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本書をよくお読みになってから
製品をお使いください。
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はじめに

ヤマハマリンジェットをお買いあげいただきありがとう
ございます。
この取扱説明書は、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、ご使用される前に必ず
本書をお読みください。またご使用時には本書を携帯し
安全快適なマリンライフをお楽しみください。

本書では正しい取り扱い及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。

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、図や内容が一部実機と異なる場合があり
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取扱店名・捺印をご確認のう
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、お早めにお買いあ
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。

Q 安全に係る注意情報を意味しています。
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製造番号の記録

艇体番号とエンジン番号を控えておいてく
ださい。マリンジェットの登録やヤマハ取
扱店にスペア部品を注文するときに必要と
なります。また、万一盗難にあったときの
ために同じ番号を他の所にも控えておくこ
とをお勧めします。

JJU00004

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。

1-1

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

GU5001

q

GU5-003J

w

JJU00011*

エンジン番号

エンジン番号はクランクケースに貼り付け
られたラベル2に記載されています。

形式� 名称　MJ - SUV1200

ヤマハ発動機株式会社�

製造番号� 定員　  4名�
MADE    IN   JAPAN

�F1D

F1D-64132-00
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重要なラベル

ラベルの位置
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ラベルの種類
ラベル警　告�

F1D-5415C-00

告警

GU5-064J
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警 告 �
運転中は電装品には触らないでください。�

YAMAHA 63N-83623-00

q 警 告 �

警 告 �
後進装置�

YAYAMAHAAHA GL3-6415D-00

・シフト操作はアイドリングまたはエン�
　ジン停止の状態で行ってください。�
・後進は必ず低速で行ってください。�
　後進は低速状態でしか効果を発揮し�
　ません。�
・後進装置はブレーキではありません。�
　高速航走中にスピードを落したり、�
　船を停めたりするために使うことは�
　できません。�
・後方に人がいないこと、障害物がない�
　ことを確認してから操作してください。�

警 告 �

YAMAHA F1D-6416G-00

誤った引き起こしは負傷につながる恐れがあります。�
9 エンジンを停止してください。カールコードが外れてい�
   ることを確認してください。�
9 エンジンが掛かっている時はジェットインテーク（吸水�
   口） に手を掛けないでください。�
9 引き起こす際、覆い被さってくる艇体で身体を打たない�
   ように注意してください。�
引き起こし方法�
9 転覆した艇に這いあがり、船尾付近のガンネルに両足を�
  置きます。�
9 ジェットポンプカバーに両手を掛けます。�
9 後ろに寄り掛るように体重を使って引き起こします。�

y

YAMAHA F1D-6419B-00

GK5-6415E-20

9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。�
9ジェットノズルの後方に人がいる場合や同乗者が乗り込も�
  うとしているときにはスロットルを開けないでください。�

警 告警 告 �

GK5-6415F-20

9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。�
9身体保護のためウェットスーツを着用してください。�
9操船者がスロットルを操作しているときには乗り込まないでください。�
�

警 告警 告 �

警 　 告 �

無鉛レギュラーガソリン専用�
F0D-6415B-00

火災や爆発は、重傷等の原因となります。�
給油の際は、エンジンを停めて、炎や火花から遠ざけ、換気の良い場所�
で行ってください。�
喫煙は厳禁です。�
ガソリンはこぼさないようにし、こぼれた場合はすぐにふきとってください。�
�

ガソリンは引火しやすく、爆発の危険があります。�
警 告 �

オイルタンクにはガソリンを入れないで�
ください。火災や爆発の危険があります。�
YAMAHA GJ1-6416F-00

9 揮発性の高い可燃物（ガソリン）は収納しないでください。�

  火災や爆発の危険があります。�
9 左右それぞれ22.5kg以上の収納はしないでください。�

  この物入れには換気装置がなく、ガソリン蒸気等による�

  規定重量を超えると操船に支障が生じ、事故を引き起こ�
  す原因となります。�

F1D-6416D-00

警 　 告 �
9 揮発性の高い可燃物（ガソリン）は収納しないでください。�

  火災や爆発の恐れがあります。�
9 15 kg以上の収納はしないでください。規定重量を超える�

  この物入れには換気装置がなく、ガソリン蒸気等による�

  と操船に支障が生じ、事故を引き起こす原因となります。�
F1D-6416E-00

警 　 告 �

F0D-6416R-10
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ラベル注　意�

!2

!4

!5

!3

注  意 �

進水前に２個のドレンプラグが�

確実に締まっていることを�

確認してください。�

YAMAHA GL3-6418G-00

注  意 �
ハンドグリップは再乗船専用です。�
・物を引張ったり、自船をつり下げたり、�
　運搬時の固定に使うと、取付部が破損�
　する恐れがあります。�

YAYAMAHAAHA GL3-6418C-00

注  意 �
クリートは係留とスキーヤー牽引用です。�
艇体の吊上げに使わないでください。�
破損する恐れがあります。�

YAMAHA GL3-6418H-01

!6

注  意 �

YAMAHA F1D-6418C-00

エンジンが水没して損傷しないように次の事�
を守ってください。�
9 浸水の前には、物入れと船尾の全てのドレンプラグ�
　を確実に締めてください。水上では決してドレンプ�
　ラグを開けないでください。�
9 陸に揚げてから物入れと船尾のドレンプラグを開け、�
　船内の排水を完全に行ってください。エンジンルー�
　ムには物入れから排出された水を残したままにしな�
　いでください。�

!7

注  意 �

YAMAHA

ハンドグリップは乗船者専用です。�
自船をつり上げたり、運搬時の固定には使用し�
ないでください。破損する恐れがあります。�

F1D-6418L-00

�

注  意 �

YAMAHA GL3-6418B-00

ブリーザーパイプ�

黒�
赤�・バッテリーケーブルの赤端子は（＋）に�

あることを確認してください。�

・ブリーザーパイプが確実に差し込んで�

充電系統の故障の原因となります。�

なお、（＋）と（－）を逆に接続すると�

黒端子は（－）に確実に接続してください。�
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その他のラベル

使用後の取扱い�
 9エンジンが冷却系統と艇体を真水で洗ってください。�
 9トランサムのドレンプラグを抜いてください。�
 9エンジン内の水を排出するために、10－15秒間�
　ドライ運転をしてください。�
 9正しい手入れと保管のために、取扱説明書をよく�
　お読みください。�

GK5-6419D-10YAYAMAHAAHA

!8

FON-6418J-00YAMAHA

推奨オイル�
ヤマハ純正 YAMAHALUBE 2-W 又は、��
ヤマハ純正船外機オイルをご使用ください。�

!9

@1
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JJU00639*

Qご自身と同乗者、他の船舶、
遊泳者の安全情報

JJX13310

マリンジェットを使用するときは、ご自身
と同乗者、他の船舶、遊泳者の安全のため
に下記の点を十分理解し守ってください。
JJX10110

8マリンジェットは小型船舶です。小型船
舶操縦士（湖川小馬力5級小型船舶操縦士
は不可）の海技免許が必要です。また海
技免状は常に携帯してください。
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。

JJX13210

8ご使用前には本書及び、製品に貼り付け
られている全ての注意書（ラベル）を必
ずお読みください。また、他人に使用さ
せるときも、必ず読ませてください。

JJX13310

8排気ガスは一酸化炭素を含み中毒をおこ
す恐れがあります。ボートハウスなどの
閉め切った場所ではエンジンを始動させ
ないでください。

JJU00022*

マリンジェットの使用に際して
JJX30210

8このマリンジェットは操船者の他に同乗
者3名の合計4名まで乗船できますが、総
重量が最大積載重量を越えないようにし
てください。

JJX30410

8最大積載重量や定員を越えての乗船は絶
対にしないでください。

JJX17010,JJX17110

8同乗者を乗せての操船はより高度なテク
ニックが必要となりますので、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。
8同乗者を乗せて高度な操船を試みる前に、
同乗者を乗せての航走特性に十分に慣れ
てください。
8免許のない人や子どもと乗船する場合に
は、船長が十分気を配りましょう。

JJU00623*

航走するときには
JJX24011

8他の船舶やマリンジェットの引き波をジ
ャンプしたり、周囲の船舶に近付きすぎ
たりしないでください。衝突などによる
重大な事故につながる可能性が高くなり
ます。
8波などを利用してジャンプをしないでく
ださい。衝撃を受けて負傷する可能性が
高くなります。また、マリンジェットの
破損の原因になります。

JJX25010

K30025

K30035

最大積載重量：300 kg（操船者、同
乗者及び、荷物の重さを含む）
定員：4名または、3名と水上スキーヤー
1名
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8マリンジェットを使用する前には天気予
報や気象条件を確認してください。また
使用中は、天候の変化に注意してくださ
い。
8荒波、悪天候、視界不良時等には使用し
ないでください。重大な水難事故につな
がる恐れがあります。

JJX23010

8マリンジェットでの単独行動はしないで
ください。必ず他船と同行してください。

JJX22010

8深さが60ｃｍ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、負傷する恐れが
あります。

JJX21010

8夜間の航行は法令によりできません。
JJX20010

8このマリンジェットはあらゆる条件下で、
常に最高の性能が出せるものではありま
せん。高速航走する前には、水面の状態、
天候、周囲の交通量や他の障害物等、ま
た速度規制、地域の規則、操船者の技量
等を考えてから行ってください。これら
の条件下で妥当と思われる控え目な速度
で操船してください。

JJU00626*

操船について
JJX16010

8マリンジェットの操船は、練習を通して
得られる技術が必要です。高度なテクニ
ックに挑戦する前に、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。

JJ X11311 、JJX11511

8水難事故防止のため、操船者及び、同乗
者はJCI（日本小型船舶検査機構）認定
の救命胴衣を必ず着用してください。

1 JCI認定の救命胴衣
2 ウエットスーツ
3 マリンシューズ
4 手袋
5 アイプロテクタ
JJX31210,JJX31310

8ジェットノズルからの強い噴流や水面へ
の衝撃は危険ですので操船者及び、同乗
者は必ずウエットスーツを着用してくだ
さい。通常の水着では十分な保護になり
ません。ウエットスーツはジェットノズ
ルからの噴流や水面への衝撃から下半身
の身体開口部を保護します。又、低体温
症状（体温の低下）や切傷等からも保護
します。

JJX11610,JJX11710,JJX11810

8水面下にある障害物から足を保護するた
めマリンシューズを履いてください。又、
手を保護するために手袋を着用してくだ
さい。

JJX12010  JJX12011

K30045*

60cm

K1001

t
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8航走中、風や水しぶき、太陽の反射光等
は視野を狭めます。そういう時にはゴー
グル又は、サングラス等のアイプロテク
タを着用するのが望ましいのですが、ア
イプロテクタは視界を遮ったり歪めたり
する場合があり操船に支障を与える恐れ
があります。アイプロテクタは、周囲や
操船中の状況を考慮した上でご使用くだ
さい。

JJX11920

8視力矯正用の眼鏡を使用している方は、
航走中に紛失したときの対応を考えてお
いてください。ゴーグルには、眼鏡の上
から使用できる物やコンタクトレンズと
併用できる物もあります。眼鏡の拘束紐
には、眼鏡が水没したときに水に浮くよ
うになった物もあります。

