンジンの始動に使用します。

r 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。

t 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。

y スロットルレバー
加速・減速に使います。

u 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。

i 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。

o 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。

!0 船首側
!1 燃料タンク
!2 バッテリ
!3 消音カバー
キャブレーターへの水の侵入と吸気音の低減
を図っています。

!4 スパークプラグ／キャップ
!5 燃料フィルタ
!6 マフラ
!7 水分離器
ブリーザから燃料タンクへの水の流入を防ぎ
ます。

!8 電装ボックス
主な電装部品を水から保護します。
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JJU01425

艇体各部の操作と機能
艇体各部の操作と機能

JJU01651*

フード
フード

フードは後ろ側のフードロックで固定さ
れています。フードを開けるときは最初に
ステアリングポールを持ち上げロックピン
をポールのツメに掛けて支えます。

2. フードを後方に引き上げるようにして
取り外します。

閉じ方：
1. フードの前側にある突起部が艇体側の
ステーにはまるようにフードをのせま
す。

GM6005

q

w

GM6006

GM60075

GM6008

開け方：
1. フードロックwのノブqをOPEN（開位
置）に回し、ロックを上方向に持ち上げ
てロックを解除します。
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2. フードがデッキ側のラバーシールにか
み合っている事を確認し、後ろ側のフー
ドロックを引き下げ、ノブをLOCK（ロ
ック位置）に回します。

要 点
運転前にフードがフードロックによって確
実に固定されていること、ノブが LOCK
（ロック位置）であることを確認してくださ
い。

JJU01429

燃料タンクキャップ
燃料タンクキャップ

燃料タンクキャップq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。

JJU01431

燃料コック
燃料コック

燃料コックq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。

GM6009

q

GM6010

ON

OFF

RES

q

GM6011

OFF

ON RES

GM6012
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q
GM6020

GM6018*

q

q

e

GM6017*w

GM6019

JJU01432

エンジン停止スイッチ
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q

（赤ボタン）を押してエンジンを停止させま
す。

JJU01433

緊急エンジン停止スイッチ
緊急エンジン停止スイッチ

カールコードqに取り付けられたロック
プレートwを緊急エンジン停止スイッチe

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。

8 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。

8 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。

警　告�

JJU01434

チョークノブ
チョークノブ

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。
チョークノブqを引くと、チョークが機

能します。
チョークノブを押し込むと、チョークは

機能しません。
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q

GM6021

GM6022q

JJU01435

スロットルレバー
スロットルレバー

スロットルレバーq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。

JJU01563

エンジン始動スイッチ
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q（緑ボタン）を押します。
要 点
ロックプレートが緊急エンジン停止スイッ
チから外れているときは、エンジンは始動
しません。

JJU01652

冷却水点検孔
冷却水点検孔

艇体の左舷側に冷却水点検孔がついてい
ます。エンジン運転中、特にスロットルを
開けた時に点検孔から水がでていることを
確認してください。水が全く出ていない場
合は冷却水がエンジンに供給されていない
可能性がありますので、エンジンを停止し
原因を調べてください。（オーバヒート警告
装置を参照）
要 点
場合によっては、エンジン始動後に水が点
検孔に達するまで約20秒程かかる事があ
ります。
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JJU01438

ステアリング
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q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w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。

JJU01653*

ステアリングポール
ステアリングポール

ステアリングポールeは上下に可動し
種々の操船姿勢を可能にしています。

使用前の点検や整備を行う時等、エンジ
ンルームハッチを取り外すとき、このポー
ルを持ち上げロックピンrをポールのツメ
に掛けて支えておく必要があります。作業
完了後、ポールを下げる場合にはロックピ
ンをツメからはずし元の位置に納めてから
ポールを下げます。

F1N002

e

re

F1N003

q

F1N001

w

 F1N-9-00-2  01.10.2 8:43 AM  ページ 2-7



2-8

JJU01654

オーバヒート警告装置
オーバヒート警告装置

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
ると警告装置が作動しエンジン回転は約
3,400r/minに制限されます。その場合は冷
却水点検孔から冷却水が排水されているか
を点検してください。排水していない場合
はマリンジェットを岸に引き上げ、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
付近に詰まっている異物を取り除く前に、
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と接触する恐れ
があります。回転部品との接触などによる
重大な事故につながる可能性が高くなりま
す。

オーバヒートの原因が分からない場合は、
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。

注　意�

警　告�
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q

GM6014

w

GM6015

r

e

GM60325

GM60335

t

JJU01656

物入れ
物入れ

物入れは、フードの裏側とフードの上側
にあります。
要 点
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。

