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マリンジェットをご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。マリン
ジェットを売却される場合は取扱説明書を添付してください。
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はじめに
JJU35292

JJU40900

お客様へ
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。
本書では正しい取り扱い、
および点検整備に
関する必 要な事項 を下記の シンボ ルマーク
で表示しています。
安全警告 記号です。人 身傷害 の危険性
がある場 合にこの 記号で注 意を喚 起してい
ます。この記 号に続 く全て の安全事 項を守
り、傷害や死亡事故を防止してください。
JWJ00071

警

告

取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に
至る可能 性が想定 される場 合を示 してあり
ます。
JCJ00091

注 意
取り扱いを誤った場合、
物的損害の発生が想
定される場合を示してあります。

要

点：

正しい操 作の仕方 や点検整 備上の ポイント
を示してあります。

仕様の変 更など により図 や内容が 製品と一
部異なる 場合が あります のでご了 承くださ
い。
本書は大切に保管し、
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。マリンジェットに乗るときは、本書を
防水バッグに入れて携帯してください。
整備手帳 には保 証書とと もに定期 点検整備
の方式、
および定期点検記録簿が入っており
ます。
マリンジェットの維持管理にご活用く
ださい。
保証書は よくお 読みいた だき裏面 のヤマハ
取扱店名 等をご 確認のう え大切に 保存して
ください。
ご不明な 点や不 具合なと ころがあ りました
らお早め にお買 い上げの ヤマハ取 扱店にご
相談ください。
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。
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製造番号と重要なラベル
JJU30261

製造番号
ヤマハ取 扱店に純 正部品を 注文す るときの
ために、艇体番号、艇体識別番号、エンジン
番号を以 下の空欄 に控えて おくこ とをお奨
めしま す。また、マリ ンジェ ットが 盗難に
あったときのために、
これらの番号を別の場
所にも控えておくことをお奨めします。
JJU30271

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 プ レ ー ト に 記 載 さ れ て い ま す。
（フードの脱着方法については 21 ページを
参照ください。
）
モデル：
● MJ—SJ700

1 艇体識別番号（HIN） 貼付場所

JJU40640

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 プ レ ー ト に 記 載 さ れ て い ま す。
（フードの脱着方法については 21 ページを
参照ください。
）

1 艇体番号貼付場所

1
MADE IN JAPAN

JJU30290

艇体識別番号
艇体識別番号（HIN）は艇体の右舷側に貼り
付けられたラベルに記載されています。

1

1 エンジン番号貼付場所
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製造番号と重要なラベル
JJU30452

重要なラベル
マリンジェットをご使用に なる前にすべてのラベルをよく 読んでください。ご不明な点が
あれば、ヤマハ取扱店にご相談ください。

2
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製造番号と重要なラベル
JJU35912

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

3
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製造番号と重要なラベル

4
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製造番号と重要なラベル
JJU35924

その他のラベル

8

9

664-42791-00

EW3-64197-00

次のラベルは、マリンジェットが転覆した場合の正しい引き起こし方向を示しています。

5
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安全情報
JJU35392

JJU35400

マリンジ ェットを 安全にご 使用い ただくた
めには、
適切な操船技術を身に付けるだけで
なく、
操船者の良識と優れた判断力やマリン
ジェット 特有の特 性に関す る知識 が必要で
す。
操船者は 下記の内 容を十分 理解し てからご
使用ください。
● ご使用になる前には、本取扱説明書、操船
の手 引きと 全ての 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。
● 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、操船
の手 引きと 全ての ラベルを 必ず読 ませて
ください。
操船者には次のような遵守事項があります。
● 酒酔い操縦等の禁止
飲酒等により、正常な判断ができない状態
での操縦は禁止されています。
● 自己操縦の義務
マリ ンジェ ットは 全ての海 域で免 許所有
者以 外が直 接操縦 すること は禁止 されて
います。
● 危険操縦の禁止
海水浴場など、遊泳者のいる付近で疾走し
たり 急旋回 する等 の危険な 操縦は 禁止さ
れています。
● 救命胴衣の着用義務
マリ ンジェ ットの 全ての乗 船者は 救命胴
衣の着用が義務付けられています。
上記遵守 事項に 違反し、一 定基準に 達する
と、
免許停止または戒告の行政処分を受ける
場合があります。

●

マリンジェットの使用にあたり

●

●

●

●

平成 15年 6 月 1日より「船舶職員法」
を一
部改正した「船舶職員及び小型船舶操縦者
法」が施行となり、ボート・ヨット用（小
型船舶）免許と水上オートバイ用（特殊小
型 船舶）免許 が区 別され まし た。マリン
ジェットは特殊小 型船舶に分類されます。
これにより、マリンジェットの操縦には特
殊小 型船舶 操縦士 の資格 が必要と なりま
す（1 級・2 級小型船舶操縦士免許のみで
は操縦できません）。ただし従来の資格に
よる操縦区分は、改正後もそのまま保護さ
れます。そのため改正前に海技免許を取得
された方は、5 級小型船舶操縦士以上（湖
川小 馬力 5 級 免許は不可）の 資格があれ
ば従 来通り マリン ジェッ トを操縦 できま
す。
免許 所有者 以外が 操縦す ることは 禁止さ
れています。免許所有者は操縦資格を証明
できる様に常に小型船舶操縦免許証（海技
免状）を携帯してください。
マリ ンジェ ットを 使用す る水域の 船舶関
連法規、条例等を必ず確認し、その指示に
従ってください。
日本小型船舶検査機構（JCI）により交付
された船舶検査証書、船舶検査手帳は必ず
船内に備え、船舶検査済票は両舷の周囲か
ら見えやすい位置に貼り付けてください。
このマリンジェットは 1 人乗りです。2 人
以上で乗船することは、絶対にしないでく
ださい。

6
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安全情報
JJU30761

航走について
●

遊泳者、障害物、周囲の船舶等の見張りを
怠ら ないで くだ さい。視界 が制限 された
り、妨げられたりする状況には警戒してく
ださい。

●

●

●

●

●
●
●
●
●

●

●

●

7

遊泳者、障害物、周囲の船舶等から回避で
きる 安全な 速度や 距離を保 って航 走して
ください。
マリ ンジェ ットや 船舶等の 背後を 追走し
ないでください。
周囲 のもの に水飛 沫等が掛 かるま で接近
しないでください。
急旋回等、周囲の操船者が予測困難な航走
は行なわないでください。
浅瀬 や暗礁 等のあ る水域で は使用 しない
でください。
早め に行動 を起こ し衝突防 止に努 めてく
ださい。マリンジェットも一般船舶同様に
ブレーキ装置はありません。
障害 物を避 けると きはスロ ットル を戻さ
ないでください。進路を変えるためにはス
ロットル操作が必要です。航走前には、ス
ロッ トルと ステア リングが 正しく 作動す
ることを常に確認してください。
自分の操船技量をよく知り、果敢な航走は
避けてください。操船に支障がでたり、落
水や衝突する率が増えます。
マリ ンジェ ット は高性 能な船 です。おも
ちゃではありません。急旋回や波等のジャ
ンプは背骨／脊髄の損傷（麻痺）、顔の損
傷、足、くるぶし等の骨折要因となる恐れ
があります。ジャンプは行なわないでくだ
さい。