JJX12110

8ヘルメットの着用については、以下のこ
とを考慮した上で判断してください。
ヘルメットの着用で、落水、衝突等の事
故から頭部を保護できる場合があります
が、一方では視野が制限されたり、周り
の音が聞こえ難くなったり、ヘルメット
自体の重みで疲れやすくなったりするこ
とがあり、事故につながる恐れもありま
す。また、航走中の落水時には、ヘルメ
ットの中に水が入り呼吸が出来なくなっ
たり、首などに傷害等を受ける場合もあ
ります。ヘルメットの着用は、マリンジ
ェットの使用状況を考慮して判断してく
ださい。競技に参加される場合は、開催
組織が認定したヘルメットを着用してく
ださい。

JJX10410

8操船者及び、同乗者は飲酒や薬物を服用
して、マリンジェットには絶対に乗らな
いでください。

JJX91010

8安全で適正な機能維持のために、使用前
に3-3ページの“使用前の点検”を必ず実
施してください。

JJX15210

8航走中は操船者及び、同乗者は必ず両足
をフットレストフロアに乗せておいてく
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。
また同乗者は必ず前の人、または両舷の
ハンドグリップにしっかりとつかまって
おいてください。両足がフットレストフ
ロアに届かないような子どもなどは乗せ
ないでください。

JJX10310

8妊娠中や健康状態が良くない場合は、乗
船する前に医師に相談してください。

JJX90010

KA002

GU5-127



1-10

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が低
下したり法律違反となることがあります。

JJX71010

8操船者は必ず緊急エンジン停止スイッチ
のカールコードを左手首に取り付け、落
水した時にエンジンが停止するようにし
てください。カールコードがハンドルに
巻き付いたり、操作装置等に絡まらない
ようにしてください。緊急エンジン停止
スイッチの作動が妨げられます。

JJX71110

8エンジンが不意に始動しないように、エ
ンジンが停止しているときは必ず緊急エ
ンジン停止スイッチからロックプレート
を外しておいてください。

1 緊急エンジン停止スイッチ
2 カールコード
3 ロックプレート
JJX14210

8遊泳者等には常に注意してください。ま
た、遊泳区域には近づかないようにして
ください。

JJX14110

8周囲の船舶等との間に安全な距離を保っ
てください。
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。
8旋回するときは後方をよく確認してくだ
さい。

JJU00027

運搬と保管
8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。
キャブレタからガソリンが溢れ出る恐れ
があります。

q
e

w

GU5079*

GU5015

OFF

ON

RES
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JJU00029*

マリンジェットの特性について
JJX31410

8マリンジェットはジェット推進によって
進みます。ジェットポンプはエンジンに
直結していますのでスロットルをはなし
ていてもシフトレバーの位置によりマリ
ンジェットはわずかに前進または後進し
ます（トローリング速度）。

JJX34010

8マリンジェットの旋回はステアリング操
作とスロットル操作を併用して行います。
スロットルを完全に戻した状態ではハン
ドルを操作しても旋回はできません。
8旋回方法に十分に慣れるまで、障害物等
のない広い場所で練習してください。

JJX35110

8マリンジェットも他の船舶と同様にブレ
ーキ装置はありません。航走速度を落と
すときはスロットルを戻すか、またはエ
ンジンを停止させます。「後進」へのシフ
ト操作はブレーキの代わりにはなりませ
ん。高速で航行している時は「後進」へ
シフト操作してもスピードを落とせませ
ん。

JJX75010

8「後進」を使用する場合には次の事に注
意してください。
「後進」は進水時や低速で操船する時に
使用する装置です。シフト操作する場合
は、エンジン停止中かトローリング速度
の時のみとし、スロットルを開けている
時には操作しないでください。「後進」に
シフト操作する前に必ず後方に障害物や
人がいない事を確認してください。

JJX79011

8エンジン運転中は、手、足、毛髪、その
他の身体および衣類の一部を船底のジェ
ットインテーク（吸水口）に近づけない
ように注意してください。吸い込まれる
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。取
り除くときは必ずエンジンを停止させ、
緊急エンジン停止スイッチからロックプ
レートを取り外してください。また、ジ
ェットポンプ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。

K1051

GU5029
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JJU00783*

水上スキー
JJX26010

このマリンジェットを使って水上スキーヤ
ーを牽引する場合は次の事に注意してくだ
さい。
JJX26110

8このマリンジェットは水上スキー専用ボ
ートのような艇体サイズや推進力はあり
ませんので、スキーヤーの牽引は操船に
支障を生じさせる恐れがあります。

JJX26210

8スキーヤーを牽引する時は、操船が水面
や天候状態に左右されると同様にスキー
ヤーの技量次第では、操船に支障を生じ
させる恐れがあります。

JJX26310

8操船者は、同乗者3人を乗せた状態の操船
に十分慣れてからスキーヤーを牽引する
ようにしてください。

JJX26410

8急激な旋回は操船者とスキーヤーの両方
に高度なテクニックが必要となりますの
で、緩やかな旋回をするようにしてくだ
さい。

JJX26510

JJX26611

8操船者やスキーヤーに危険がおよぶよう
な障害物や周囲の船舶等を常に監視して
ください。
8スキーヤーを牽引する際、監視者は図の
ように後方を向いてシートにまたがり、
ハンドグリップを持って座ります。
この時、両足は左右のフットレストフロ
アに確実にのせてバランスをとるように
してください。

1 ハンドグリップ
2 フットレストフロア
JJX26710

8ある特定の物（自船より重い物や大きい
物等）を牽引した場合は、操船不能の原
因となり危険な状況をつくり出すことに
なります。牽引する場合は、ゆっくりと
注意深く操船してください。

GU5-016

q

w

GU50165

q
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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。マリンジェットの
使用は、使用水域に適用される規則等に必
ず従ってください。

船舶検査

船舶安全法により、船の総トン数が20トン
未満の船舶で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、およびその後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。

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。

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。

1-13

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�

1～4

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。�



基点�
2海里�

平水区域�

KA043*

航行区域�

基点�

2海里�

2海里�

2海里�
4海里未満�

3時間� 3時間�

平水区域�

q

KA044

4海里未満�

基点� 2海里�
2海里�

2海里� 3時間� 3時間�

q

KA045

マリンジェットの航行区域
水上オートバイ特殊基準によりマリンジェ
ットの航行区域は次の3つより選択となり
ます。
1. 所定の海域を3ヶ所以内で設定して使用
する場合。

2. 所定の海域を設定しないで使用する場
合。

3. 母船に搭載して使用する場合。
それぞれの航海区域に関して以下のように
規制してありますので十分注意して使用く
ださい。

1. 所定の海域を3ヶ所以内で設定す
る場合の航行区域
8平水区域を航行区域とする場合、平水区
域とは船舶安全法で定められた湖、河川、
湾など比較的波の静かな水域です。
ただし、陸岸から2海里（約3.7km）を超
えることはできません。
8沿海区域を航行区域とする場合マリンジ
ェットが安全に発着できる海岸から連続
最大速力で3時間以内に走航できる水域で
す。
ただし、陸岸から2海里（約3.7km）を越
えることはできません。

1 航行水域内の海岸線に安全に発着できない部分が4
海里以上続いていない水域の場合。

1-14



2 航行水域内の海岸線に安全に発着できない部分が4
海里以上続いている水域の場合。

図のように航行区域が制限されます。

1-15

基点�

2海里�

2海里�

2海里�

4海里以上�3時間�

平水区域�

安全に発着できない海岸�

w

KA046

4海里以上�

基点�
2海里�

2海里�
3時間�

2海里�
安全に発着できない海岸�

w

KA047

２海里�

出航地点�１時間以内�
（15海里）�

１時間�
　以内�
（15海里）

KA048*

2. 所定の海域を設定しないで使用す
る場合の航行区域
平水区域及び、水上オートバイが発着でき
る任意の点から最大速力で2時間以内（30
海里以内）で往復出来る水域のうち、当該
地点における海岸から2海里以内の水域

3. 母船に搭載して使用する場合の航
行区域
母船を中心に半径2海里以内の水域です。

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ない岩）な
どがある海岸です。
8航行区域について詳しくは、船舶検査証
書を確認してください。

要     点�



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。

1-16

JJU00034*

環境と周辺の人々との

調和のために
海は共有な場、いろいろな楽しみを求めて
沢山の方が利用する場所です。また、この
海を生活の糧とする多数の方々もいます。
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。KA051

KA052

KA053

KA054



8指定区域内では制限速度を守ってくださ
い。

いつまでもきれいな海で乗るために
8自然の景観や、生物を大切にしましょう。

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燃料やオイルでビーチや水面を汚さない
ようにしましょう。

1-17

8乗り入れ禁止区域には入らないでくださ
い。

KA055

KA056

KA058

KA057
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JJU00035*

使用する燃料

ガソリン
JWJ00000

ガソリンは高い引火性と爆発性があります。
88給油中は、タバコを吸わないでください。
また、他の火種になるようなものを近づ
けないでください。
88給油は、エンジンを停止してから行って
ください。
88給油は、換気の良い場所で行ってくださ
い。
88万が一の火災の被害をさけるために、給
油中はマリンジェットに乗船しないでく
ださい。
88こぼさないように、取扱には十分注意を
払ってください。こぼれた時には、ただ
ちにふきとってください。
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。
88燃料タンクへは規定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から、燃料の
レベルは給油口チューブと燃料タンクと
の接続部までとし、中までは給油しない
でください。
88燃料タンクキャップを確実に締めてくだ
さい。
88飲み込んだり目に入ったり、または揮発
の蒸気を吸い込んだ場合は、ただちに医
者の診断を受けてください。
88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ってください。

JCJ00000

ガソリンは必ず新しいものを使用してくだ
さい。

警　告�

注　意�

推奨ガソリン：
無鉛レギュラーガソリン
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KA061

KA062

JJU00036*

エンジンオイル

YAMALUBE（ヤマルーブ）2-W
部品番号： 90790-70417 (946ml)

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（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）をご使用
ください。
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1 冷却水点検孔
冷却水が十分エンジンに供給されてい
るか点検します。

2 バウアイ
マリンジェット運搬時や緊急時に曳航
される場合のロープ固定場所です。

3 船首物入れ
4 フロントフード
5 燃料コック
燃料通路の開閉及び、予備燃料通路を
選択をします。

6 ステアリングハンドル
マリンジェットの進行方向を調節しま
す。

7 燃料タンクキャップ
燃料給油時、このキャップを反時計方
向に回し開けます。閉める時は時計方
向に回します。

8 クリート
一時的に係留するときロープをここに
固定します。

9 オイルタンクキャップ
エンジンオイル補給時、このキャップ
を反時計方向に回し開けます。閉める
時は時計方向に回します。

0 チョークノブ
冷えたエンジンを始動するとき、この
ノブを引きます。

q フットレストフロア
両足を置きマリンジェットと乗船者の
安定を図ります。

w シートロック
シートを固定します。

e 吸水口格子
ジェットポンプに異物が入るのを防ぎ
ます。

r 速度センサ
t 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。

y ドライブシャフト
エンジンの出力をジェットポンプに伝
達します。

u ハンドグリップ
i リヤシート
o フロントシート
p グローブボックス
a 船尾物入れ
s チルトハンドルレバー
d ハンドグリップ

艇体各部の名称

TK0115Jq
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TK0125
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!3 !3