JJU01655

フード裏物入れ
フード裏物入れ

フード裏側の物入れ（ポーチ）qは取扱
説明書等の、小さい備品用です。収納する
ときには、取扱説明書を軽く二つ折りにし
て入れた後、備品等を入れてベルトで閉じ、
フード側のクランプバンドwで固定します。
要 点
この物入れは防水ではありませんので、収
納される時はビニール袋等に入れて収納さ
れる事をお勧めします。

JJU01657

フード上部物入れ
フード上部物入れ

フード上部物入れeは固定しているゴム
バンドrを引いて外します。
次に物入れを持ち上げ、キャップtを反

時計方向に回して開きます。
要 点
この物入れは防水構造ではありません。
信号紅炎等を収納するときは、防水容器に
入ったものをお使いください。
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実際に乗ってみましょう
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JJU01658

使用する燃料とオイル
使用する燃料とオイル

JJU01617

燃料
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
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ガソリンは高い引火性と爆発性があります。
8 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。

8 給油はエンジンを停止してから行なって
ください。

8 給油は換気の良い場所で行なってくださ
い。

8 マリンジェットに乗船したまま給油しな
いでください。

8 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。

8 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。

8 燃料タンクキャップは確実に締めてくだ
さい。

8 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。

8 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。

注　意�

警　告�
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KA061

KA062

JJU01619

エンジンオイル
エンジンオイル

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)

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）
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JJU01659

燃料の給油
燃料の給油

JJU01660

ガソリンとエンジンオイルの混
合比
ガソリンとエンジンオイルの混合比

きれいな容器にエンジンオイルq、ガソ
リンwの順で給油し容器のキャップを閉め
ます。この容器をよく振ってかき混ぜ混合
燃料を作ります。

q w

GM6028

GM6029

ガソリン：オイル

慣らし運転中 25：1

慣らし運転後 50：1

JJU01661

混合燃料の給油
混合燃料の給油

1. ステアリングポールを持ち上げロック
ピンで固定します。

2. 燃料のレベルが見えるようにエンジン
ルームハッチを開きます。

3. 燃料タンクキャップを開けて燃料タン
クに燃料をゆっくりと給油します。燃料
をこぼしたりタンクを溢れさせたりし
ないように注意してください。

4. 燃料のレベルが給油口チューブの底部
に達したら給油を止めてください。ガソ
リンが溢れ出る恐れがありますから、給
油口チューブの中まで給油しないでく
ださい。

燃料タンクに水その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。燃料が
汚染されるとエンジンの作動不良や損傷の
原因となります。

注　意�

燃料タンクの容量：18L
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8 指定されたオイルおよび混合比以外での
使用はしないでください。

8 ガソリンとオイルが完全に混ざっている
混合燃料を使用してください。

8 ガソリンとオイルが完全に混ざっていな
い場合や間違った混合比の燃料を使用す
ると次のような障害が発生します。
混合比が低い：潤滑不足になりエンジン
の焼き付き等が発生する恐れがありま
す。
混合比が高い：スパークプラグの汚損、
排気煙の増加やシリンダー内の大量なカ
ーボンの堆積等が発生します。

注　意�
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JJU01475

使用前の点検
使用前の点検

JJU01662

使用前の点検チェックリスト
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。

警　告�

要 点
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。

エンジンルーム

ビルジ

スロットル

ステアリング

燃料

水分離器

バッテリ

フード

艇体

ジェットユニット

スイッチ類とカールコード

冷却水点検孔

フードを開けてエンジンルームの換気を行います。

水や燃料が溜まっている場合は完全に取り除きます。

スロットルが正常に作動することを確認します。

ステアリングが正常に作動することを確認します。

燃料の量を点検します。；必要な場合は給油しま
す。；また漏れの点検も行います。

水が溜まっているかどうか点検します。；溜まって
いる場合は排水します。

バッテリの液量と充電状態を点検します。

ロックでしっかりと固定されていることを確認しま
す。

艇体の傷や割れを点検します。

取り込み口に異物がないことを確認します。

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と緊急エンジン停止用カ
ールコードの機能を点検します。

エンジン運転中に水が出ていることを確認します。

項目 点検内容 参照ページ

3-7

3-8

3-9

3-10

3-7

3-8

3-9

2-3

–

3-11

3-11, 3-12

3-12
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JJU01477

使用前点検チェックポイント
使用前点検チェックポイント

JJU01663

エンジンルーム
エンジンルーム

ステアリングポールを持ち上げロックピ
ンで固定します。次にフードを開けてエン
ジンルームの換気を行います。燃料気化ガ
スがなくなるように数分間そのままの状態
にしてください。