荒波、悪天候、視界不良のときなどには航
走しないでください。重大な海難事故につ
ながる恐れがあります。出航前には天気予
報を確認し、気象の変化に留意してくださ
い。
他のマリンスポーツと同様、単独での行動
はやめましょう。ご自身が泳ぎ着ける距離
を越えて陸岸から沖合いに出る場合は、他
の船舶等と同行しましょう。これはマリン
スポーツを行なう場合の良識です。
船底から水底までの距離が 60 cm以下の
ところでは絶対に 使用しないでください。
航走 中や落 水時に 水中の 障害物に 接触し
て負傷する恐れがあります。

●

夜間の航行は法令によりできません。

●

航海法規、条例、地域規制等を必ず守って
ください。
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安全情報
JJU35431

操船について
●

●

乗船 者は救 命胴衣 の着用が 義務付 けられ
てい ます。日本 小型船 舶検査 機構（JCI）
認定の救命胴衣を必ず着用してください。
身体 を保護 できる 衣服を着 用して くださ
い。落水による水面への衝撃やジェットノ
ズル付近で強い憤流を受けた場合、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。

●
●

●

の重 みで疲 れやす くなっ たりする ことも
あり、事故につながる恐れもあります。ま
た、航走中に落水したときにはヘルメット
の中に水が入り呼 吸ができなくなったり、
首などに傷害等を受けることもあります。
ヘル メット の着用 はマリ ンジェッ トの使
用状況等を考慮して判断してください。
競技等に参加される場合は、開催者が認定
したヘルメットを着用してください。
飲酒 や薬物 の服用 後は絶 対に乗船 しない
でください。
安全で適正な機能維持のために、ご使用前
に 28 ページの「使用前の点検」を必ず実
行してください。
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。

1 JCI 認定の救命胴衣
2 ウェットスーツボトム
●
●

●

風や水飛沫、太陽の水面反射光等は航走中
の視 野を狭 めま す。そのよ うなと きには
ゴーグル、サングラス等の保護眼鏡を着用
することを推奨いたします。
眼鏡 の拘束 紐には 眼鏡が水 没した ときに
水に浮くようなものも有ります。
シューズ、手袋等も併せて着用してくださ
い。
ヘル メット の着用 について は次の ことを
考慮した上で判断してください。
ヘルメットを着用することで落水、衝突等
の事 故から 頭部を 保護でき る場合 もあり
ますが、一方では視野が制限されたり、周
囲の音が聞こえ難くなったり、ヘルメット

●

●

妊娠 中や健 康状態 が良く ない方は 乗船す
る前に医師に相談してください。
マリ ンジェ ットの 改造は しないで くださ
い。改造行為は安全性および信頼性を低下
させ、法令違反となることがあります。
操船 者が落 水した ときた だちにエ ンジン
が停 止する ようカ ールコ ードを左 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
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注意事項について

●

●

●

9

遊泳者等には常に注意 を払ってください。
また、遊泳水域には近づかないようにして
ください。遊泳者はマリンジェットからは
見えにくく、誤って衝突する恐れがありま
す。
周囲の船舶から衝突されないように、常に
自分 の方か ら周囲 を監視す るよう にして
くだ さい。周囲 の船 舶の操 船者が マリン
ジェ ットに 気がつ いていな い場合 や気づ
いても突然予期せぬ航走をした場合は、衝
突する恐れがあります。
常に 周囲の 船舶等 との間に は安全 な距離
を保ってください。また、周囲の船舶の水
上ス キーロ ープや 釣り糸に も注意 してく
ださい。
航海法規を守り、特に旋回するときは後方
をよく確認してください。

●

マリ ンジェ ットを 運搬ま たは保管 する場
合は燃料コックを必ず OFF 位置にして
ください。キャブレタから燃料が溢れ出る
恐れがあります。

●

閉め 切った 場所で エンジ ンを始動 させた
り、短時間であっても運転することは絶対
にしないでください。排気ガスは一酸化炭
素を含み、中毒を起す恐れがあります。マ
リン ジェッ トは開 放され た場所で ご使用
ください。
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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。

マリンジェットの特性について
●

●

●

●

マリ ンジェ ットは 推進力に よって 旋回し
ます。スロットルレバーを完全に放すと推
進力は最小になります。滑走中にスロット
ルを 戻すと、旋 回能 力が急 速に低 下しま
す。スロットルを戻した直後はまだ僅かな
旋回能力は残っていますが、一度エンジン
の回転が落ちてしまうと、いくらハンドル
操作を行なっても、再びスロットルを開く
まで、または艇がトローリング速度に到達
するまで、旋回はできません。旋回方法に
十分 に慣れ るまで は障害物 等の無 い広い
場所で練習してください。
マリ ンジェ ットは 水の憤流 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。
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、身体救命胴衣の紐等が巻き込ま
れ、怪我をしたり、溺れる恐れがあります。
ジェ ットノ ズルの 中には絶 対に物 を入れ
ないでください。ジェットポンプの回転部
品と接触し、重大な事故につながる恐れが
あります。

1 ロックプレート
2 緊急エンジン停止スイッチ
●

再乗船の際は、強いジェット噴流にさらさ
れないよう、視界が制限されないよう気を
つけてください。素早く乗り込んでスタン
ディングまたは、ニーリングの姿勢をとっ
てください。

1 ジェットインテーク
2 ジェットノズル
●

ジェ ットイ ンテー クにはゴ ミや海 藻が吸
い込まれて付着することがあります。これ
らを 取り除 くとき は必ずエ ンジン を停止
10
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船舶規則
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。
マリンジェットを使用する
ときは、船舶安全法、使用水域の法令や規則
等に必ず従ってください。
JJU40510

船舶検査
船舶安全法により総トン数が20トン未満の
船舶は、日本小型船舶検査機構（JCI）の行
なう検査に合格し、
検査証等を交付された後
でなければ航行できません。
船舶検査には初
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。
詳しくは、
お買い上げのヤマハ取扱店または
日本小型船舶検査機構（JCI）にお問い合わ 小型船舶 用信号 紅炎セッ トは付属 の指示を
硬い鋭利なものと混載しないよう
せいただき、
必ず船舶検査を受けてからご使 よく読み、
専用のケースに入れ、
航走中に物入れ内で動
用ください。
き回らないように確実に搭載してください。
詳しくは お買い 上げのヤ マハ取扱 店にご相
談ください。
JJU35501

航行区域

JJU35492

法定備品
船舶安全 法により マリンジ ェット に搭載す
る備品の種類と数量が定められています。
マ
リンジェットをご使用になる前に、
下記の法
定備品が 搭載され ているこ とを確 認してく
ださい。
詳しくは、
ヤマハ取扱店または日本小型船舶
検査機構（JCI）にお問い合わせください。

11

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 り次の区 分によっ て規制さ
れています。
● 一般的に使用するマリンジェットの場合。
● 母船 に搭載 して使 用する マリンジ ェット
の場合。
それぞれ に関し て次のよ うに航行 区域を規
制してあ ります ので十分 注意して 使用くだ
さい。詳しくは、船舶検査証書を確認してく
ださい。
JJU35511