!2!2

TK0135

!4 !5!6

1 カールコード
カールコードで緊急エンジン停止スイ
ッチと操船者を繋ぎ、操船者が落水し
た時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
プレートを緊急エンジン停止スイッチ
に取り付けるとエンジンが始動できる
状態になります。取り外すとエンジン
停止または、始動できない状態になり
ます。

4 緊急エンジン停止スイッチ
ロックプレートが外れた時、エンジン
が停止します。

5 クイックシフトトリムシステム（QSTS）
6 エンジン始動スイッチ
緑ボタンを押すとエンジンが始動します。

7 アジャスタブルミラー
8 マルチファンクションメータ
航走速度や、その他マリンジェットの
状況を表示します。

9 シフトレバー
前進、後進の切り替えを行います。

0 スロットルレバー
このレバー操作によりエンジン回転数
を調整します。

q スキーアイ
水上スキーヤーを牽引するときロープ
をここに固定します。

w ロープフック
マリンジェット運搬時や係留する場合
のロープ固定場所です。

e ドレンプラグ
陸上でプラグを開けエンジンルームの
ビルジを抜きます。水に浮かべる前に
は確実に締め付けます。

r 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。

t リバースゲート
このゲートでジェット憤流の向きを変
え、マリンジェット後進させます。

y ジェットポンプカバー
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TK0145

TK0155
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1 船首側
2 燃料タンク
3 水分離器
4 燃料フィルタ
燃料中のゴミがエンジンへ侵入するの
を防ぎます。

5 オイルタンク
6 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。

7 ハイテンションコード
高電圧をスパークプラグへ伝えます。

8 スパークプラグ/スパークプラグキャップ
9 電装ボックス
多くの電装品は防水されたこの箱に収
納してあります。

0 バッテリ
q 水洗キット接続口
w マフラーボックス
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JJU00040

艇体各部の操作と機能
JJU00045*

フロントシート
シートロックレバーは､シートの後部にあり
ます。フロントシートを取り外すには、リ
ヤシートを最初に取り外す必要があります。
取り外し
シートロックレバーを上方向に引き、シー
トの後部を持ち上げて後ろに引くようにし
て外します。

1 フロントシートロックレバー

取り付け
シート前部の突起部が艇体側のステーの下
側にはまるようにシートを載せます。次に
シートロックが固定するまでシートの後部
を押し下げます。

2 ステー

運転前にシートが確実に固定されているこ
とを確認してください。

JJU00046*

リヤシート
シートの後部にシートロックレバーがあり
ます。
取り外し
シートロックレバーを上方向に引き、シー
トの後部を持ち上げて後ろに引くようにし
て外します。

1 リヤシートロックレバー

q

GU5-005

GU5-006
w

GU5-007

GU5-008

q

要     点�
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取り付け
シート前部の突起部が艇体側のステーには
まるようにシートを載せます。次にシート
ロックが固定するまでシートの後部を押し
下げます。

運転前にシートが確実に固定されているこ
とを確認してください。

JJU00056

燃料とオイルタンクキャップ
燃料タンクキャップ及びオイルタンクキャ
ップを外すときはキャップを反時計方向に
回します。

1 燃料タンクキャップ
2 オイルタンクキャップ

乗船前、キャップは両方とも確実に閉めて
おいてください。

GU5009

GU5-010

GU5-0135

w

GU5-013

q

要     点�
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GU5-015A*

OFF

ON

RES

q

GU5-059

q

GU5-061

JJU00803

燃料コック
燃料コック1を使って燃料の供給方法を切
り換えることができます。燃料コックには
次の3つの位置があります。
OFF
燃料は供給されません。エンジンが停止し
ているときは必ずこの位置にしておきます。
ON
燃料はエンジンへ供給されます。通常の運
転中はこの位置にしておきます。
RES
“ON”位置で燃料がなくなったときに、予
備の燃料がエンジンに供給されます。しば
らくは運転を続けることができますが早め
に給油してください。給油後は、“ON”位
置へ戻してください。

閉めるときは、フロントフードが確実に固
定されるまで後部を押し下げます。

JJU00800

フロントフード
フロントフードは後部のロックレバー1で
固定されています。
フードを開けるときは、ロックレバーを引
き上げ、フードの後部を持ち上げます。
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JJU00804

エンジン停止スイッチ
エンジンは通常、赤いボタン1を押して停
めます。

GU5017*

q

GU5018*

q

w

e

GU5019

GU5-020

q

JJU00806

チョークノブ
チョークノブ1を引くと、冷間時のエンジ
ン始動に必要な濃い混合気が供給されます。

正しい使い方については第3章の「エンジ
ンの始動」を参照してください。

要     点�

JJU00805

緊急エンジン停止スイッチ
また、エンジンは操船者の落水等により、
カールコード2に取り付けられたロックプ
レート1が緊急エンジン停止スイッチ3か
ら外れたときに停止します。
何らかの原因でロックプレートが外れると、
エンジンはただちに停止することを覚えて
おいてください。

88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。
88エンジンが不意に始動しないように、エ
ンジンが停止しているときは必ずロック
プレートを外しておいてください。

警　告�
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JJU00060

スロットルレバー
スロットルレバー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（アイドリング）位置に戻ります。
JWJ00003

エンジンを始動する前に必ずスロットルレ
バーの作動を点検してください。全域にわ
たってスムーズに動き、放すとアイドリン
グ位置に戻ることを確認します。

1 スロットルレバー

JJU00808*

エンジン始動スイッチ
エンジンを始動するときは緑色のボタン1

を押します。

8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。
8パドロック機構により“LOCK”モード
が選ばれているときは、エンジンは始動
しません。マルチファンクションメータ
の「パドロック」を参照してください。

GU5021
q

q GP7-022

警　告�

要     点�
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JJU00063*

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）。

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。

JJU00810

ステアリング
進みたい方向にあわせてハンドルバー1を
左または右に向けると、艇体後部にあるジ
ェットノズルの向きが変わります。このジ
ェットノズルからの水流の方向や強弱によ
って、スピードや進行方向も変わります。
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。

GU5-023

GU5024

q

要     点�



2-10

JJU00812

チルトハンドルレバー
ステアリングボスのチルト位置が5段階に
調整できます。
調整方法
1) チルトハンドルレバー1を引きます。
2) ステアリングボスをチルトさせ、好み
の位置にします。

3) チルトハンドルレバーを押し込みます。
このとき、ハンドルバーを上下にゆす
って固定されていることを確認してく
ださい。

88操船中はチルトハンドルレバーに触れな
いでください。ハンドルバーのチルト位
置が突然に変わると、予期せぬ事故をお
こす恐れがあります。
88ステアリングボスのチルト位置を調整し
た後は、チルトハンドルレバーで確実に
固定してください。ハンドルバーのチル
ト位置が突然に変わると、予期せぬ事故
をおこす恐れがあります。

JJU00066

シフトレバー
このマリンジェットにはシフトレバーが装
備されております。「前進」または「後進」
にシフトレバーを操作することによりジェ
ットの推進方向が変えられます。「後進」は
トレーラーからの進水時や旋回出来ない狭
い場所等で使用すると便利です。シフト操
作の方法はスロットルレバーを閉じ、右手
をハンドルからはなした後、シフトレバー
を「前進」または「後進」位置に動かしま
す。
JWJ00004

88「後進」へシフト操作する前に必ず後方
に障害物や人がいない事を確認してくだ
さい。
88シフト操作している時、リバースゲート
にさわらないでください。手をはさむ恐
れがあります。

q
GU5-0245

GU50246

GU5-025

警　告�

警　告�
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JJU00068*

クイックシフトトリムシステム
（Q.S.T.S.）
Q.S.T.S.を操作することにより、マリンジ
ェットの航走トリム角度を調整することが
できます。Q.S.T.S.のトリムシフトグリッ
プを操作するとジェットノズルの角度が上
下に変わります。ジェットノズルの角度に
より、マリンジェットのトリム角度を5段
階（船首ダウン2段A, B、ニュートラル”
N”、船首アップ2段C, D）設定出来ます。

1 トリムシフトグリップ
2 シフトロックレバー

トリム角度を変えるには次のように操作し
ます：
1) ス ロ ッ ト ル レ バ ー を 半 開 （ 約

3,000r/min）以下にします。
2) シフトロックレバーを引いたまま、ト
リムシフトグリップを好みの位置に回
します。
8“Ｎ”からAまたはBグリップを回
す：
滑走中、マリンジェットの船首が下が
る。
8“Ｎ”からCまたはDグリップを回
す：
滑走中、マリンジェットの船首が上が
る。

3) シフトロックレバーを放し、その位置
でグリップを固定します。

JCJ00003

スロットル全開時にはグリップを回さない
でください。Q.S.T.S.の故障の原因となり
ます。

ほとんどの場合、ニュートラル“Ｎ”のシ
フト位置でも良好なパフォーマンスが得ら
れます。特定のパフォーマンスを高める場
合は「船首ダウン」または「船首アップ」
位置を選んでください。

******

D

C

A

B

N

GP7-025

q w

GU5-101

A
B

D
C

D
C

B
A

注　意�
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「船首ダウン」へのシフト
「船首ダウン」では船首の喫水が深くなりま
す。このためにマリンジェットは水に食い
つき易くなり、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
にすることができます。ただし高速時では
船首部へ受ける影響が大きくなり、波によ
る舵への影響を受けやすくなります。また
このとき燃費と最高速度も低下します。

「船首アップ」へのシフト
「船首アップ」では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跳ねやすく
なります。その場合はニュートラルか船首
ダウンを選んでください。

JJU00073*

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、マルチファンクションメータのオーバ
ヒート警告表示部の点滅とブザーが鳴りは
じめ、エンジン回転は約3,000r/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。
JWJ00005

A/ SET

B

C
MODE

WARNING

km / h

2
1

0

3
4

5 6 7 8
1000

r/min

GU5-028J*

GU5-023*
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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。

JCJ00004

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。

マルチファンクションメータのボタン何れ
かを押すとブザーは鳴り止みます。

JJU00787

ハンドグリップ
ハンドグリップ1はマリンジェットに再乗
船する時に使用します。
ハンドグリップ2は乗船中に使用します。
JCJ00005

物を引張ったり、艇体を吊り下げたり、運
搬時の固定に使わないでください。破損す
る恐れがあります。

GU5029

GU5-030J

w q

警　告�

注　意�

要     点�

注　意�
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JJU00650

マルチファンクションメータ
このメータには次のような装置と機能が含
まれています。

1“MODE”ボタン
2“SET”ボタン
3“CODE”設定ボタン
4 タコメータ
5 速度計
6 燃料計
7 エンジンオイル計
8 時計、アワーメータ、トリップメータ、トリップタ
イマ

9 警告ランプ
0 パドロック設定表示、警告項目表示
q 警告表示
JCJ00009

88陸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。
88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。

JJU00648*

パドロック（PADLOC : Programmable
digital locking ignition）
他の人が勝手に操作する事を防止するため
この機能が設けられています。状況に合わ
せて自動車のメインキイースイッチを操作
するように、“START”又は、“LOCK”
モードを選択する事が出来ます。
“LOCK”モードにしておけば、正しいコー
ドを入力して“START”モードに設定し
直さない限りエンジン始動ができません。