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。

警　告�

JJU01664

燃料系統
燃料系統

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4-4ページ「燃料系統の点
検」を参照ください。）
1. 燃料タンク内に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
して圧力を逃します。

2. エンジンルームハッチを開けてタンク
内の燃料の残量を点検し、必要な場合は
給油します。（3-4ページの「燃料の給
油」を参照してください。）

3. 燃料タンクキャップを閉めます。
4. 燃料コックノブを“ON”位置にします。
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JJU01480

水分離器
水分離器

水分離器q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

w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。

JJU01665

ビルジ
ビルジ

エンジンルームに溜まってるビルジは乾
いたウエス等を使って全て拭き取ってくだ
さい。
エンジンルームにビルジが溜まると飛び

散ってキャブレタやエンジンに入り、エン
ジン故障の原因となります。
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JJU01482

バッテリ
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q、w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e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4-4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。

警　告�

JJU01483

スロットル
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。

警　告�

 F1N-9-00-3A  01.10.2 8:46 AM  ページ 3-9



3-10

JJU01583

ステアリング
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。

JJU01666

ステアリングポール
ステアリングポール

ステアリングポールにガタがないことを
確認してください。ステアリングポールを
上下に動かし滑らかに動くことを確認しま
す。また左右方向のガタがないことも確認
してください。
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JJU01486

ジェットユニット
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。）

8 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。

8 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。

警　告�

JJU01487

カールコード
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。
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w

e q

GM6037*

r

t

JJU01488

スイッチ類
スイッチ類

エンジン始動スイッチq、エンジン停止
スイッチw、緊急エンジン停止スイッチe

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t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rが外れた時にエンジンがただちに停
止することを確認してください。（停止･始
動スイッチの正しい作動については2-5、
2-6ページを参照ください。）

JJU01489

冷却水点検孔
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。
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JJU01667

操作方法
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。

警　告�

JJU01669

慣らし運転
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。

8 最初の5時間、又は最初から2回目まで
の燃料タンクへの給油は、25:1の混合燃
料を使用してください。

8 慣らし運転が終わって通常の運転になっ
たら50： 1の混合燃料を使用してくだ
さい。

8 慣らし運転を正しく行わないとエンジン
に重大な損傷を招く恐れがあります。

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3-14ページを参照ください。）

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. 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. 燃料タンク内の初回満タンの混合燃料
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。

注　意�
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JJU01670

エンジンの始動
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。

注　意�

警　告�

警　告�

60cm

GM6038J

GM60405

要 点
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。
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3. ロックプレートqを緊急エンジン停止
スイッチwに取り付けます。カールコー
ドe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。さもなければ、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。

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
ノブをいっぱいに引きます。

要 点
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。

警　告�

警　告�

q
w

e

GM6041*
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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。

8 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。

8 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、チョークノブを
もとの位置まで完全に押し込んでくだ
さい。

要 点
チョークノブを引いたままにしておくとエ
ンジンが停止してしまいます。

注　意�
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JJU01495

エンジンの停止
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

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。

警　告�
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JJU01497

マリンジェットの操船
マリンジェットの操船

JJU01671

使用の前に
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1-5から1-9ページの
「ご自身、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のみしか乗

船できません。2人以上で乗船することは、
絶対にしないでください。
JJU01672

操船の前に
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。
航走中、操船者は必ず両足または両膝を

ライディングトレーに乗せておいて下さい。
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ぶつ
ける恐れが有ります。
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JJU01673

出航
出航

8 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。

8 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。

8 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。

8 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。

8 浅瀬や暗礁等のある水域では使用しない
でください。

8 深いところで乗る前に、浜辺近くの深み
で乗船する練習をしてください。

停船中や低速で航行しているときマリン
ジェットは不安定になります。特に出航す
るときに安定させるにはテクニックが必要
となります。
また、浅瀬からの出航が容易であっても、

深いところでの再乗船を最初に練習し、浜
辺から離れたところで落水したとき確実に
再乗船できるようにしてください。

警　告�
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JJU01674

深いところでの乗船と出航
深いところでの乗船と出航

1. マリンジェットの後ろまで泳いでいき
ます。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、カールコードを
左の手首に取り付けます。