一般的に 使用す るマリン ジェット の航行区
域
● 沿海区域
● マリ ンジェ ットが 安全に 発着でき る任意
の地点から 15 海里（約 28 km）以内の
水域のうち、当該地点における海岸から 2
海里（約 3.7 km）以内の水域に限定され
ます。
● 図のように航行区域が制限されます。
● 安 全に発 着でき ない海 岸とは、海 岸線に
岩、崖、護岸（消波ブロ ックや防波堤）、
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隠頭岩（潮の満ち引きにより見え隠れする
岩、見えないが水深が十分にない岩）など
がある海岸です。

●

●
●
●
●

平水区域
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。
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、湾などの水域です。

●

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
図のように航行区域が制限されます。

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。

●

JJU35520

母船に搭 載して使 用するマ リンジ ェットの
航行区域
（約
● 沿海区域内で母船を中心に半径 2 海里
3.7 km）以内の水域
● 図のように航行区域が制限されます。

12
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他の遵守事項
海は共有の場、
いろいろな楽しみを求めてた
くさんの方々が利用する場所です。また、こ
の海を生活の糧とする方々も多数います。
この共有 の財産を いつまで も楽し く使うた
めに次の事を守りましょう。
周辺の人々のために
● 遊泳 者のい る近く では乗ら ないで くださ
い。
● 人家の近くでは乗らないでください。
● 他人 に迷惑 を掛け る騒音は 出さな いでく
ださい。
● 釣り船、
釣り人の迷惑にならないよう注意
してください。
● 航走 中の周 囲の船 舶に近づ かない でくだ
さい。
● 漁場への乗り入れ、
操業中の漁船に近づか
ないでください。
● 乗り 入れ禁 止区域 には入ら ないで くださ
い。
● 指定 区域内 では制 限速度を 守って くださ
い。
いつまでもきれいな海で乗るために
● 自 分 た ち の ゴミ は 自 分 た ち で 処 理し ま
しょう。（不法投棄は絶対しないでくださ
い。）
● 燃料 やオイ ルで海 岸や水面 を汚さ ないよ
うにしましょう。
● 自然の景観や生物を大切にしましょう。
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F2F-9-01 14 ページ ２００９年１０月１５日

木曜日

午後５時５分

各部の名称
JJU40652

マリンジェットに関する用語
トローリング速度
トローリング速度は、低速域の速度です。
スロットル操作を行な わないか、少しだけのスロ ットル操作を行ないま す。マリンジェッ
トはまだ水から浮上していません。
この状態では引き波はほとんど起きません。
サブプレーニング速度
サブプレーニング速度は、中速域での限られた速度です。
マリンジェットの船首部が 水から浮上しようとして持 ち上がった状態です。しかし、マリ
ンジェットの船尾部は、まだ完全に水から浮上していません。
この状態では引き波が起きます。
プレーニング速度
プレーニング速度は、中高速域での速度です。
マリンジェットは水から浮上しています。
この状態では引き波が起きます。
バウ
マリンジェットの船首です。
スターン
マリンジェットの船尾です。
右舷
マリンジェットの進行方向に向かって右側です。
左舷
マリンジェットの進行方向に向かって左側です。
ビルジ
エンジンルーム内に溜まった水です。

14
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各部の名称と位置
2

1

8

7

9

6

5
3

4

10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15

ステアリングポール
ステアリングパッド
バウロープホール
燃料フィラーキャップ
冷却水点検孔
フード
フードラッチ
ハンドルバー
フード裏物入れ
ライディングトレー
スターンロープホール
ジェットノズル
ライドプレート
ジェットインテーク（吸水口）
ドライブシャフト
ジェットインテーク

12

13

15 16

F2F-9-01 16 ページ ２００９年１０月１５日

木曜日

午後５時５分

各部の名称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

フード上側物入れ
燃料コック
チョークノブ
ロックプレート
エンジン始動スイッチ
スロットルレバー
カールコード
エンジン停止スイッチ
緊急エンジン停止スイッチ
燃料タンク
バッテリ
サイレンサ
スパークプラグ／スパークプラグキャップ
水分離器
マフラ
燃料フィルタ
水洗ホースコネクタ
電装ボックス
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操船機能の操作
JJU31024

操船機能

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取り外してください。

JJU31152

エンジン停止スイッチ
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。

JJU41050

エンジン始動スイッチ
JCJ01360

注 意
1 エンジン停止スイッチ
JJU31163

緊急エンジン停止スイッチ
緊急エン ジン停止 スイッチ は操船 者の落水
等でカー ルコード に取り付 けられ たロック
プレートが外れると、
エンジンを自動的に停
止します。
エンジンを始動する前に、
ロックプレートを
緊急エン ジン停止 スイッチ の下に 差し込み
ます。

エンジン 冷却経 路に水道 水が供給 されない
状態で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。
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。
エンジン が始動 したらた だちにエ ンジン始
動スイッチを放してください。
エンジン始動
スイッチを 5 秒押してもエ 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：エンジン運転中はエンジン始
動スイッチを絶対に押さないでください。
ス
タータモータ は連続して 5 秒以上回さない
でください。バッテリが上がり、エンジンが
始動できなくなる恐れがあります。また、ス
ター タモ ータ の損 傷 の要 因と もな りま す。
[JCJ01040]

1 ロックプレート
2 緊急エンジン停止スイッチ
3 カールコード

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
17

F2F-9-01 18 ページ ２００９年１０月１５日

木曜日

午後５時５分

操船機能の操作

1 エンジン始動スイッチ

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。
JJU31211

スロットルレバー
スロット ルレバー を握ると エンジ ン回転数
が上昇します。

1 ハンドルバー
2 ジェットノズル

ジェット ノズル からの噴 流の方向 や強弱に
よって速度や旋回角度が変わります。
トロー
リング速度以外で旋回する時は、
常にスロッ
トルを開ける必要があります。
ジェットノズルの切れ角は、
操船者の好みに
より調整することができます。
（ジェットノ
ズル切れ角の調整方法については、51 ペー
ジを参照ください。
）
JJU31272

ステアリングポール
ステアリングポールは、
上下に可動しハンド
ルバーの高さを変えることができます。

1 スロットルレバー

スロット ルレバー を放すと 自動的 に全閉状
態（アイドリング回転数）に戻ります。
JJU35931

ステアリングシステム
ハンドルバーを操作すると、
艇体後部に有る
ジェットノズルの向きが変わり、
これに応じ
てマリンジェットの進行方向が変わります。

18
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操船機能の操作
JJU31123

JJU31202

燃料コック

チョークノブ

燃料コッ クを操作 すると燃 料の供 給方法を チョークノブを操作すると、
冷間時のエンジ
切り替えることができます。
ン始動に 必要な 濃い混合 気をエン ジンに供
使用状況により 3 つの位置から選択します。 給することができます。
チョークを使用するときは：
(1) チョークノブを引きます。
エンジ ンが始 動し たらチ ョーク ノブを
元の位置まで押し込みます。