GU5-032J
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注　意�



2-15

パドロック（PADLOC）の機能を使わな
い方は、初期設定をする必要はありません。
この場合は、“START”モードの状態を保
持します。

88パドロックの初期設定
1) 船首物入れにあるカバー1を取り外し
青色のコネクター2を外します。

2) 警告ランプが点灯したら、“MODE”ボ
タンを約3秒間押し続けます。するとメ
ータはイラストAの表示に変わり、コ
ード設定が出来る状態となります。

3)“A/SET”、“B”、“C”ボタンを使って、
4文字の暗証コードを好みの順序で入力
します。

10秒以上入力操作を中断すると、メータの
表示は消えて、入力した内容はキャンセル
されます。

GU5-0355

q

GU5-035

w

km / h

2
1

0

3
4

5 6 7 8
1000

r/min

GU5-036J

MODE

W A R N I N G

A
GU5-037

A/ SET

B

C

W A R N I N G

2
3

要     点�
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4) 暗証コードの入力が終わると、メータ
はイラストBの表示に変わった後、ブ
ザーが３回鳴り、メータは“SET”を
表示します。その後メータ表示が消え、
警告ランプが点灯します。これらの表
示を確認したら、青色コネクター2を
再接続します。

暗証コードを忘れたり変更したい場合には、
この“パドロックの初期設定”の手順に添
って再度設定してください。

88“START”／“LOCK”モードの選択
各モードの選択は、“パドロックの初期設定”
を行った後、メータの表示が消灯している
時に使用できます。
1)“MODE”ボタンを押すとイラストC
のSTARTまたはLOCKの表示に変わ
り、現在のモードを表示します。

2) そのまま約3秒間押し続けるとメータは
イラストDの表示に変わり、暗証コー
ドの入力が出来る状態となります。

3)“A/SET”、“B”、“C”ボタンを使って、
4文字の暗証コードを入力します。

10秒以上入力操作を中断すると、メータの
表示は消えて、入力した内容はキャンセル
されます。

D
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A/ SET

B

CMODE

GU5-040
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要     点�

要     点�
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4) 入力された暗証コードが正しいと、モ
ー ド は 前 回 選 択 し た モ ー ド か ら
“START”／“LOCK”モードに変わ
り、モード表示とブザーが約2秒間作動
します。
8“START”：エンジンは、始動出来
ます。
8“LOCK”：エンジンは、始動出来ま
せん。

8一度モードの選択をすると選択の手順に
従って選択し直さない限り、モードは変
わりません。
8間違った暗証コードを入力すると、メー
タは“ERROR“を約2秒間表示しブザー
が5回鳴ります。その後イラストDの表示
に戻ります。

JJU00087*

メータの作動
エンジンを始動するとデモンストレーショ
ンモードの表示をした後、全ての表示が点
灯しブザーが2回鳴ります。数秒後にはメ
ータは通常に作動をはじめます。エンジン
停止後もメータは30秒間表示を続けます。

JJU00089

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、200r/min単位でエンジン回転数を表示
します。
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JJU00090*

速度計
マリンジェットの対水速度（km/h）を表
示します。

JJU00091*

燃料計
運転中に燃料残量を確認できるように燃料
計がついています。燃料の残量が4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、参考としてくださ
い。

q

表示� 容量：L

q 54~70

w 45~54

e 28~45

r 17~28

t 0~17

点灯

点灯

点灯
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JJU00092*

エンジンオイル計
運転中にオイル残量を確認できるようにエ
ンジンオイル計がついています。オイルの
残量が3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、参考としてくださ
い。

JJU00093*

時計
このメータには、時計（12時間計）が装備
されています。この機能を表示するには、
エンジン運転中に“MODE”ボタンを押し
てメータ表示を“CLOCK”に切換えます。

88時刻合わせの手順
1) メータの表示が“CLOCK”の時、
“MODE”ボタンを約3秒間押し続けま
す。

2) ブザーが1度鳴り、メータの“時”の表
示と“SET”が点滅を始めます。この
状態で“A/SET”ボタンを押して“時”
を合わせます。

3) もう一度“MODE”ボタンを押します。
4) ブザーが1度鳴り、メータの“分”の表
示と“SET”が点滅を始めます。この
状態で“A/SET”ボタンを押して“分”
を合わせます。
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C
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5) もう一度“MODE”ボタンを押します。
6) ブザーが2度鳴り、警告ランプとメータ
表示の“SET”が約2秒間点滅します。
その後表示は“CLOCK”に変わり、時
刻を表示します。

バッテリ端子を取り外すと、時刻は12:00に
リセットされます。

JJU00095*

アワーメータ
定期点検時期の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経過時間が
積算表示されます。この機能を表示するに
は、エンジン運転中に“MODE”ボタンを
押してメータ表示を“HOUR.M”に切換え
ます。

JJU00651*

トリップタイマ
航走時間を表示します。この機能を表示す
るには、エンジン運転中に“MODE”ボタ
ンを押してメータ表示を“TRIP.T”に切換
えます。

1“分”表示
2“秒”表示

88操作方法
1) メータの表示が“TR IP . T”の時、
“A/SET”ボタンを押すとブザーが１度
鳴り時間計測を始めます。

2) もう一度、“A/SET”ボタンを押すとブ
ザーが１度鳴り時間計測を完了します。

3)“MODE”ボタンを約2秒間押し続ける
と、計測された時間がリセットされ、
ブザーが2回鳴り、“TRIP.T”が約2秒
間点滅します。この後再度時間計測が
出来る状態となります。

A/ SET

B

C

GU5-052

A/ SET

B

C
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MODE
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JJU00652*

トリップメータ
このメータにはトリップメータが装備され
ており、航走距離を計測する事が出来ます。
この機能を表示するには、エンジン運転中
に“MODE”ボタンを押してメータ表示を
“TRIP”に切換えます。表示が“TRIP”に
変わった後“KM”に変わります。
1) メータの表示が“KM”の時、“MODE”
ボタンを約2秒間押し続けます。

2) その後ブザーが2回鳴り、“KM”が約2
秒間点滅します。この後表示は“000”
に戻り、再度航走距離の計測が出来る
状態となります。

3) 航走距離の計測を開始するとメータの
表示“KM”の左側に“・”ドットマー
クが点滅します。艇を停止すると、“・”
ドットマークは消灯します。

この航走距離は、潮流や風向き等によって
異なりますので目安としてください。

JJU00786

警告表示の作動
88燃料残量
燃料残量が17L以下になると、最低残量を
示すセグメント、警告表示部、“FUEL”表
示及び警告ランプが点滅を始めます。同時
にブザーも鳴り始めます。

A/ SET
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C
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GU5-054J*
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88オイル残量
オイル残量が1.4L以下になると、最低残量
を示すセグメント、警告表示部、“OIL”表
示及び警告ランプが点滅を始めます。同時
にブザーも鳴り始めます。
JCJ00011

88オイル残量の警告表示が点滅を始めたら、
できるだけ早くエンジンオイルを補給し
てください。
88オイルがオイルタンクに十分残っている
場合は、オイルフィルタの目詰まりを点
検してください。

88オーバヒート
エンジン温度が規定以上になると、オーバ
ヒート警告表示部“W.TEMP”表示及び警
告ランプが点滅を始めます。同時にブザー
も鳴り始めます。2-12ページのオーバヒー
ト警告装置を参照してください。

88バッテリー電圧
バッテリー電圧が11.5V以下になると、警
告表示部、“VOLT”表示及び警告ランプが
点滅を始めます。同時にブザーも鳴り始め
ます。バッテリー電圧の警告表示が点滅を
始めたらマリンジェットを岸に引き上げま
す。この後、バッテリを充電して、ヤマハ
取扱店で充電系統の点検を依頼してくださ
い。

8警告表示の機能として、燃料残量、オイ
ル残量またはオーバヒートの警告表示は
エンジン停止後も30秒間は作動します。
8メータの何れかのボタンを押すと、ブザ
ーは鳴り止みます。
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JJU00789*

物入れ
各物入れが船内に設けられています。航走
前には物入れのふたを確実に閉じてくださ
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
等は、水にぬれないようにしてください。

船首物入れ
JWJ00105

フロントフードの下にあります。
フードラッチを引き上げ、フードを開けて
ください。

8揮発性の高い可燃物（ガソリン）を収納
しないでください。この物入れには換気
装置がなく、ガソリン蒸気等による火災
や爆発の危険があります。
8 15 kg以上を搭載しないでください。規
定重量を越えると操船に支障を生じ、事
故を引き起こす原因となります。

1 フードラッチ
2 船首物入れ
容量：120.0L
制限重量：15.0kg

JCJ00104

フロントハッチに取り付けられたダンパー
は、ハッチを無理に強く押し下げると壊れ
る場合があります。

グローブボックス
ステアリングハンドルの下にあります。グ
ローブボックスは、ロックボタンを引いて
開きます。閉じるときは、ロックがかかる
までふたを押し下げます。

3 ロックボタン
4 グローブボックス
容量：1.7L
制限重量：1.0kg

GU5-059

q

GU5-060

w

GU5-061

GU5-062L

e

GU5-062Rr

警　告�

注　意�
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船尾物入れ
船尾両舷にあります。
リッドラッチを引き上げ開けます。
JWJ00106

8揮発性の高い可燃物（ガソリン）を収納
しないでください。この物入れには換気
装置がなく、ガソリン蒸気等による火災
や爆発の危険があります。
8左右それぞれ22.5 kgを搭載しないでくだ
さい。規定重量を越えると操船に支障を
生じ、事故を引き起こす原因となります。

5 リッドラッチ
6 船尾物入れ
容量：160.0L
制限重量：22.5kg

GU5-063

t

GU5-064

y y

GU5-065J*

uu

u

警　告�

7 ドレンプラグ

各物入れにはドレンプラグがあります。ド
レンプラグを外すことによって、エンジン
ルームへ排水することができます。

要     点�
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JJU00114

ガソリンと

エンジンオイルの給油

このエンジンは分離給油システムが使われ
ていて、適切なオイル供給により常に最良
の潤滑が得られます。燃料とオイルの混合
は不要です（ならし運転時を除く）。ガソリ
ンを燃料タンクに、オイルをオイルタンク
に給油します。

JJU00117*

燃料の給油
1) 燃料の残量が見えるようにリヤとフロ
ントのシートを取り外します。

2) 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。

3) 燃料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。

JCJ00013

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：70 L

GU5-066
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JJU00122

エンジンオイルの給油
1) オイルの残量が見えるようにリヤとフ
ロントのシートを取り外します。

2) オイルタンクキャップを開け、エンジ
ンオイルを極く少量づつオイルタンク
に補給します。

3) オイルが給油口チューブ底部に達した
ら補給を止めます。

JCJ00015

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、
ヤマハ取扱店にご依頼ください。

JWJ00006

オイルが船底に溜まると火災の原因となる
恐れがあります。オイルがこぼれた場合は
直ちに拭き取ってください。

オイルタンクの容量：5.5L

注　意�

警　告�

GU5-067
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JJU00124*

使用前の点検

チェックリスト
マリンジェットに乗船する前に、次の点検を行ってください：

点検項目の内一つでも正常に作動していない場合は、ヤマハ取扱店で点検と修理を受けて
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。