2. 両手でハンドルのグリップをしっかり
つかみ、バランスをとりながら肘はサイ
ドデッキ部に、上半身はライディングト
レイにのせます。

3. エンジンを始動させ加速します。
4. ジェット推力によりバランスが取りや
すくなります。十分スピードが上がるま
で上半身をライディングトレイ上に保
持しておきます。

5. スピードが上がったら両膝をライディ
ングトレイにのせひざまずく姿勢をと
ります。

8 再乗船するまでの間、強いジェット憤流
に当たったり、視界が防げられ易くなり
ます。

8 ご自身に強いジェット憤流が当たらない
ように注意しながら、早く乗船して立ち
上がるか膝を立てる姿勢をとってくださ
い。

警　告�

6. ステアリング操作のじゃまにならない
程度に体を前へ移動させ、体重を前方に
かけ、身体を垂直に保ってください。

7. スピードが上がるにつれて船首が下が
り艇体が水面と水平になります。この状
態を「滑走状態」といいます。滑走状態
に達したらスロットルを操作し好みの
スピードに調節してください。
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JJU01675

浅瀬からの乗船と出航
浅瀬からの乗船と出航

背が立たないような深いところ行く前
に、深いところでの乗船出航方法を確実に
身につけてください。
少なくとも深さが60 cmところまで移動

します。これ以下の浅瀬でエンジンを始動
しないでください。
1. マリンジェットを水に浮かべます。
2. 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、カールコードを左の
手首に取り付けます。

3. 両手でハンドルのグリップをしっかり
つかみ片方の膝をライディングトレイ
にのせバランスをとります。

4. エンジンを始動させ加速します。
5. ジェット推力によりバランスが取りや
すくなります。スピードが上がったらも
う片方の膝をライディングトレイにの
せます。

6. ステアリング操作のじゃまにならない
程度に体を前へ移動させ、体重を前方に
かけ、身体を垂直に保ってください。

要 点
マリンジェットは、スピードが増せば増す
ほど方向性が良くなるだけでなく安定性も
良くなるのでバランスがとり易くなります。
体重が重い人は軽い人より「滑走状態」に
なるまでの時間がかかります。
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JJU01676

操船姿勢
操船姿勢

操船時の姿勢は航走速度、操船者の技術
レベルや好みにより次のようなひざまずく
姿勢と立つ姿勢を選べます。

JJU01677

ひざまずく姿勢
ひざまずく姿勢

この姿勢は立ったままの姿勢よりバラン
スがとりやすく、滑走速度より低い速度で
の航走に適しています。

速度が極端に遅い時は、上体の重さを支え
るために、両肘をガンネルの上に置き、両
足を後方の水の中に入れる姿勢をとる必要
が有る場合もあります。

JJU01679

立つ姿勢
立つ姿勢

ひざまずいた姿勢での操船が楽に行える
ようになったら、立って航走してみましょ
う。この姿勢は滑走状態で航走していると
きに安定した姿勢です。低速で航走してい
るときや、停船しようとする前にはバラン
スをとるためにひざまずきます。

注　意�
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JJU01680

転覆したときには
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。

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、必ず時
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。

3. エンジンを始動し、マリンジェットを着
岸させエンジンに不具合がないことを
点検します。

注　意�

注　意�
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マリンジェットの旋回
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。
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

が必要です。
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8 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。

8 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。

バランスを保つため、旋回するときは旋
回方向に身体を傾けます。傾ける度合いは
旋回半径の大きさやスピードに左右されま
すが、速いスピードで鋭角な旋回をする場
合にはより深く身体を傾ける必要がありま
す。

警　告�
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90m

GM6049J1

JJU01590*

停船するときには
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90 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。

8 停船するときには十分な停止距離を確保
してください。

8 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。

8 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。

8 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。

警　告�
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波が荒いところでの操船
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。

JJU01510

海岸に着岸するときには
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90 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。

注　意�
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使用後のお手入れ
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. エンジンルームハッチを取り外し、エン
ジンルームを点検します。多量の水が入
っている時は、左舷が下になる様に回し
て水を抜きます。

こすり傷や引っかき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
などを敷いておきます。マリンジェットは
排気側の水が逆流しないように必ず左舷側
（左側）を下にします。
マリンジェットを横にするときは、ハンド
ルが曲がったり破損したりしないように前
側を持ってください。

要 点
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、乾いた布
で拭き取ってください。

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。）

注　意�

 F1N-9-00-3B  01.10.2 8:47 AM  ページ 3-28



3-29

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。

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。

注　意�

注　意�
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JJU01684

運搬
運搬

8 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。そうしないとガソリンが漏れ、エン
ジンやエンジンルーム内に入って火災を
起こす恐れがあります。