1 燃料コック

1 チョークノブ
JJU31223

冷却水点検孔
冷却水点検孔は、
エンジン運転中にエンジン
内を循環する冷却水の一部を排水します。

OFF:
燃料コックがこの位置にあるときは、
燃料は
キャブレタに供給されません。
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:
燃料コックがこの位置にあるときは、
燃料が
キャブレタへ供給されます。
エンジン始動時
および航走中はこの位置にしておきます。
RES:
燃料コックがこの位置にあるときは、
予備燃
料がキャブレタに供給されます。
航走中に燃
料が無くなったとき、
燃料コックをこの位置
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。
19

1 冷却水点検孔

冷却水点検孔は艇体の左舷にあり、
冷却機能
の正常な作動は、
冷却水点検孔から排水され
ていることで確認できます。
排水されていな
い 場 合 は、エ ン ジ ン を 停 止 さ せ て か ら、
ジェット インテ ークに異 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
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操船機能の操作
クについては 60 ページを参照ください。
）

要
●

●

点：

エン ジン始 動後に 冷却水が 点検孔 に達す
るま でに約 20 秒程 かかる ことが ありま
す。
アイ ドリン グ回転 数でエン ジン運 転中は
排水が不安定な場合があります。そのとき
はス ロット ルを少 し開いて 排水を 確認し
てください。

JJU40322

水分離器
水分離器は、
転覆時などに燃料ブリーザホー
スから浸入した水が、
燃料タンクに入らない
ように浸入した水を溜めます。
水分離器内に溜まった水は、
ドレンスクリュ
を緩めると排水できます。

1 水分離器

水分離器に溜まった水を排水するときは：
(1) 受け皿 や乾い た布 を水分 離器の 下に用
意します。
(2) ドレン スクリ ュを 徐々に 緩め排 水しま
す。排水は受け皿に受けたり、乾いた布
にしみ 込ませ たり してエ ンジン ルーム
にこぼさないようにしてください。エン
ジンルームにこぼした場合は、乾いた布
で拭き取ってください。
(3) ドレン スクリ ュを 止まる まで確 実に締
め込みます。
JJU31664

オーバヒート警告装置
エンジ ン温度が 著しく 上昇す ると、オーバ
ヒート警 告装置 が作動し エンジン の回転数
を約 3400 r/min 以下に下げる制御が働き
ます。
オーバヒート警告装置が作動した場合は、
た
だちにエンジン回転数を下げ、
マリンジェッ
トを着岸させ、
エンジン運転中に冷却水点検
孔から冷 却水が 排水され ているこ とを確認
します。排水されていない場合は、エンジン
を停止させてから、
ジェットインテークに異
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については 60 ページ
を参照ください。
）注意：オーバヒートの原
因が判らないときは、
ヤマハ取扱店にご相談
ください。そのまま高速運転を続けると、重
大 な エ ン ジ ン 損 傷 の 原 因 と な り ま す。
[JCJ00041]

1

1 ドレンスクリュ
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装備品の操作
JJU40333

装備品
JJU31056

フード
フードは取り外すことができます。
フードを取り外すと、
エンジンルームにアク
セスできます。
フードを取り外すときは：
(1) 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。

1

CK

LO

OP

EN

2

1 フードラッチ
2 フードラッチノブ

(3) フード の前後 にあ るハン ドグリ ップを
握り、フードを後方に引き上げるように
して取り外します。

1 ステアリングポール

1 ハンドグリップ

1 ロックピン

(2) フードラッチノブを OPEN （開位置）
に回し、フードラッチを上方向に持ち上
げてロックを解除します。

21

フードを取り付けるときは：
(1) フード の前側 にあ る突起 部を艇 体側の
ステー に嵌ま るよ うにフ ードを のせま
す。
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装備品の操作
(2) フードラッチを押し下げ、フードラッチ
ノブを LOCK （ロッ ク位置）に回し
て確実に固定します。

CK

LO

OP

EN

1 スターンロープホール
JJU31674

(3) ステア リング ポール を支 えなが らロッ
クピンを外し、ステアリングポールを下
ろします。
JJU36001

バウロープホール
バウロー プホー ルは、マリ ンジェッ トを運
搬・係留する場合や、緊急時の曳航を行なう
場合にロープを取り付けて使用します。
（マ
リンジェットの曳航については62ページを
参照ください。
）

フード裏物入れ（ポーチ）
フード裏 物入れ がフード の裏側に 装備され
ています。
フード裏物入れは取扱説明書と工具および、
小さい備品用です。
フード裏物入れは防水構
造ではありません。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収納してください。
フード裏物入れを取り外すときは：
(1) フードを取り外します。（フードの脱着
方法については21ページを参照くださ
い。
）
(2) クランプバンドを取り外し、フード裏物
入れを取り外します。

1 バウロープホール
JJU36011

スターンロープホール
スターンロープホールは、
マリンジェットを
係留する 場合にロ ープを取 り付け て使用し
ます。

1 フード裏物入れ
2 クランプバンド

フード裏物入れを取り付けるときは：
(1) 取扱説 明書を 軽く 二つ折 りにし て入れ

22
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装備品の操作
た後、工具や備品を入れてベルトで閉じ
ます。

1 ストラップ

(2) フード裏物入れを元の場所に置き、クラ
ンプバンドで固定します。
(3) フード を元の ように 確実 に取り 付けま
す。
JJU41002

フード上側物入れ

(2) ゴムバ ンドを 後ろ に引い て上に 外しま
す。

1 フード上側物入れ
2 ゴムバンド

(3) フ ー ド 上 側 物 入 れ を 収 納位 置 か ら 約
30° 持ち上 げます。注 意：フー ド上側
物入れを収納 位置から 30° 以上持ち上
げないでください。フード上側物入れと
フ ー ド が 損 傷 す る 恐 れ が あ り ま す。

フード上 側物入れ がフード の上に 装備され
[JCJ01350]
ています。
(4) キャップを緩めて取り外します。
フード上 側物入れ は防水構 造では ありませ
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
れて収納してください。
フード上側物入れを開けるときは：
(1) 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。

1 キャップ

1 ステアリングポール
2 ロックピン
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フード上側物入れを閉めるときは：
(1) キャップを止まるまで締め込み、確実に
取り付けます。
(2) フード 上側物 入れ を収納 位置ま で下ろ
し、ゴムバンドで元のように確実に固定
します。
(3) ステア リング ポー ルを支 えなが らロッ
クピンを外し、ステアリングポールを下
ろします。
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運航時の取扱い
JJU31792

JJU31872

燃料とオイルについて

エンジンオイル

JJU31833

燃料
JWJ00282

警
●

●

告

ガソ リンは 高い引 火性と爆 発性が ありま
す。火災や爆発の危険、給油時の負傷を避
ける ために、以 下の 指示に 従って くださ
い。
ガソリンは有毒であり、傷害や死亡の原因
となります。取り扱いには十分に注意をし
てください。ガソリンを口で吸い出さない
でく ださ い。飲み 込んだ り、目に 入った
り、または多量の揮発蒸気を吸い込んだ場
合は、ただちに医師の診断を受けてくださ
い。皮膚に付着した場合は、ただちに石鹸
等を使って洗い流してください。衣類に付
着した場合は、着替え等を行なってくださ
い。