3-4

3-5

2-24

3-6

3-6

3-6

3-4

3-5

3-6

2-4

—

3-7

3-8

3-8

項目 点検方法 参照ページ

使用前の点検はマリンジェットを使用する度に行ってください。この点検は短時間で行え
ますので、必ず実施してください。

要     点�

警　告�

エンジンルーム

ビルジ

船首および船尾物入れ

スロットル

ステアリング

シフト

燃料およびオイル

水分離器

バッテリ

シート

艇体

ジェットインテーク（吸水口）

スイッチ類とカールコ
ード

冷却水点検孔

フロントシートと船首物入れを取り外しエンジンルー
ムの換気を行います。

水や燃料が溜まっている場合は排水します。

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。

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。

シフトが正常に作動することを確認します。

燃料およびオイル量を点検します。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。

シートがデッキに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。
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JJU00128

チェックポイント
エンジンルーム
リヤとフロントのシートを取り外してエン
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。
JWJ00007

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
ームに燃料の臭いがするときはエンジンを
始動しないでください。

JJU00129

燃料系統
手順については4-9ページの「燃料系統の点
検」を参照してください。

JJU00132

燃料およびオイル
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
を外して圧力を逃します。

2) リヤとフロントのシートを取り外しま
す。

3) タンク内の燃料およびエンジンオイル
の残量を点検し、必要な場合は給油し
ます。（3-1ページの「ガソリンとエンジ
ンオイルの給油」を参照してください。）

4) 燃料コックノブを“ＯＮ”位置にしま
す。

警　告�GU5-068

GU5-0146

OFF

ON

RES
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JJU00134

水分離器
1) 燃料タンクのブリーザパイプから浸入
する水が水分離器の中に溜まっていな
いかを点検します。

2) 水がたまっている場合は、水抜きスク
リュを外して排水します。その後で水
抜きスクリュを取り付けるのを忘れな
いでください。

1 水分離器
2 水抜きスクリュ

JJU00135*

ビルジ
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。ビルジがある場
合は船尾のドレンプラグを外し、船首部を
約30cm程上げます。次にビルジ溜まりを
乾いた布で拭き、ドレンプラグを元のよう
に取り付けます。
JCJ00017

マリンジェットを水に浮かべる前に２ヶ所
のドレンプラグを確実に締め付けてくださ
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。

JWJ00008

ガソリンがしみこんだ布は安全な場所で焼
却する等して処置してください。発火する
恐れがあります。

GU2070

GU5-069

q

w

注　意�

警　告�
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JJU00137

バッテリ
バッテリの状態とバッテリの液量を点検し
ます。
JWJ00009

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。

JJU00138

スロットル
スロットルレバーを数回操作し、軽くスム
ーズ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。

JJU00139*

ステアリング
ステアリングハンドルにガタがないことを
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。またハンドルの動きに合わせてジェ
ットノズルの方向も変わり、ハンドルとジ
ェットノズルの間に遊びがないことも確認
してください。
ハンドルのチルトロックが確実にされてい
ることを確認してください。

JJU00141

シフト
「後進」にシフト操作した時リバースゲート
が下側の停止位置まで動く事を確認してく
ださい。また、「前進」にシフト操作した時
リバースゲートが上側の停止位置まで動く
事を確認してください。
JWJ00010

GU5-025

GU5071

GU5072

警　告�
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88高速で航行している時、「後進」へシフト
操作してもスピードは落とせません。「後
進」は低速で操船する時に使用する装置
です。
88マリンジェットはエンジン運転中、常に
前進または後進する推進力を発生します。
88シフト操作する場合は、エンジン停止中
かトローリング速度の時のみとし、スロ
ットルを開けている時には操作しないで
ください。
88「後進」にシフト操作する前に必ず後方
に障害物や人がいない事を確認してくだ
さい。

JJU00142*

ジェットインテーク（吸水口）
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か点検します。異物が
詰まっているとジェット推進力が低下し、
ジェットポンプが損傷する恐れがあります。
また、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、冷却水
が不足しエンジンのオーバヒート等の原因
となります（5-3ページ参照）。
JWJ00005

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。

警　告�

GU50735

GU5029

警　告�
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JJU00143*

スイッチ類
エンジンを十分に冷却できるようにマリン
ジェットを水に浮かべ、エンジンを始動し
ます。次に左手首に巻き付けたカールコー
ドを引張り、緊急エンジン停止スイッチか
らロックプレートが外れた時、エンジンが
直ちに停止すること確認してください。カ
ールコードが、擦り切れていたり、破損し
たりしていない良好な状態であることを確
認してください。破損したカールコードは
交換してください。補修したり、他のコー
ドと結びつけたりは決してしないでくださ
い。始動スイッチの正しい作動については
3-11～3-14ページの「エンジンの始動」を
参照してください。

1 エンジン始動スイッチ
2 エンジン停止スイッチ
3 ロックプレート

JJU00144*

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
水されていることを確認してください。こ
の装置の正しい作動については2-9ページを
参照してください。

JJU00145

マルチファンクションメータ
マルチファンクションメータの作動を点検
します。メータの正しい作動については2-
14～2-22ページの「マルチファンクション
メータ」を参照してください。

GU5074
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w

q

GU5-023*
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JJU00146*

操作方法
JWJ00011

マリンジェットに乗る前に、基本操作を十
分に理解してください。操作方法がよく判
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
回避出来ない恐れがあります。

JCJ00018*

ドレンプラグが船尾に2ヶ所、各物入れに1

ヶ所あります。マリンジェットを水に浮か
べる前には全ての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。

1 ドレンプラグ

JJU00150*

慣らし運転
エンジン構成部品等の摺動面を均一に摺り
合わせるために、慣らし運転期間が必要で
す。慣らし運転を行うことにより、正常な
性能が得られるとともに各部品の寿命を延
ばします。
JCJ00022

最初は、50:1の割合でオイルを混合した燃
料タンク容量分の燃料を給油し、使い切っ
てください。
その後はガソリンだけを使用してください。

1) マリンジェットを水に浮かべてエンジ
ンを始動します。

JWJ00012

警　告�

注　意�

GU5-065J

qq

q

q 注　意�
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深さが60cm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、負傷等につながる可能性が高
くなります。さらに高速での操船は障害物
が見あたらない深い所で行ってください。

深さが60cm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) 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) その後、徐々にスロットルを開き3/4ま
たはそれ以下で運転します。

4) 燃料タンク容量分の混合燃料を使いき
るまでは、スロットル開度が3/4または
それ以下での運転を続けてください。

5) ガソリンを燃料タンクに給油して、通
常の運転を行います。

JCJ00020

慣らし運転の手順を守らないとエンジンに
重大な損傷をまねく恐れがあります。

警　告�

注　意�

注　意�
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JJU00647*

エンジンの始動
JWJ00095

排気ガスは一酸化炭素を含み中毒をおこす
恐れがあります。ボートハウスなどの閉め
切った場所ではエンジンを始動させないで
ください。

1) マリンジェットを水に浮かべてエンジ
ンを始動する場合は、必ず海藻やゴミ
がない所で少なくとも60cm以上の深さ
がある場所で行ってください。

JWJ00012

深さが60cm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、負傷等につながる可能性が高
くなります。さらに高速での操船は障害物
が見あたらない深い所で行ってください。

深さが60cm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) 燃料コックノブを“ＯＮ”位置にしま
す。

燃料タンクには圧力がかかっていることが
あるため、使用前には燃料タンクキャップ
を外して圧力を逃がします。

警　告�

警　告�

要     点�

60cm

GU5-077J

GU5-0146

OFF

ON

RES

GU5078

注　意�
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3) 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
手首に取り付けます。カールコードが
ステアリングハンドル等に絡まったり
していないことを確認してください。

1 緊急エンジン停止スイッチ
2 カールコード
3 ロックプレート
JWJ00013

カールコードが擦り切れ、破損していない
か、またハンドルバーや、コントロール装
置に巻き付いていないか確認してください。
操船者が落水した場合、マリンジェットは
航走を続け、事故の原因になります。
また、落水者は、マリンジェットに戻るこ
とができなくなり、周囲の船舶に衝突され
たり、洋上を漂うリスクが増えます。

ロックプレートを緊急エンジン停止スイッ
チから取り外し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出します。

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。

GU5-080

q
e

w

GU5079*

警　告�

要     点�

要     点�
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5)“LOCK”モードを選択している場合
には、“START”モードに設定し直し
てください。設定方法は“マルチファ
ンクションメータ”の“パドロック”
を参照してください。

8パドロックの初期設定が行なわれていな
ければ、常に“START”モードとなり
ます。
8“LOCK”モードのときは正しい暗証コ
ードを入力し、“START”モードに設定
し直さない限りエンジンを始動できませ
ん。

6) 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）を押し
ます。

JWJ00014

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最低限保てるだけのス
ロットル開度としてください。

7) 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。エンジン始動
スイッチは自動的に元の位置に戻りま
す。

JCJ00023

88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。5秒以内でエンジンが始
動しない時は、10秒たってから、もう一
度行ってください。（スタータモータを5

秒以上連続して回すと、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。）
88エンジン運転中は、エンジン始動スイッ
チを押さないでください。

要     点�

警　告�

注　意�

GP7-081
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8) エンジンが暖まったら、チョークノブ
を元の位置に完全に押し込んでくださ
い。

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。

JJU00649*

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）
を押します。
JWJ00001

マリンジェットから離れるときは、他の人
が勝手に操作する事を防止するためにマル
チファンクションメータのパドロック設定
で“LOCK”モードを選択し、カールコー
ドを取り外しておいてください。設定方法
は“マルチファンクションメータ”の“パ
ドロック”を参照してください。

要     点�

要     点�

GU5082
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JJU00157*

マリンジェットの乗船

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。高度なテクニッ
クに挑戦する前に、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、先ず操
作によく慣れて、安全に操船するためのテ
クニックを覚えることが重要です。乗船前
に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1-7～1-12ページの
「ご自身と同乗者、他の船舶、遊泳者の安全
情報」をよくお読みください。また、製品
に貼り付けられている全ての注意書（ラベ
ル）を必ずお読みください。

このマリンジェットは操船者と同乗者3名、
合計4名まで乗船できます。5名以上で乗る
ことは絶対にしないでください。

JJU00160*

乗船の前に
ご自身の安全とマリンジェットの信頼性の
向上のため、乗船前に必ず3-3ページの「使
用前の点検」のチェックリストに添って点
検を行ってください。マリンジェットに乗
船する前に関連規則を全てご確認ください。
練習は、視界が良好で他の船舶等の交通量
が少ない広い場所で行ってください。岸か
ら離れて操作するときは、他船に同行して
もらってください。周囲の船舶やマリンジ
ェットとの間に十分な距離を保ってくださ
い。遊泳者等がいる場所では乗らないよう
にしてください。

操船する前に必ずカールコードを左の手首
に取り付けてください。乗船者はＪＣＩ認
定の救命胴衣を必ず着用してください。

ジェットノズルからの強い噴流や水の衝撃
は危険ですので乗船者は必ずウエットスー
ツを着用してください。通常の水着では十
分な保護になりません。ウエットスーツは
ジェットノズルからの噴流や水の衝撃から
下半身の身体開口部を保護します。又、低
体温症状（体温の低下）や切り傷等からも
保護します。
水面下の障害物から足を保護するためマリ
ンシューズを履いてください。又、手への
傷は手袋着用により防ぐ事が出来ます。
航走中、風や水しぶき、太陽の反射光等は
視野を狭めます。そういう時にはゴーグル
又は、サングラス等のアイプロテクタを着
用するのが望ましいのですが、アイプロテ
クタは視界を遮ったり歪めたりする場合が
あり操船に支障を与える恐れがあります。
アイプロテクタは、周囲や操船中の状況を
考慮した上でご使用ください。