8 消防法に従って運搬してください。

マリンジェットをトレーラに積んで運ぶ
ときは、船首をピンでトレーラに固定し、
船尾側の艇体をロープまたは固定器具wを
掛けて固定します。また、ステアリングポ
ールにもゴムベルトq等を掛けて固定して
ください。

8 ロープや固定器具はステアリングポール
が損傷する恐れがあるので掛けないよう
にしてください。また引っかき傷や破損
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巻いてくださ
い。

8 ステアリングポールが損傷する恐れがあ
りますので、ポールを持ち上げたまま運
搬しないでください。

注　意�

注　意�

OFF

ON RES

GM6004

GM6051
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整備と調整
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保管の手順
保管の手順

8 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。

8 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。

警　告�

JJU01685

冷却系統の水洗
冷却系統の水洗

塩、砂、ゴミなどによる冷却系統の目詰
まりを防止するために、エンジン冷却系統
の水洗が必要です。

8 エンジンが停止している時は、絶対に冷
却水路に水道水を供給しないで下さい。
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招く恐れが
あります。

8 エンジン冷却水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下さ
い。オーバーヒートを起こす恐れがあり
ます。

注　意�
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要 点
エンジン冷却系統の水洗には、水洗プラグ
qを使用します。

1. 陸上にて艇体を水平に安定させます。
2. エンジンのエキゾーストガイドにある
スクリュwを外し、水洗プラグを取り付
け、これと水道の蛇口をホースで接続し
ます。

3. エンジンを始動します。そしてただちに
蛇口を開き始めますが、途中から開く速
度を下げて冷却水点検孔から水が連続
的に出始めるまで開きます。

4. エンジンをアイドリング回転で、エンジ
ンの運転状況を見ながら3分間ほど運転
します。もし途中でエンジンが止まった
時は、ただちに水道水の供給を止めま
す。再び3.からの手順を繰り返します。

5. 蛇口を閉めた後10～15秒間、素早い
スロットルの開閉操作を繰り返し行い、
冷却系統に残っている水を排出します。

6. エンジンを止めます。
7. エンジン停止後に水洗プラグを取り外
し、スクリュを元のようにを取り付けま
す。

GM6053*

q

w
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潤滑
潤滑

火災や爆発の防止のために、サイレンサカ
バーの穴からはエンジン防錆剤以外の物質
は絶対に入れないでください。

8 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。

8 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q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。

注　意�

警　告�
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燃料系統
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。

警　告�

JJU01521

バッテリ
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。

注　意�
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要 点
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。

JJU01686

掃除
掃除

1. 艇体、ハンドル、およびジェットポンプ
を水道水で洗います。

2. エンジンおよびビルジ部分を水道水で
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. エンジンの外側に防錆剤（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;固体・300g,90790-
74014;液体・500ml）などで磨きます。

5. エンジンルームシールなどのビニール
およびゴム部分は全て中性洗剤または、
ビニール保護用クリーナを使って拭き
ます。

要 点
滑りやすくなりますので、中性洗剤やビニ
ール保護用クリーナ等をライディングトレ
イに塗らないでください。

バッテリ液の比重（参考値)：
1.28（20℃）
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JJU01523

点検整備と調整
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。

8 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。

8 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。

警　告�
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取扱説明書と工具セット
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q

が用意されています。
要 点
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w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。

GJ3061J1*

w
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定期点検表
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。