JCJ00321

注 意
●

●

有鉛ガソリンは使用しないでください。有
鉛ガ ソリン はエン ジンに大 きな損 傷を与
える恐れがあります。
燃料 タンク に水や 他の異物 が混入 しない
ように注意して給油してください。異物の
混ざった燃料は、エンジンの作動不良や損
傷の原因となります。ガソリンは必ず新し
いものを使用してください。

推奨エンジンオイル：
ヤマルーブ ２ Ｗ または船外機オイ
ル同等品
JJU31902

ガソリンとエンジンオイルの混合
JCJ00331

注 意
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、
重大なエンジン損傷の原因となります。
ガソリン とエン ジンオイ ルを混合 するとき
は：
(1) きれいな容器にエンジンオイル、ガソリ
ンの順で給油します。
ガソリン：エンジンオイル （混合比）
慣らし運転中：
25：1
慣らし運転後：
50 :1
(2) 容器を左右に振ってよく撹拌させます。

推奨燃料：
無鉛レギュラーガソリン

1 エンジンオイル
2 ガソリン
JJU31915

混合燃料の給油
燃料を給油するときは：
(1) 給油は エンジ ンを 停止し てから 行なっ
てください。マリンジェットに乗船した
24
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運航時の取扱い
まま給油しないでください。給油中はタ
バコを吸わないでください。また、他の
火気を近づけないでください。
(2) マリン ジェッ トを換 気の いい場 所に水
平に置きます。
(3) フードを取り外し、燃料タンクの燃料残
量を確認します。（フードの脱着方法に
ついては、21 ページを参照ください。）
(4) 燃料フ ィラー キャッ プを 緩めて 取り外
します。

1 燃料フィラーキャップ

(5) 燃料をゆっくりと給油します。
燃料タンクの容量：
総量：
18 L
予備：
5.5 L
(6) 給油チ ューブ の下端 部に 燃料が 達した
ら、給油を止めます。燃料は入れ過ぎな
いようにしてください。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。燃料タンクが満タンの状態で、マリ
ンジェ ットを 直射日 光の 下に放 置しな
いでください。
(7) こぼれ たガソ リンは ただ ちに乾 いた布
で拭き取ります。
(8) 燃料フ ィラー キャッ プを 止まる まで締
め込み、確実に取り付けます。
(9) フード を元の ように 確実 に取り 付けま
す。
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JJU40021

ビルジの排水
JCJ01301

注 意
エンジン ルーム 内にビル ジが溜ま っている
場合は、
エンジン回転数を最高回転数まで上
げないでください。
ビルジが飛び散ってエン
ジン内に浸入し、故障の原因となります。
JJU40920

水上でのビルジ排水
水上でのビルジ排水後は、
エンジンルーム内
に多少のビルジが残ります。
完全に取り除く
ときは、マリンジェットを陸揚げし、残った
ビルジを乾いた布で拭き取ってください。
ジェット負圧式ビルジ排水システム
マリンジ ェット 航走中に ジェット ポンプ内
で発生する負圧により、
エンジンルーム内の
ビルジが吸い出され、
ジェットノズルから船
外に排水されます。
水上でビルジを排水するときは：
(1) プレーニング速度を維持し、2 分間以上
直進で航走します。注意：エンジン再始
動後 1 分間は、エン ジン回転 数を最高
回転数まで上げないでください。溜まっ
ている ビルジ が飛 び散っ てエン ジン内
に 浸 入 し、故 障 の 原 因 と な り ま す。
[JCJ00553]
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運航時の取扱い
JJU33423

トレーラでの運搬
JWJ00750

警

告

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。
消防法に従って運搬してください。

1 ゴムベルト
2 固定器具

マリンジ ェットを トレーラ に積ん で運ぶと
きは、ロープ または 固定器 具でバウ ロープ
ホールと艇体後部をトレーラに固定します。
また、
ステアリングポールにもゴムベルト等
を掛けて艇体に固定します。注意：ロープや
固定器具 でステア リングポ ールと トレーラ
を固定しないでください。また、ステアリン
グポール を持ち上 げたまま 運搬し ないでく
ださい。
ステアリングポールが損傷する恐れ
があ りま す。傷 や破 損 を防 止す る ため に、
ロープや 固定器具 がマリン ジェッ ト本体に
接する箇 所にはタ オル等の 適当な 保護具を
当ててください。[JCJ00632]
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初めて使用するときは
JJU32755

慣らし運転
JCJ00431

注 意
慣らし運転を怠ると、
構成部品の寿命が縮む
ばかりで なくエン ジンに損 傷を与 える恐れ
があります。
エンジン 構成部品 等の摺動 面を均 一に摺り
合せるために、慣らし運転が必要です。慣ら
し運転を行なうことにより、
安定した性能が
得られるとともに各部品の寿命も延びます。
慣らし運転を行なうときは：
(1) 燃料タンクに 25：1 の混合燃料を満タ
ンまで給油します。（燃料の給油方法に
ついては 24 ページの ガソリンとエン
ジンオイルの混合 、 混合燃料の給油
を参照ください。
）
(2) マリンジェットを進水し、エンジンを始
動します。
（エン ジンの始動については
36 ページを参照ください。）
(3) 最初にアイドリング回転数で 5 分間航
走します。
(4) 次に燃 料タン ク内の 初回 満タン の混合
燃 料 を 使 い きる ま で は ゆ っ く り と ス
ロットルを開け、スロットル 開度を 3/
4 またはそれ以下で航走します。
(5) 次に燃料タンクにもう一度 25：1 の混
合燃料 を満 タンま で給 油し、任 意のス
ロットル開度で航走します。
慣らし運転完了後、50：1 の混合燃料を給
油し通常の航走が行なえます。
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使用前の点検
JJU31981

JWJ00411

警

告

点検整備を正しく行なわな いと、事故や故障の原因となる 恐れがあります。１つでも不具
合が見つかったときは、マリン ジェットを使用しないでく ださい。本書に記載の手順を行
なっても不具合が解決しない場合は、ヤマハ取扱店で整備を受けてください。
JJU31995

使用前点検チェックリスト
マリンジェットを使用する前に、必ずチェックリストに基づき点検を行なってください。
項目

点検方法

参照ページ

進水前の点検
エンジンルーム
燃料系統
水分離器
エンジン外観
ビルジ
バッテリ
ステアリングシステム
スロットルレバー
カールコード
スイッチ類

フード裏物入れ

法定備品

フード上側物入れ
艇体外観
ジェットインテーク
フード

エンジンルームの換気を行ないます。
エンジンルーム内に損傷がないことを確認します。
燃料系統に漏れがないことを確認します。
燃料タンク内の燃料残量を確認します。
水分離器内に水が溜まっていないことを確認しま
す。
エンジン外観に損傷がないことを確認します。
エンジンルーム内にビルジが溜まっていないことを
確認します。
バッテリの接続状態と液量を確認します。
ステアリングシステムが正常に作動することを確認
します。
スロットルレバーが正常に作動することを確認しま
す。
スロットルレバーの遊び量を確認します。
カールコードに損傷がないことを確認します。
エンジン始動スイッチ、エンジン停止スイッチおよ
び緊急エンジン停止スイッチが正常に作動すること
を確認します。
フード裏物入れに損傷がないこと、水が溜まってい
ないことを確認します。
フード裏物入れが確実に固定されていることを確認
します。
使用可能条件を満たしている法定備品が、搭載され
ていることを確認します。
フード上側物入れに損傷がないこと、水が溜まって
いないことを確認します。
フード上側物入れが確実に固定されていることを確
認します。
艇体外観に損傷がないことを確認します。
ジェットインテークに損傷がないこと、また異物の
付着や詰まりがないことを確認します。
フードが確実に固定されていることを確認します。