ハンドルをしっかりと握り、両足はフット
レストフロアにのせておきます。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。
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JJU00163*

同乗者との乗船
1人のときに比べ、同乗者と乗船する場合
はマリンジェットの操作性は異なってきま
す。操作がより難しくなるために高度なテ
クニックが必要となります。同乗者を乗せ
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。

操船者及び、同乗者はＪＣＩ認定の救命胴
衣を必ず着用してください。
ジェットノズルからの強い噴流や水面への
衝撃は危険ですので操船者及び、同乗者は
必ずウエットスーツを着用してください。
通常の水着では十分な保護になりません。
ウエットスーツはジェットノズルからの噴
流や水面への衝撃から下半身の身体開口部
を保護します。又、低体温症状（体温の低
下）や切り傷等からも保護します。
水面下の障害物から足を保護するためマリ
ンシューズを履いてください。又、手への
傷は手袋着用により防ぐ事が出来ます。
航走中、風や水しぶき、太陽の反射光等は
視野を狭めます。そういう時にはゴーグル
又は、サングラス等のアイプロテクタを着
用するのが望ましいのですが、アイプロテ
クタは視界を遮ったり歪めたりする場合が
あり操船に支障を与える恐れがあります。
アイプロテクタは、周囲や操船中の状況を
考慮した上でご使用ください。

このマリンジェットは操船者の他に同乗者
3名、合計4名まで乗船できますが、合計重
量が300kgを越えないようにしてください。

操船者はハンドルをしっかりと握り、両足
はフットレストフロアにのせておきます。
同乗者は前の人または両舷のハンドグリッ
プにしっかりとつかまり、両足はフットレ
ストフロアにのせておきます。両足がフッ
トレストフロアに届かないような子どもな
どは乗せないでください。
JWJ00015

加速する前に同乗者が前の人につかまって
いることを確認してください。

スキーヤーを牽引する時、同乗している監
視者は両手で船尾のハンドグリップを持ち
後ろ向きにシートにまたがって座ります。
この時、両足はフットレストフロアにしっ
かりとのせてバランスをとるようにしてく
ださい。

警　告�
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JJU00165*

出航
JWJ00016

88周囲には他の船舶や障害物があったり、
人が泳いでいたりすることがあります。
出航する前は、事故等をおこさないよう
に周囲をよく確認してください。
88深いところで乗る前に、浅いところ（深
さ60cm以上）で乗船する練習をしてく
ださい。

JJU00167

浅瀬からの出航
1) 深さが60ｃｍ以下のところから、出航
しないでください。十分に深いところ
まで行き、マリンジェットの横または
後ろ側から乗船します。

2) カールコードを左の手首に取り付けた
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レ
ストフロアにのせ、エンジンを始動し
出航します。

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) カールコードを左の手首に取り付けた
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レ
ストフロアにのせ、エンジンを始動し
出航します。

警　告�

60cm(2 ft)

KA021

KA022
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JJU00171*

深いところでの乗船と出航

操船者と同乗者は、深いところでの乗船を
する前に、浅瀬で乗船の練習を十分に行っ
てください。深いところでの再乗船を行う
には、慣れ（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
に戻れ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。

１人で乗る場合
1) マリンジェットの後ろまで泳いでいき、
両手をフットレストフロアにかけます。
身体をフロアの上まで引き上げ、膝を
つきます。

2) シートまで身体を移動させてまたがり
ます。

3) カールコードを左の手首に取り付けた
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レ
ストフロアにのせ、エンジンを始動し
出航します。

K1041

K1042

K1043

警　告�
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JJU00685*

同乗者を乗せる場合
JWJ00021

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、両足をフットレストフロアにのせて
前の人にしっかりとつかまるまでスロット
ルを開けないでください。

1) 操船者は1人の場合と同じ方法でシート
にまたがります。カールコードを左の
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の後ろ側に移
動します。

3) 次に同乗者を乗船させ、シートに座ら
せます。もう1人乗船する場合も、同様
な手順で乗船させます。

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。

K3011

K30125

K30135

K30145

警　告�

要     点�

4) 同乗者が両足をフットレストフロアに
のせ、前の人またはハンドグリップに
しっかりとつかまっていることを確認
してからエンジンを始動させて滑走速
度まで徐々に加速します。

JWJ00022

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。

警　告�
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JJU00175*

制限重量
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300kg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。K3021

K30225

K30235

1) 操船者が乗船する間は同乗者はマリン
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) カールコードを左の手首に取り付けた
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。エンジン
を始動してアイドリングで運転します。

3) 同乗者はフロアまで身体を持ち上げて
膝をつき、バランスをとりながらシー
トまで身体を移動させます。

JWJ00021

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、両足をフットレストフロアにのせて
前の人にしっかりとつかまるまでスロット
ルを開けないでください。

4) 徐々に加速し、安定したバランスをと
ります。

警　告�
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JJU00178*

転覆したときには
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。転覆した状態でエンジンがかか
っていると、冷却水が吸入できないた
めオーバーヒートします。

2) マリンジェットの船尾側まで泳ぎ、転
覆した艇に這いあがり、艇の船尾付近
のガンネルに両足を掛け、ジェットポ
ンプカバーに両手を掛けます。体を後
ろに引き、体重を掛けて引き起こしま
す。反時計回りには引き起こさないで
ください。キャブレタやエンジンに水
が入る恐れがあります。

3) 通常の方法でエンジンを始動し、海岸
にマリンジェットをつけてエンジンの
点検をします。

誤った引き起こしは負傷につながる恐れが
あります：
88エンジンを停止させます。カールコード
が外れていることを確認してください。
88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。
88マリンジェットの下敷きにならないよう
に注意して引き起こします。
引き起こし方法：
88転覆した艇に這いあがり、船尾付近のガ
ンネルに両足を掛けます。
88ジェットポンプカバーに両手を掛けます。
88体を後ろに引き、体重を掛けて引き起こ
します。

******

******

******

******

警　告�
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JJU00180*

旋回するときには
スロットル操作によってジェットポンプか
ら推進力が得られます。旋回はスロットル
を開いてハンドルを切って行います。

旋回は速度を下げてハンドルを切り体重を
曲がろうとする方向に移動させ、スロット
ルを開きます。推進力が大きいと鋭く旋回
し、小さいとゆっくり旋回します。スロッ
トルを完全に放すと直進します。スロット
ルを操作しないと旋回はできません！
JWJ00025

88旋回するには、エンジンのパワーが必要
です。スロットルレバーを放すと、避け
ようとしている障害物に衝突する恐れが
あります。衝突による重大な事故につな
がる可能性が高くなります。
88高速時は、徐々に旋回を行うか、旋回前
には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
トがスライドしたり、スピンしたりする
原因になります。同乗者と操船者が、マ
リンジェットから放り出され、負傷等に
つながる可能性が高くなります。

GU5-083

GU5-084

警　告�



3-23

 120m

GU5085J

JJU00628*

停船するときには
マリンジェットにはブレーキ装置はついて
いません。スロットルレバーを放すと水の
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放したり、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120m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）が無く衝突しそうな
ときは、スロットルレバーとハンドル操作
で、障害物を回避してください。
JWJ00026

停船する時には十分な距離を確保してくだ
さい。減速開始が遅いと停船地点の目標物
にぶつかる恐れがあります。減速する進路
上に船舶やその他の障害物が有り、避ける
必要がある場合にはエンジンを停止しない
でください。

マリンジェットを停船させるために「後進」
へシフトしないでください。「後進」へのシ
フト操作はブレーキの代わりになりません。

警　告�
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JJU00184

海岸に着岸するときには
1) 障害物や船舶、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120mのところでスロットルレバ
ーを放してください。

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
ットを海岸に引き上げます。

JCJ00025

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
故障や破損の原因となります。必ず着岸す
る前にエンジンを止め、下船するようにし
てください。

JJU00186

桟橋に着岸するときには
1) 障害物や船舶、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120m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、横付けする
直前にエンジンを停止させます。

注　意�
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JJU00187

進水
後方に障害物や人がいない事を確認してか
らマリンジェットを進水させます。マリン
ジェットが完全に水に入ったらエンジンを
始動し、「後進」にシフトしてゆっくり後進
してください。波がある場合には、マリン
ジェットがトレーラーから完全に離れるま
で別の人が監視してください。

狭い水路での後進
旋回できないような狭い水路から抜け出す
時には、「後進」にシフトし広いところまで
ゆっくり後進してください。

JJU00188

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ぶつ
け、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船体の外に出した
状態での操作はしないでください。また、
船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。
JWJ00028

波が荒いところでの操船や波間のジャンプ
は負傷をまねいたり艇体を損傷させる恐れ
があります。

GU20855

GU20856

K30015

警　告�
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JJU00189*

使用後のお手入れ

1) マリンジェットを水から上げた後は水
平に置いてください。

2) 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で洗い
流します。冷却系統の水洗手順につい
ては4-1ページを参照してください。

3) 一週間以上保管する場合にはエンジン
内部の防錆の為に、4-3の“潤滑”を参
照して防錆処理を施してください。

4) 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。

JCJ00026

マリンジェットを水から上げた後は、スロ
ットル全開または15秒以上の運転は行わな
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。

5) 艇体、ハンドルおよびジェットポンプ
部分を真水でよく洗います。

6) 各物入れと船尾についているドレンプ
ラグを外し、船首を30cmほど持ち上げ
てビルジを排出します。キャブレタや
電装部品に水がかからないようにエン
ジンルームの中を真水で軽く洗浄しま
す。水を抜いた後でビルジ溜まりを乾
いた布で拭きます。全てのドレンプラ
グを元のように取り付けます。

GU2070

注　意�
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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まったビルジを排出し
ます。ただし多少のビルジが残るため、船
尾側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。

JWJ00008

ガソリンがしみこんだ布は安全な場所で焼
却する等して処置してください。発火する
恐れがあります。

7) 腐食を少なくするために金属部分には
防錆剤をスプレーしておきます。

JJU00193*

運搬
JWJ00029

88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、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。
88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、船首を固定器具でトレーラに固定し、
船尾側のフットレストフロアにあるロープ
ホールにロープまたは固定器具を通し、し
っかりと固定します。
JCJ00029

要     点�

警　告�

警　告�
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88ロープや固定器具はシートにはかけない
ようにしてください。シートの表面に傷
が残ります。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。
88マリンジェットをトレーラーに載せたり
運搬したりする前にシフトレバーを「前
進」位置にしてください。「後進」位置に
しておくとリバースゲートを破損させる
恐れがあります。

注　意�
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JJU00195*

保管の手順
JWJ00030

88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、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。
88消防法に従って保管してください。

冬季のように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。ただし以下に説明する作業は簡単なツ
ールを使って御自身で行うことができます。

JJU00866

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。

88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招く恐れがあり
ます。
88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。オーバヒートをおこす恐れがありま
す。

GU5015

OFF

ON

RES

警　告�

注　意�
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1) 陸上にて、船首が下がらないように艇
体を安定させます。

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) アイドリング回転でエンジンの運転状
態を見ながら3分間運転します。
もし途中でエンジンが止ったときは、
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。