整備作業の間隔

項目 作業内容

スパークプラグ 点検／清掃／調整 ● ● ● ● 4-12

グリスポイント グリス塗布 ● ● 4-13

中間ハウジング グリス注入 ○*1 ●*2 ●*2 4-14

燃料系統 点検 ○ ○ 4-9

燃料フィルタ 点検／交換 ○ ○ 4-10

燃料タンク 清掃 ○ 4-10

キャブレタ調整 点検／調整 ○ ○ ○ 4-18

トローリング速度 調整 ● ● 4-18

キャブレタスロットル 点検

シャフト
○ ○ －

冷却水通路 清掃／水洗 ●
4-1

（使用後毎回）

ビルジストレーナ 清掃 ● ● ● －

インペラ 点検 ● ● ● 5-3

ステアリングケーブル 点検 ● ● 4-11

ステアリングピボット 点検 ○ ○ ○ 4-21

ステアリング操作荷重 調整 ● ● ● 4-19

スロットルケーブル 点検／調整 ● ● 4-11

チョークケーブル 点検／調整 ● ● 4-15

バッテリ 点検 ●（使用前に
4-16

液量点検）

ラバーカプリング 点検 ○ ―

ボルトおよびナット類 増し締め ○ ○ ○ ―

購入初年度 次年度以降
参照

ページ
200時間毎
（12か月毎）

100時間毎
（6か月）

100時間毎
（6か月毎）

50時間
（3か月）

10時間

*1 グリス量=20.0～22.0 cm3

*2 グリス量=3.0～5.0 cm3

 F1N-9-00-4  01.10.2 1:26 PM  ページ 4-8



4-9

JJU01526

燃料系統の点検
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：
8 キャブレタからの燃料漏れ
8 燃料ポンプの故障、または燃料漏れ
8 燃料タンク内への水の混入、またはゴミ
の有無

8 燃料タンクキャップの損傷
8 燃料タンクからの燃料漏れ
8 燃料ホース継ぎ目からの燃料漏れ
8 燃料ホースの損傷
8 燃料フィルタからの燃料漏れ
8 燃料コックからの燃料漏れ
8 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。

警　告�

警　告�
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燃料フィルタ
燃料フィルタ

燃料フィルタq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。

警　告�
q

GM6057

JJU01528

燃料タンク
燃料タンク

燃料系統への水の混入等により燃料タン
クq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。
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ステアリングケーブルの点検
ステアリングケーブルの点検

ハンドルおよびステアリング（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
ズルの先端と艇体までの距離が左右均一で
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。

ステーまでの距離AとB: A=B

JJU01690

スロットルケーブルの点検と調整
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. スロットルバーの遊びaはロックナッ
トqを緩め、遊びが規定値内に収まるよ
うにアジャスタwを回して調整してく
ださい。

スロットルレバーの遊びa:
7～10 mm

 F1N-9-00-4  01.10.2 1:26 PM  ページ 4-11



4-12

JJU01688

スパークプラグの清掃と調整
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
状態もある程度判かります。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。KA006*

a

標準スパークプラグ:NGK BR7HS

電極の隙間a:0.6～0.7 mm

スパークプラグの締め付けトルク：
25 N・m（2.5 kgf・m）
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要 点
8 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。

8 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、そこからさらに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。

警　告�

JJU01691

グリスポイント
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
めに耐水グリスを塗布、注入します。

8 スロットルケーブル（キャブレタ側）
8 チョークケーブル
8 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q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。

推奨耐水グリス：
ヤマハグリスA
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8 ステアリングケーブルボールジョイント
（ハンドル側）
8 ステアリングケーブルインナワイヤ（ハ
ンドル側）

1. ボルト2本を取り外してステアリングパ
ッドを取り外します。

2. ステアリングケーブルのハンドル側お
よびジェットノズル側のボールジョイ
ントにグリスを塗布します。

3. ステアリングケーブルのインナワイヤ
を引いた状態で、ハンドル側、およびジ
ェットノズル側にグリスを薄く塗布し
ます。

8 ステアリングケーブルボールジョイント
（ノズル側）
8 ステアリングケーブルインナワイヤ（ノ
ズル側）

8 ステアリングハンドルピボットシャフト
ステアリング部分を分解する必要がある
ので、この部分のグリス塗布はヤマハ取
扱店に依頼してください。

8 中間ハウジング
グリスガンを使ってグリスニップルより
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20～22 cm3

100時間（6ヶ月）毎点検時3～5 cm3
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q

GM6069J*

締まる�

ゆるむ�

JJU01538

チョークケーブルの調整
チョークケーブルの調整

チョークケーブルが正しく調整されてい
るかを確認します。
1. チョークノブをいっぱいに引き出して
放します。そのときにノブが戻らないこ
とを確認します。

2. 自然に戻る場合は調整ナット1をわずか
に締め込んでください。ノブを戻すとき
に固すぎる場合は調整ナットをわずか
に緩めてください。
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バッテリの点検
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。
8 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。

8 補充電は風通しの良いところで行なって
ください。

8 落下等の強い衝撃を加えないでくださ
い。

8 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。

8 子供の手の届くところに置かないでくだ
さい。

応急手当
8 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。

8 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。

注　意�

警　告�
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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qと下
限マークw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。

注　意�

注　意�
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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。

q（＋）線（赤）
w（－）線（黒）
e ブリーザパイプ

JJU01540

キャブレタの調整
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。

注　意�

JJU01692

トローリング速度（エンジン最低速
度）
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q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：
1,250～1,350r/min
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JJU01636