30
30
30
31
31
31
31
32
33
33

33

33

34
33
33
34
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使用前の点検
項目

点検方法

参照ページ

冷却水点検孔から冷却水が排水されていることを確
認します。

34

進水後の点検
冷却水点検孔

要

点：

使用前の点検は、安全と信頼性 を確保するためにマリンジェッ トを使用する毎に必ず実施
してください。

29

F2F-9-01 30 ページ ２００９年１０月１５日

木曜日

午後５時５分

使用前の点検
JJU32281

使用前点検チェックポイント
JJU40684

進水前の点検
使用前点 検チェッ クリスト で進水 前の点検
に分類されている項目は、
陸上で点検を行な
います。
進水前の点検を行なうときは：
(1) フードを取り外します。（フードの脱着
方法については21ページを参照くださ
い。
）
(2) 各項目を点検し、不具合がないことを確
認します。
(3) 進水前の点検が終了したら、フードを元
のように確実に取り付けます。
JJU32333

エンジンルームの点検
JWJ00461

警

告

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 漏れがあ るときは エンジ ンを始動
しないでください。

●

ので、常に点検をしてください。
燃料漏れが見つかった場合は、直ちにヤマ
ハ取扱店で整備を受けてください。

燃料系統の損傷、漏れ等、不具合がないこと
を確認します。
点検箇所
● キャブレタからの燃料漏れ
● 燃料フィラーキャップ（パッキン）の損傷
● 燃料タンク内への水の混入、
またはゴミの
有無
● 燃料タンクの損傷、燃料漏れ
● 燃料ホースと接続部の損傷、燃料漏れ
● 燃料フィルタからの燃料漏れ
● 燃料コックからの燃料漏れ
● 燃料ブリーザホース経路の損傷、
燃料漏れ
燃料タンク内圧の開放
燃料タンクの内圧を開放します。
燃料タンクの内圧を開放するときは：
(1) 燃料フ ィラー キャ ップを 徐々に 緩めて
取り外 し、燃料 タン ク内圧 を開 放しま
す。

エンジンルームの換気を行ないます。
燃料気
化ガスが無くなるまで、
数分間エンジンルー
ムを開けたまま放置します。
エンジン ルーム内 に損傷が ないこ とを確認
します。

1 燃料フィラーキャップ

(2) 燃料フ ィラー キャ ップを 止まる まで締
め込み、確実に取り付けます。
JJU32363

JJU34207

燃料系統の点検
JWJ00381

警
●

告

燃料 漏れは 火災や 爆発の原 因とな ります

燃料残量の点検
燃料タンク内の燃料残量を確認します。
必要な場合は燃料を給油します。
（給油方法
については 24 ページを参照ください。
）
JJU32423

水分離器の点検
水分離器 内に水 が溜まっ ていない ことを確
認します。
水が溜まっている場合は排水しま
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使用前の点検
す。
（水分離器の排水については 20 ページ
を参照ください。
）

1 水分離器
JJU40181

エンジン外観の点検
エンジン外観に損傷等、
不具合がないことを
確認します。
JJU41011

ビルジの点検
エンジン ルーム内 にビルジ が溜ま っていな
いことを確認します。
ビルジが溜まっている
場合は乾いた布で拭き取ります。注意：エン
ジンルー ムに多量 のビルジ が溜ま ると飛び
散ってエンジンに入り、
エンジン故障の原因
となります。[JCJ00341]

1（＋）端子：赤色ケーブル
2（−）端子：黒色ケーブル
3 ブリーザホース

バッテリ の液量 が上限マ ークと下 限マーク
の間にあることを確認します。
警告！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。
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。[JWJ01240]

JJU32484

バッテリの点検
バッテリ 端子とブ リーザホ ースに 損傷がな
いこと、
また正しく接続されていることを確
認します。
警告！ブリーザホースが損傷して
いたり、折れ曲がっていたり、確実に取り付
けられていない場合、
火災や爆発の恐れがあ
ります。[JWJ00451]

1 上限マーク
2 下限マーク

バッテリ が確実 に固定さ れている ことを確
認します。
JJU32613

ステアリングシステムの作動点検
ハンド ルバーを 繰り返 し操作 し、全域にわ
たって滑らかに動くこと、
著しいガタつきが
ないことを確認します。
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使用前の点検
し、全域にわたって滑らかに動くこと、著し
いガタつきがないことを確認します。
また左
右方向のガタがないことも確認します。

ハンドル バーを左 右いっぱ いに繰 り返し操
作したと き、ハンド ルバー の動きに 応じて
ジェットノズルの向きが変わること、
ジェッ
トノズル の切れ角 に左右の 差がな いことを
確認します。

JJU32594

スロットルレバーの作動点検
スロットルレバーを繰り返し操作し、
全域に
わたって滑らかに動くこと、
放したときに自
動的に全閉位置に戻ることを確認します。

スロット ルレバ ー全閉位 置に適度 な遊びが
あることを確認します。

ジェットノズル切れ角（A と B の距離）
の差：
5 mm 以内
JJU32622

ステアリングポールの作動点検
ステアリ ングポー ルを上下 に繰り 返し操作

1 スロットルレバーの遊び
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使用前の点検
スロットルレバーの遊び量：
7.0 –10.0 mm
JJU32663

カールコードの点検
カールコ ードに損 傷がない ことを 確認しま
す。
カールコードの損傷があった場合は交換
します。
警告！カールコードは決して補修し
たり繋ぎ合せて使用しないでください。
操船
者が落水 したとき にロック プレー トが外れ
ず、エン ジ ン が 停 止 し な い 状 態 でマ リ ン
ジェットが航走を続け、
重大な事故につなが
る恐れがあります。[JWJ01220]

JJU41020

スイッチ類の作動点検
JCJ01360

注 意
エンジン 冷却経路 に水道水 が供給 されない
状態で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。
エンジン始動スイッチ、
エンジン停止スイッ
チ、緊急エンジン停止スイッチを操作し、正
常に作動することを確認します。
（各スイッ
チの操作については 17ページから 17ペー
ジを参照ください。
）

1
2
3
4
5

ロックプレート
緊急エンジン停止スイッチ
エンジン始動スイッチ
エンジン停止スイッチ
カールコード

スイッチ類の作動を確認するときは：
(1) エンジン始動スイッチを押して、エンジ
ンが始動することを確認します。
(2) エンジ ンが始 動し たらす ぐにエ ンジン
停止スイッチを押して、エンジンが停止
することを確認します。
(3) 再度エンジンを始動し、カールコードを
引っ張って、緊急エンジン停止スイッチ
からロ ックプ レー トが外 れると ただち
にエン ジンが 停止 するこ とを確 認しま
す。
JJU41210