GU5-088*
q

w

e
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JJU00202*

潤滑
JWJ00031

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。

JCJ00032

88エンジンへのスプレー後は必ずキャップ
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。
88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を反時
計方向に回して開きます。

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) エンジンを高めのアイドリングで運転
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。キャップを元のように確実
に取り付けます。

q

GP7-090

�

警　告�

注　意�
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4) スパークプラグを取り外し、スプーン
約1杯分のオイルをスパークプラグ孔か
ら各シリンダに注入します。

5) スパークプラグのネジ部にグリースを
塗布し、スパークプラグを元のように
取り付けます。

6) 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。

7)「点検整備と調整」の「グリスポイン
ト」にあるマリンジェットの各部にグ
リスを塗布します。

JJU00203

燃料系統
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。

3) エンジンを約10～15秒間アイドリング
させます。
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JJU00784*

バッテリ
1) 1カ月以上マリンジェットを使用しない
ときは、バッテリを取り外して涼しく
暗い場所に保管します。バッテリのケ
ースおよび端子部分を掃除します。バ
ッテリの端子およびコネクタの全ての
露出部にヤマハグリースAを塗布しま
す。

2) バッテリは、少なくとも1カ月に1回は
バッテリ液の量、比重を点検し、低い
場合はバッテリを補充電しておきます。

JJU00205*

掃除
1) 艇体、ハンドル、およびジェットポン
プを真水で洗います。

2) エンジンおよびビルジ部分を真水です
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を噴霧してお
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・300g,
90790-74014; 液体・500ml）などで
磨きます。

5) シートや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。

バッテリ液の比重：1.28（20℃）
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JJU00207*

点検整備と調整

所有者は定期的な点検、調整、および給脂
を行うことにより、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、および潤滑の最重要点につい
て次ページ以降に説明します。
修理部品が必要な場合は、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
の対象とはならないことに注意してくださ
い。
JWJ00032

特に指示がある場合を除いては、整備作業
中は必ずエンジンを停止してください。可
動部品との接触や、感電などによる負傷等
につながる可能性が高くなります。所有者
がマリンジェットの整備に慣れていない場
合は、ヤマハ取扱店に整備を依頼してくだ
さい。整備上のミスは正しい動きを阻害し、
事故につながる可能性が高くなります。

JWJ00033

改造は性能低下や騒音の原因、または使用
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�

警　告�
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取扱説明書と同送工具セット
マリンジェットを使用するときは、いつも
取扱説明書と工具セットを物入れに入れて
携行することをお奨めします。（「物入れ」
を参照）。また水に濡れないようにビニール
袋に入れておくこともお奨めします。
本書に記載されている整備の情報には、所
有者による予防整備作業、および簡単な修
理の方法が記載されています。同送の工具
セット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。

1 物入れ
2 工具袋
3 スパナ（10-12）
4 プライヤ
5 ボックスレンチ（14-21）
6 ボックスレンチ（10-12）
7 ドライバー（＋、－）

GU5-091

q

w ue ytr

GU5092J
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JJU00208*

定期点検表

整備作業の間隔は使用状態によって変わりますが、下の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う作業であることを意味します。

*1 グリス量=33.0～35.0cm3

*2 グリス量=6.0~8.0cm3

*3 グリス量=8.0cm3

*4 グリス量=2.0cm3

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 ● ● ● ● 4-14

グリスポイント グリス塗布 ● ● 4-16

ベアリングハウジング グリス注入 ○*1 ●*2 ●*2 4-18

スタータモータ
グリス注入 ○*3 ●*4 ●*4 4-19

アイドルギヤ

燃料系統 点検 ○ ○ 4-9

燃料フィルタ 点検／交換 ○ ○ 4-9

燃料タンク 清掃 ○ 4-10

分離給油システム 点検／清掃 ○ ○ 4-10

トローリング速度 調整 ● ● 4-22

キャブレタ
点検 ○ ○ ——

スロットルシャフト

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

シフトケーブル&
点検／調整 ● ● 4-11

シフト機構

スロットルケーブル＆
点検／調整 ● ● 4-12, 4-19

チョークケーブル

ドレンプラグ 点検／交換 ● 3-5

●

バッテリ 点検 (使用前に 4-20

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
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燃料系統の点検
JWJ00034

ガソリンは高い引火性と爆発性があります。
火災や爆発は重傷等の原因となります。エ
ンジンを停め、タバコは吸わず、こぼさな
いようにしてください。エンジンが熱いと
きは、ガソリンを排出させないでください。

燃料系統の漏れ、破損、故障を点検します。
問題が見つかった場合は、必要に応じて修
理または交換をします。修理が必要な場合
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燃料ホースの割れその他の破損
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エア抜きバルブからの燃料漏れ
JWJ00035

燃料漏れの点検および修理を怠ると火災、
または爆発の原因となる恐れがあります。

JJU00210

燃料フィルタ
フィルタは1年毎、200時間使用毎、または
フィルタに水が入っ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ご
依頼ください。

1 燃料フィルタ
2 船首側
JWJ00036

燃料フィルタは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、
火災や爆発を引き起こす恐れがあります。
交換は必ずヤマハ取扱店に依頼してくださ
い。

警　告�

警　告�

警　告�
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JJU00212

燃料タンク
燃料タンクの掃除が必要な場合、または水
が入っている場合は、ヤマハ取扱店に整備
を依頼してください。

1 燃料タンク

JJU00216

分離給油システムの点検
分離給油システムからの漏れ、破損、故障
を点検します。問題が見つかった場合は、
必要に応じて修理または交換をします。修
理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オイルタンクの破損、または割れ
8オイルタンク内の水、またはゴミの有無
8オイルホースとその継ぎ目からの漏れ
8オイルフィルタの目詰まり

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
たは水やゴミが入っている場合は、ヤマハ
取扱店に整備を依頼してください。

オイルフィルタの掃除
フィルタが目詰まりしている場合は、オイ
ルレベルセンダとともに取り外して掃除し
ます。

GU5-094J
q

GU5-095



4-11

JJU00219

ステアリングケーブルの点検
1) 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。

2) ハンドルを左右にいっぱいに（ロック
からロック位置まで）きり、ステアリ
ング（ジェット）ノズルの先端と内側
のノズル先端の距離が左右均一である
ことを確認してください。

Ａ＝Ｂ

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。

JJU00878

シフト機構の点検調整
「後進」にシフトし、リバースゲートがブラ
ケット上のストッパ 1 に接触し、またレ
バー 2 がリバースゲートに接触している
ことを確認してください。リバースゲート
の位置が正しくないときは、ヤマハ取扱店
へ整備を依頼してください。

GU5096

A A

GU5097

BB

FOD4020
q

w
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JJU00221

スロットルケーブルの点検と調整
1) スロットルレバーの操作を繰り返し、
もとの設定位置に滑らかに戻ることを
確認します。滑らかに戻らない場合は、
ヤマハ取扱店で整備を受けてください。

2) スロットルレバーの遊びは規定値内に
あることを点検してください。規定値
内にない場合は、キャブレタのスロッ
トルが全閉位置である事を確認し、ロ
ックナットをゆるめ、スロットルレバ
ーの遊びが規定値内になるように、ア
ジャスタを回して調整してください。

1 ロックナット
2 アジャスタ

スロットルレバーの遊び：
A＝4.0～7.0mm

GU5098

q w

A
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JJU00222*

クイックシフトトリムシステムの点
検
1) シフトロックレバーを繰り返して操作
し、ロック位置に滑らかに戻ることを
確認します。レバーを放したときにト
リムシフティンググリップがロックさ
れることを確認します。

2) レバーを引いたままでグリップが滑ら
かに回転することを確認します。

3) グリップ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
ハ取扱店で整備を受けてください。

GP7-099

GU5100

GU5101*
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JJU00223

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
る程度わかります。例えば中心電極の磁器
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。問題がある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。
熱と付着物によってスパークプラグは次第
に損傷または消耗するため、スパークプラ
グは定期的に取り外して点検してください。
電極の消耗、あるいはカーボンその他の付
着がひどい場合は、標準スパークプラグと
交換してください。

スパークプラグを取り付ける前に、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。

プラグを取り付けるときは必ずガスケット
面とネジ部のゴミを拭き取り、規定トルク
で締め付けてください。

標準スパークプラグ：
NGK BR8HS

スパークプラグの隙間：
0.6～0.7mm

KA006

スパークプラグの締め付けトルク：
25Nm (2.5m・kg)
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スパークプラグキャップを取り付ける前に、
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。スパークプ
ラグキャップはカチッ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
レンチがない場合は、先ず指でしっかりと
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（新品のガスケ
ット使用時）が得られます。その場合もで
きるだけ早くトルクレンチで正規トルクで
締め付けてください。

JWJ00037

スパークプラグの脱着は磁器部分を破損さ
せないように注意して行ってください。磁
器が破損すると外部スパークの原因となり、
爆発や火災が生じる恐れがあります。

要     点�

警　告�

要     点�
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JJU00224*

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オイルポンプケーブル（キャブレタ側）

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元のように
確実に取り付けます。

8オイルポンプケーブル（オイルポンプ側）

8ステアリングケーブル（ハンドル側）

GU5103*

qGU5104

GU5-105

GU5-106
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8ステアリングケーブル（ノズル側）

8 QSTSケーブル（ノズル側）

GU5-1075

8 QSTSケーブル（プーリ側）

GU5-0355*

8 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アウタケーブルの内側に防錆剤をス
プレします。

F0D4150

GU5-107
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8シフトケーブル（レバー側）

8シフトケーブル（ゲート側）

8ベアリングハウジングのグリスニップル

初回点検のときにヤマハ取扱店にて実施
してください。規定容量のグリスを注入
します。

8ノズルピボットシャフト

GU5110

******

GP7-111*

GU5-0975*

グリス注入量：
初回点検時　33～35cm3

100時間毎回点検時　6～8cm3
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8スタータモータアイドルギヤのグリスニ
ップル

初回点検のときにヤマハ取扱店にて実施
してください。規定容量のグリスを注入
します。

JJU00239

チョークケーブルの調整
チョークノブをいっぱいに引き出し、ノブ
を放します。そのときノブが戻らないこと
を確認します。自然に戻る場合は、調整ナ
ットをわずかに締め込んでください。ノブ
を滑らかに戻せない場合は、調整ナットを
わずかにゆるめてください。

1 調整ナット
GU5-114

q

GU5-113*

グリス注入量：
初回点検時　8cm3

100時間毎回点検時　2cm3
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JJU00785

バッテリ
JWJ00038

バッテリ取扱上のご注意
バッテリは引火性ガス（水素ガス）を発生
しますので、取扱を誤ると爆発しケガをす
ることがあります。
88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。
88補充電は風通しの良いところで行ってく
ださい。
88落下等の強い衝撃を加えないでください。
88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扱には十
分注意してください。
88子どもの手の届くところにおかないでく
ださい。

88万一、バッテリ液が皮膚、衣服についた
ときは直ちに大量の水で洗い流してくだ
さい。
88目に入ったときは直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。

バッテリの液量を点検し、端子が確実に締
め付けられていることを確認してください。
液量が不足している場合は蒸留水を補充し
ます。
JCJ00034

バッテリは横にしないようにしてください。
バッテリ液の補充、または充電を行うとき
は、バッテリを必ずバッテリ室から取り出
してください。また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、バッテリ室のどこにも挟まれていない
ことも確認してください。