ヒューズの交換
ヒューズの交換

ヒューズは電装ボックスqの中に有りま
す。
ヒューズを交換する場合：

1. キャップw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eを引き出します。

2. ヒューズホルダを開け、ヒューズr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。

警　告�

ヒューズの容量：10A

JJU01694

ステアリング操作荷重の調整
ステアリング操作荷重の調整

ステアリング操作荷重は好みにより調整
することができます。
1. ハンドルカバーを取り外します。
2. ハンドルを右いっぱいに切りロックナ
ットを緩めます。

3. ロックナットwを緩めます。
4. 調整用ナットqを締めたり緩めたりし
てステアリングの操作荷重を調整しま
す。

5. 調整用ナットの位置を保持したままロ
ックナットを規定のトルクで締め付け
ます。

締め付けトルク：
29 N・m（2.9 kgf・m）
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GM6075

JJU01695*

ジェットノズル切れ角の調整
ジェットノズル切れ角の調整

ジェットノズルの切れ角は操船者の好み
に合わせて調節できます。
1. ボルト2本を取り外しステアリングパッ
ドを取り外します。

2. 表に従って必要なジェットノズルの切
れ角aを選びます。

ハンドルバーストッパーの向きとステア
リングケーブルピボットの位置を変える事
によって、下図の様に切れ角bを選択する
事ができます。

P1

S1

P1

S2

P2

S1

P2

S2

a b

37°�

49°�

45°�

41°�

GM6078J2*

a ジェットノズルの切れ角
b ハンドルストッパとステアリングケーブルピ
ボットの位置
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JJU01696

ステアリングピボットボルト位置の
選択（P1またはP2）
ステアリングピボットボルト位置の選択（P1またはP2）

1. ケーブルエンドのスリーブを引っぱり
ケーブルエンドを取り外します。

2. ピボットボルトを取り外します。
3. 好みの位置へワッシャーと一緒に取り
付け、規定のトルクで締め付けます。

4. ケーブルエンドをステアリングピボッ
トボルトに取り付けます。

締め付けトルク：
5.4 N・m（0.5 kgf・m）

JJU01697

ハンドルストッパ位置の選択
ハンドルストッパ位置の選択

1. ステアリングポールの下部にあるナッ
トqを緩めます。

2. ストッパを持ち上げて好みの位置へ回
します。終わったらナットを規定のトル
クで締め付けます。

3. ステアリングパッドを元のように取り
付けます。

締め付けトルク：
31 N・m（3.1 kgf・m）

GM6079*

q
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JJU01698

仕様諸元
仕様諸元

機種名
項目

定員 名

全長 (LOA) m
全幅 (BOA) m
全高 (H) m
（注）船の長さ(LR) m
（注）船の幅　(BR) m
（注）船の深さ(DR) m
乾燥重量（バッテリ、燃料を除く） kg

性能

呼称最大出力 kW (PS)/r/min
連続最大出力 kW (PS)/r/min
燃料消費量 L/Hr
航続時間（全開時） Hrs

エンジン

エンジン種別
シリンダ数
総排気量 cm3

内径×行程 mm
圧縮比
潤滑方式
冷却方式
始動方法
点火方式
スパークプラグ NGK
電極隙間 mm
バッテリ容量 V-AH
発電方式

ドライブ

推進方法
ジェットポンプ形式
インペラ回転方向
インペラ駆動伝達方式
ステアリング（ノズル）切れ角度

2.24
0.68
0.66
1.91
0.55
0.21
132

48.5(66)/6,250
48.5(66)/6,250
29
0.6

2サイクル
2
701
81×68
7.2：1
混合潤滑
水冷
電動スタータ
C.D.I.
BR-7HS
0.6～0.7
12-19
フライホイールマグネット

ジェットポンプ
軸流一段式
左（後ろから見て）
エンジン直結
37, 41, 45, 49

燃料とオイル

無鉛レギュラーガソリン
ヤマハ船外機スーパースペシャルオイル
50：1
18（内、5.5は予備燃料）

単位

寸法
1名

艇体許容量

推奨燃料
推奨エンジンオイル
ガソリン／オイル混合比
燃料タンク容量 L

MJ-700SJ

（注）主要寸法、重量につきましては計画値ですので正確には成績表をご覧ください。
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万一トラブルが
起こったら