フード裏物入れの点検
フード 裏物入れ に損傷 がない こと、水が溜
まっていないこと、
確実に固定されているこ
とを確認します。
（フード裏物入れについて
は 22 ページを参照ください。
）
JJU40121

法定備品の点検
使用可能条件を満たしている法定備品が、
搭
載されていることを確認します。
（法定備品
については、11 ページを参照ください。
）
JJU32352

艇体外観の点検
艇体に損傷等、
不具合がないことを確認しま
す。
JJU32656

ジェットインテークの点検
ジェットインテークに損傷がないこと、
異物
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の付着や詰まりがないことを確認します。
異
物 が 詰 ま っ て い る 場 合 は 清 掃 し ま す。
（ジェットインテークについては 60 ページ
を参照ください。
）
JJU40701

フードの点検
フードが 確実に固 定されて いるこ とを確認
します。
（詳細については 21 ページを参照
ください。
）

JJU41071

フード上側物入れの点検
フード上側物入れに損傷がないこと、
水が溜
まっていないこと、
確実に固定されているこ
とを確認します。
（フード上側物入れについ
ては 23 ページを参照ください。
）
JJU40144

進水後の点検
使用前点 検チェッ クリスト で進水 後の点検
に分類されている項目は、
マリンジェットを
水に浮か べてエン ジンを始 動した 後に点検
を行ないます。
進水後の点検を行なうときは：
（マリン
(1) マリンジェットを進水し ます。
ジェットの進水については36ページを
参照ください。
）
(2) 各項目を点検し、不具合がないことを確
認します。
JJU40552

冷却水点検孔の点検
冷却水点 検孔から 冷却水が 排水さ れている
ことを確認します。
（冷却水点検孔について
は 19 ページを参照ください。
）
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操船するときは
JJU32902

操船するときは
JWJ00510

警

告

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 にご相 談くださ
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。
JJU35622

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と
操船の手引きをお読みいただき、
操船方法を
理解してくだ さい。特に 6 ペ ージから始ま
る「安全情 報」をよ くお読 みく ださい。ま
た、全ての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。
JJU35655

操船の前に
乗船前 には必 ず 28 ペー ジの「使用 前点検
チェックリスト」
に沿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。
ハンドルバーをしっかりと握り、
素早く乗り
込んで立つ姿勢（スタンディング）
、または
ひざまずく姿勢（ニーリング）をとってくだ
さい。マリンジェットが航走中は、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。
JJU33171

操船姿勢
操船時の姿勢は速度、
操船者の技量レベルや
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。
ひざまずく姿勢（ニーリング）
ひざまず く姿勢 は立つ姿 勢よりバ ランスが
取りやすく、
サブプレーニング速度での航走
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
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操船するときは
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。
立つ姿勢（スタンディング）
ひざまず く姿勢で の操船が 楽に行 えるよう
になった ら、速度を 上げて 立ってみ ましょ
う。マリンジ ェット はジェ ット推進 力によ
り、
方向性が良くなるだけでなく安定性もよ
くなるので、
速度が増すにつれてバランスが
取りやすくなります。
低速で航走している場
合や、
停船しようとする前にはバランスを取
るためにひざまずく姿勢をとります。

ださい。小石や砂がジェットインテーク
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。
[JCJ00472]

(2) 燃料コックを

ON

位置にします。

JJU32802

マリンジェットの進水
マリンジェットを進水するときは、
周囲に障
害物がないことを確認します。
トレーラから進水するときは、
波によってマ
リンジェ ットがト レーラに 押し込 まれない
ようにしてください。
JJU32835

出航・乗船時のエンジンの始動
JWJ01520

警

告

マリンジ ェットの 背後に人 等が居 るときは
スロットルを開けないでください。
エンジン
を停止させるか、
アイドルスピードにしてく
ださい。
ジェットノズルから排出される水や
異物で怪我をする恐れがあります。

(3) カールコードを左手首に 取り付けた後、
緊急エ ンジン 停止 スイッ チにロ ックプ
レートを取り付けます。（緊急エンジン
停止 ス イ ッ チの 操 作 につ い て は、17
ページを参照ください。）警告！カール
コード が正し く取 り付け られて いるこ
とを確認してください。正しく装着して
いないと、操船者が落水したときにロッ
クプレートが外れず、エンジンが停止し
ない状 態でマ リン ジェッ トが航 走を続
け、重大な事故につながる恐れがありま
す。[JWJ00581]

エンジンを始動するときは：
(1) 海藻やゴミが無く、船底から水底までの
距離が 60 cm 以上のところまで、マリ
ンジェットを移動します。注意：船底か
ら水底までの距離が 60 cm未満の場所
では絶 対にエ ンジン を運 転しな いでく
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操船するときは

1 ロックプレート
2 緊急エンジン停止スイッチ
3 カールコード

(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。

(6) エンジンが暖まったら、チョークノブを
元の位置まで押し込みます。

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。
JJU32862

エンジンの停止
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）を押してエンジンを停
止しま す。警告！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。[JWJ00601]

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
して、エンジンを始動し ます。
（エンジ
ン始動スイッチの操作につ いては、17
ページを参照ください。）警告！エンジ
ンを始動するときは、スロットルレバー
を急激 に握 らない でく ださ い。マリン
ジェットが急発進し、衝突や落水の原因
となります。[JWJ00591]

37

JJU32872

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、
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ください。

F2F-9-01 38 ページ ２００９年１０月１５日

木曜日

午後５時５分

操船するときは
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。
JJU41170

マリンジェットの航走
マリンジェットは、
エンジン運転中はスロッ
トルレバ ーが全閉 状態でも トロー リング速
度で前進します。

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。

JJU33243

マリンジェットの旋回
JWJ00761

警

告

障害 物を避 けると きはスロ ットル を戻さ
ない で下さ い。進路 を変え るため にはス
ロットル操作が必要です。
● 高速航走時は徐々に旋回を行なうか、
また C. スロッ トルレ バー から完 全に手 を放す
は旋回前に速度を落としてください。高速
と推進力は最小になります。トローリン
で 鋭 角 に 旋 回 し よ う と す る と、マ リ ン
グ速度以上で航走しているとき、スロッ
ジェットがスライ ド（横スベリ）したり、
トルを 戻して しま うと旋 回能力 は急激
スピンしたりする要因になります。乗船者
に低下します。スロットルレバーから手
がマリンジェットから放り出され、負傷す
を放し た直後 はま だある 程度の 旋回能
る可能性が高くなります。
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
旋回はス ロットル とハンド ル操作 を併用し
けるか、艇がトローリング速度に到達す
て行ないます。
るまで マリン ジェ ットは ステア リング
ジェット インテー クから取 り入れ られた水
ハンドル操作に反応しません。
がジェッ トポンプ のインペ ラで加 圧されま
●
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操船するときは
トローリング速度で航走中は、アイドリ
ング回 転の推 進力の みで もステ アリン
グハン 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。

JJU33272

マリンジェットの停船

進路を変 更するた めにはス ロット ル操作が
必要です。
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。