応急手当

警　告�

注　意�
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バッテリ液の補充
手入れを怠るとバッテリは急速に劣化しま
す。バッテリの液量は毎回必ず点検してく
ださい。液量は液面が上限と下限マークの
間にあるのが正常です。補充が必要な場合
は、必ず蒸留水を使用してください。

1 上限マーク
2 下限マーク
JCJ00035

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
JWJ00039

88充電中のバッテリからは爆発性のガスが
放出されます。火気を近づけないでくだ
さい。
88バッテリ充電器を使用する場合、バッテ
リを充電器に接続した後充電器のスイッ
チを入れてください。バッテリ端子での
火花発生を防止することによりバッテリ
のガスへ引火することを防止できます。

1) バッテリのキャップを取り外します。
必要な場合は、バッテリ液の液面が所
定の位置になるまで蒸留水を補充して
ください。

2) バッテリを充電器に接続します。充電
器の取扱説明書に従って充電します。

バッテリ端子の接続
バッテリを取り付けるときは、必ず端子の
接続が正しいことを確認してください。ブ
リーザパイプの接続が正しく、破損や詰ま
りがないことを確認してください。また、
バッテリが確実に固定されているか確認し
てください。

1 (＋） 線（赤）
2 (－） 線（黒）
3 ブリーザパイプ

注　意�

警　告�

1

2

KA004

GU5115

q

w e
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JJU00241

キャブレタの調整
キャブレタ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
し下記の調整は通常の手入れの一部として
ご自身で整備することができます。
JCJ00036

キャブレタはテスト結果に基づいて設定さ
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、エンジンの性能不良や
損傷の原因となります。

JJU00244

トローリング速度（エンジン最低速度）
マリンジェットを水面に浮かべた後エンジ
ンを始動し1～2分ほど暖機運転を行いま
す。

診断用タコメータ、または必要な場合はマ
ルチファンクションメータの中のタコメー
タを使用して、エンジン回転数を規定値に
調整します。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を時計方向
に、下げる場合は反時計方向に回します。

1 スロットルストップスクリュ

注　意�

トローリング速度：1,250～1,350 r/min

GU5-117

q
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8この作業にはできるだけ診断用タコメー
タを使用してください。
8マルチファンクションメータの中のタコ
メータを使用する場合は、メータが規定
のエンジン回転数を表示するよう調整し
てください。

JJU00245

ヒューズの交換
ヒューズは電装ボックスの中にあります。
交換するときはキャップを取り外して赤い
リード線を引き出し、ヒューズボックスを
電装ボックスから取り出し交換します。

1 電装ボックス
2 キャップ
3 ヒューズ（10Ａ）
4 ヒューズボックス
JWJ00040

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。

JJU00247

オイルポンプのエア抜き
オイルタンクが完全に空になるか又は、オ
イルポンプにつながっているホースを取り
外した場合、オイルポンプのエア抜きが必
要になります。エア抜きが必要な場合、ヤ
マハ取扱店にご依頼ください。

要     点�

警　告�

GU5-120

q
w

e

r
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機種名
項目

4
300

艇体許容量

推奨燃料
推奨エンジンオイル

燃料タンク容量
エンジンオイル容量

MJ-SUV1200

定員
最大積載重量

全長 (LOA)
全幅 (BOA)
全高 (H)
（注）船の長さ(LR)
（注）船の幅　(BR)
（注）船の深さ(DR)
乾燥重量（バッテリ、燃料を除く）
性能
呼称最大出力
連続最大出力
燃料消費量
航続時間（全開時）

エンジン
エンジン種別
シリンダ数
総排気量
内径×行程
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
電極隙間
バッテリ容量
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

m
m
m
m
m
m
kg

kw (PS)/ r/min
kw (PS)/ r/min

L/Hr
Hrs

cm3

mm

NGK
mm
V-AH

JJU00253

仕様諸元

燃料とオイル

L
L

単位

寸法

人数
kg

3.85
1.51
1.14
3.32
1.4
0.5
370

89.7 (122)/6,750
89.7 (122)/6,750
53
1.3

2サイクル
3
1,131
84×68
6.0
分離給油
水冷
電動スタータ
デジタルイグニッション
BR8HS
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
左右26°±1°

無鉛レギュラーガソリン
YAMALUBE （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
70（含、12.0L予備燃料）
5.5

（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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スタータモータが作動しない

“LOOK”モードが選択さ
れている

ロックプレートが外れて
いる

溶断

容量低下

端子接続不良

端子の腐食

不良

“OFF”位置になっている

燃料がない

燃料が古い、または汚れ
ている

水やゴミが混入している

圧力上昇

汚損または不良

取り付け不良

燃料が充満している

水が充満している

目詰まり、または水の混
入している

ノブが自動的に戻る

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
マルチファンク
ションメータ

緊急エンジン停
止スイッチ

ヒューズ

バッテリ

始動回路

燃料コック

燃料

燃料タンク

スパークプラグ

スパークプラグ
キャップ

クランクケース

燃料フィルタ

チョーク

“START”モードを選択する

ロックプレートを取り付ける

配線を点検してヒューズを
交換する

充電する

締め付ける

清掃する

ヤマハ取扱店で整備を受ける

燃料コックを“ON”の位置
にする

給油する

ヤマハ取扱店で整備を受ける

ヤマハ取扱店で整備を受ける

燃料タンクキャップを開け圧
力を抜く

清掃または交換

正しく取り付ける

ヤマハ取扱店で整備を受ける

きれいになるまでプラグを外
したままスタータモータを作
動（クランキング）する

ヤマハ取扱店で整備を受ける

調整ナットを締め付ける

2-16

3-14

4-23

4-21
4-21
4-5
——

2-6

3-1

4-10

4-10

2-5

4-14

4-14

——

——

4-9

4-19

JJU00256

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時には、この故障診断表に従って点検してください。
この表は、「故障」、「推定原因」、「処置内容」、「参照ページ」が示してあります。推定さ
れる原因とその処置内容、及び処置の手順を書いた参照先を確認し故障からの復帰を図っ
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
れていない場合にはヤマハ取扱店へご相談ください。

JJU00257*

故障診断表

スタータモータは作動する
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燃料がない

燃料が古い、または汚れ
ている

ノブが引いたままである

目詰まりしている

水やゴミが混入している

汚損または不良

プラグ熱価不適当

電極間の隙間が不適当

キャップの取り付け不良

電気配線接続不良

キャップの水漏れ

調整不良

目詰まり

燃料がない

オイルがない

オイルフィルターが目詰
まりしている

ジェットインテーク（吸
水口）が目詰まりしてい
る

電圧低下

バッテリ端子接続不良

ジェットインテーク（吸
水口）が目詰まりしてい
る

インペラ損傷または磨耗

ジェットインテーク（吸
水口）が目詰まりしてい
る

目詰まり

汚損または不良

プラグ熱価不適当

電極間の隙間が不当

キャップの取り付け不良

燃料が古い、または汚れ
ている

エンジンの回転にム
ラがある、あるいは
停止する

メーターの警告表
示が点灯する

エンジンの回転数
が低すぎる、ある
いは推進力が弱い

燃料

チョーク

燃料フィルタ

燃料タンク

スパークプラグ

スパークプラグ
キャップ

キャブレタ

燃料残量

エンジンオイル
残量

オーバヒート
表示

VOLT表示

キャビテーショ
ン

エンジンのオー
バヒート

燃料フィルタ

スパークプラグ

スパークプラグ
キャップ

燃料

給油する

ヤマハ取扱店で整備を受ける

押し込み元の位置に戻す

ヤマハ取扱店で整備を受ける

ヤマハ取扱店で整備を受ける

交換する

交換する

調整する

正しく取り付ける

締め付ける、または正しく接
続する

交換する

調整する

ヤマハ取扱店で整備を受ける

給油する

ただちに給油する

掃除する

掃除する

充電する

正しく接続する

掃除する

ヤマハ取扱店で整備を受ける

掃除する

ヤマハ取扱店で整備を受ける

交換する

交換する

調整する

正しく取り付ける

ヤマハ取扱店で整備を受ける

3-1

4-10

3-12
4-9
——
4-14
4-14
4-15
4-15

——

——
4-22
——
3-1
3-2

4-10

5-3

2-22
4-21

5-3

——

5-3

——
4-14
4-14
4-15

4-15

4-10

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

JJU00259*

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
転数を上げても前進推進力は低下します。
このまま運転を続けるとエンジンがオーバ
ヒートし、焼き付きを起こす恐れがありま
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、マリンジェットを海岸に
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。マリンジェットを海
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。
JWJ00005

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。

1) 図のようにマリンジェットを横にしま
す。

JCJ00038

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
ルの損傷を防ぐためにガンネルを持ってく
ださい。

警　告�

注　意�

GU5124

GU5029
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2) ドライブシャフト、インペラ、ポンプ
ハウジング、ステアリングノズルの周
囲から海藻やゴミを取り除きます。取
り除くのが難しい場合は、ヤマハ取扱
店に相談してください。

JCJ00039

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、海藻はつきやすくなります。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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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。
JWJ00041

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ケガ
をすることがあります。
88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。
88補充電は風通しの良いところで行ってく
ださい。
88落下等の強い衝撃を加えないでください。
88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。
88子どもの手の届くところにおかないでく
ださい。

88万一、バッテリ液が皮膚、衣服についた
ときは直ちに大量の水で洗い流してくだ
さい。
88目に入ったときは直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。

応急手当

JJU00261

ブースタケーブルの接続方法
1) プラスのブースタケーブルを使って両
方のバッテリのプラス端子を接続しま
す。

2) マイナス側ブースタケーブルをブース
タバッテリのマイナス端子に接続しま
す。

3) マイナス側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。

JCJ00040

警　告�
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マイナス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マイナス端子に
は接続しないでください。エンジンを始動
する前に、全ての接続部がしっかりと正し
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の破損の原因と
なります。

4) エンジンを始動した後、上記の逆の手
順でケーブルを取り外します。

JCJ00023

88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。5秒以内でエンジン
が始動しない時は、10秒たってから、も
う一度行ってください。（スタータモータ
を5秒以上連続して回すと、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。）
88エンジン運転中は、エンジン始動ボタン
を押さないでください。

1 マイナス側ブースタケーブル
2 プラス側ブースタケーブル
3 ブースタバッテリ

GU5-125

q
w

e

注　意�

注　意�
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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。
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。
JCJ00101

88ゆっくり曳航してください。曳航速度が
早すぎると吸気部分から水が浸入して、
エンジンルームに浸水する恐れがありま
す。
88曳航には必ず船首のバウアイを使用して
ください。

1 バウアイ
JWJ00042

ロープを使って曳航する場合：
88マリンジェットの曳航は緊急時に限定し
てください。曳航するボートが減速した
ときにマリンジェットが追突しないよう
に、曳航ロープは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
ボートとマリンジェットの長さを合計し、
その３倍の長さ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。
88曳航するボート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他の船舶や障害物等
を回避します。

注　意�

警　告�

GU5-126

q
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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。

1) マリンジェットを海岸に引き上げ、船
尾の2個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3-5ページの「ビルジ」を
参照してください。

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) 2個のドレンプラグとスパークプラグを
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、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。
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