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

1

2

3

4

5

6

 F1N-9-00-5  01.10.4 4:42 PM  ページ 1



5-1

JJU01546

トラブルシューティング（故障診断）
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。

JJU01699

故障診断表
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。

スタータモータが作動しない
緊急エンジン停 ロックプレートが外れて ロックプレートを取り付
止スイッチ いる ける

2-5

ヒューズ 溶断 配線を点検してヒューズ
を交換する

4-19

バッテリ 容量低下 充電する 4-17
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
2-4

燃料 燃料が無い 給油する 3-4
燃料が古い、または汚れ ヤマハ取扱店で整備を受
ている ける

4-9

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

4-10

スパークプラグ 汚損または不良 清掃または交換 4-12
スパークプラグ 取り付け不良 正しく取り付ける

4-12
キャップ
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 5-8
ング）し、排水する

燃料フィルタ 目詰まり、または水が混 ヤマハ取扱店で整備（交換）
入している を受ける

4-10

チョーク ノブが自動的に戻る 調整ナットを締め付ける 4-15

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
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燃料 燃料が無い 給油する 3-4
燃料が古い、または汚れ ヤマハ取扱店で整備を受
ている ける

4-9

ガソリンとオイルの混合 適切な混合比の燃料を使
比が高い 用する

3-4

チョーク ノブが引いたままである 押し込み、もとの位置ま
で戻す

2-5

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

4-10

スパークプラグ 汚損または不良 交換する 4-12
プラグ熱価不適当 交換する 4-12
電極の隙間が不適当 調整する 4-12

スパークプラグ キャップの取り付け不良 正しく取り付ける 4-12
キャップ キャップの損傷 交換する 4-12
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 4-18
詰まり ヤマハ取扱店で整備を受

ける
4-18

キャビテーショ ジェットインテーク（吸 掃除する
ン 水口）が目詰まりしてい

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

5-3

エンジンのオー ジェットインテークが目 掃除する
バヒート 詰まりしている

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 4-12
プラグ熱価不適当 交換する 4-12
電極間の隙間が不適当 調整する 4-12

スパークプラグ キャップの取り付け不良 正しく取り付ける
キャップ

4-12

燃料 燃料が古い、または汚れ ヤマハ取扱店で整備を受
ている ける

4-9

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

エンジンの回転数が低す
ぎる、あるいは推進力が
弱い
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JJU01548

緊急時の対応方法
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
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。

8 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。

8 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。

8 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。

注　意�

警　告�
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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。

注　意�
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JJU01550

ブースタケーブルの使用
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。
8 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。

8 補充電は風通しの良いところで行なって
ください。

8 落下等の強い衝撃を加えないでくださ
い。

8 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。

8 子供の手の届くところに置かないでくだ
さい。

応急手当
8 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。

8 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。

警　告�
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JJU01551

ブースタケーブルの接続方法
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q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wをブースタ
バッテリe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。

8 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。

8 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。

注　意�

注　意�

q

we

GM6082*
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JJU01700

マリンジェットの曳航
マリンジェットの曳航

自力での航行が出来なくなる等の緊急時
には、マリンジェットを海岸まで曳航して
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。
また操船者はマリンジェットに乗り、ハ

ンドルを握って上半身をライディングトレ
ーで支えます。この姿勢は船首を上げてお
くのに効果があります。

8 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。

8 曳航には必ず船首のロープホールqを使
用してください。

8 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。

8 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。

8 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。

8 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。

警　告�

注　意�

q
GM6083
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水没時の処置
水没時の処置

マリンジェットが水没等した場合は、下
記の手順に従って処置し、できるだけ早く
ヤマハ取扱店に連絡してください。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. マリンジェットを海岸に引き上げ、横に
してエンジンルームの水を排水します。
排水が終わったら元に戻します。

エンジンルームハッチを取り外したままマ
リンジェットを横にすると、ステアリング
ポールを破損する恐れがあります。必ず2
人で艇体とステアリングポールを支えポー
ルが損傷しないようにしてください。

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、乾かしま
す。

4. スパークプラグを外した状態で、シリン
ダ内の水が完全になくなるまでスター
タモータを回します。

5. スパークプラグを元のように取り付け
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分以上運転します。エンジン
が始動しないときは手順の3.～ 6.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、キャブレタ内に防錆剤
をスプレーします。

10.できるだけ早くヤマハ取扱店で整備を
受けてください。

注　意�
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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

移動電話等、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。
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 F1N-9-00-6  01.10.2 8:53 AM  ページ 6-2



6-3

チ
注意ラベル .................................................. 1-4
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