39

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。
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操船するときは
●

域では使用しないでください。
早め に行動 を起こ し衝突 防止に努 めてく
ださい。マリンジェットも一般船舶同様に
ブレーキ装置はありません。障害物を避け
ると きはス ロット ルを戻 さないで くださ
い。進路を変えるためにはスロットル操作
が必要です。

JWJ00632

警
JWJ00722

警
●
●

●

●

告

停船 すると きには 十分な停 止距離 を確保
してください。
早め に行動 を起し 衝突防止 に努め てくだ
さい。マリンジェットも一般の船舶同様に
ブレーキ装置は有りません。
控え めな安 全速 度で航 走し、周囲 の遊泳
者、障害 物、船舶 等か ら十分 な距 離を保
ち、余裕をもって停船できるようにしてく
ださい。
減速しているとき、進路上に船舶や障害物
等が有る場合は、エンジン出力を使って回
避する必要がありますので、エンジンは停
止しないでください。

告

再乗船の際は、
強いジェット噴流にさらされ
ないよう、
視界が制限されないよう気をつけ
てください。
素早く乗り込んでスタンディン
グまたは ニーリ ングの姿 勢をとっ てくださ
い。
JCJ01340

注 意
船底から水底までの距離が 60 cm未満の場
所では絶 対にエ ンジンを 運転しな いでくだ
さい。
小石や砂がジェットインテークに吸引
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。

JJU33074

出航
JWJ00711

警

告

次の事項 を守り、衝 突防止 に努めて くださ
い。
● 遊泳者、障害物、周囲の船舶等の見張りを
怠ら ないで くだ さい。視界 が制限 された
り、妨げられたりする状況には警戒してく
ださい。
● 遊泳者、障害物、周囲の船舶等から回避で
きる 安全な 速度や 距離を保 って航 走して
ください。
● マリ ンジェ ットや 船舶等の 背後を 追走し
ないでください。周囲のものに水飛沫等が
掛かるまで接近しないでください。急旋回
等、周囲の操船者が予測困難な航走は行な
わないでください。浅瀬や暗礁等のある水

停船中や 低速航 走中はマ リンジェ ットが不
安定になります。
特に出航するときに安定し
た状態を保つには技量が必要となります。
ひざまずく姿勢で航走し、
重心を低くまた艇
の中心になるようにすることで、
プレーニン
グ速度へ の加速 中にマリ ンジェッ トを安定
させることができます。
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。
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操船するときは
JJU33104

浅瀬からの乗船と出航
背が立たないような深いところに行く前に、
深いとこ ろでの乗 船と出航 の方法 を確実に
身につけてください。
（深いところでの乗船
と出航に ついて は 41 ペー ジを参照 くださ
い。
）
(1) 海藻やゴミが無く、船底から水底までの
距離が 60 cm 以上のところで、マリン
ジェットを進水させます。注意：船底か
ら水底までの距離が 60 cm未満の場所
では絶 対にエ ンジン を運 転しな いでく (6) ステア リング 操作 のじゃ まにな らない
ださい。小石や砂がジェットインテーク
程度に体を前へ移動させ、体重を低く前
に吸引されインペラを破損したり、エン
方にか け、身体 を垂 直に保 って くださ
ジンのオーバヒートの原因 になります。
い。
[JCJ00472]

(2) カールコードを左手首に取 り付けた後、
緊急エ ンジン 停止ス イッ チにロ ックプ
レートを取り付けます。
(3) 両手でハンドルバーを握り、片方の膝を
ライデ ィング トレー にの せバラ ンスを
取ります。

要

点：

マリンジェットはジェット推進力により、
方
向性が良 くなる だけでな く安定性 も良くな
るので、
速度が増すにつれてバランスが取り
やすくなります。
JJU33124

深いところでの乗船と出航
JWJ01260

警

告

操船者は、
乗船前に海岸の近くで水中からの
乗船の練習を十分に行なってください。
何回
試みても マリン ジェット に再乗船 できない
場合、疲労や怪我をしたり、溺れたりする危
険性が増大します。

(4) 周囲を確認し、エンジンを始動して加速
します。
(5) スピー ドが上 がった らも う片方 の膝を
ライディングトレーにのせます。
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(1) マリンジェットの後方まで泳ぎ、カール
コードを左手首に取り付けた後、緊急エ
ンジン 停止ス イッ チにロ ックプ レート
を取り付けます。
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操船するときは
(2) 両手でハンドルバーを握り、ガンネルに
肘を置 いてラ イディ ング トレー に体を
引き上げバランスを取ります。

●

体重 が重い 人は軽 い人よ りプレー ニング
速度に到達するまでの時間がかかります。

JJU33203

転覆したときには
JWJ00671

警

告

誤った引 き起し をすると 負傷する 恐れがあ
ります。
● 緊急 エンジ ン停止 スイッ チからロ ックプ
レートを外してください。
● ジェットインテーク（吸水口）には手を掛
けないでください。

(3) 周囲を確認し、エンジンを始動して加速
します。
(4) マリンジェットを加速させながら、体を
マリン ジェッ トの上 に引 き上げ ていき
ます。
(5) ライディングトレーに膝をのせ、できる
だけ早くひざまずく姿勢をとります。

マリンジェットが転覆した場合は、
すみやか
に引き起こします。
マリンジェットを引き起こすときは：
(1) 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ます。
(2) マリンジェットの後方まで泳ぎ、時計回
りに回転させます。
転覆し たマリ ンジ ェット の左舷 が上に
傾いている場合は、最初にガンネルに体
重をか けてマ リン ジェッ トの左 舷が下
になる ように して から時 計回り に回転
させてください。注意：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。水がエンジン内に浸入し、故障の原
因となります。[JCJ00541]

(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、体重を低く前
方にか け、身体 を垂直 に保 って くださ
い。
(7) 船首が下がり、マリンジェットが水面と
水平に なりプ レーニ ング 速度に 到達し
たら、スロットルを操作し好みの速度に
調節してください。

要
●

点：

マリンジェットはジェ ット推進力により、
方向 性が良 くなる だけでな く安定 性も良
くなるので、速度が増すにつれてバランス
が取りやすくなります。
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操船するときは
JJU37193

海藻が密生している場所での航走

(3) エンジ ンを始 動して プレ ーニン グ速度
で航走を開始し、エンジンルーム内のビ
ルジを排水します。（ビルジの排水につ
いては、25 ページを参照ください。エ
ンジンが始動しない場合は、62 ページ
の「マリンジェットの曳航」または 62
ページの「水没時の処置」を参照くださ
い。
）注意：エンジン再始動後 1 分間は、
エンジ ン回転 数を最 高回 転数ま で上げ
ないでください。溜まっているビルジが
飛び散ってエンジン内に浸入し、故障の
原因となります。[JCJ00553]
JJU33302

マリンジェットの着岸
海岸へ着岸するときは：
(1) 遊泳者、障害物、船舶等が海岸付近にい
ないことを確認します。
(2) 海岸から約 90 m のところでスロット
ルレバーを放し、減速をはじめます。
(3) ゆっく りと岸 に近づ き着 岸地点 の手前
でエンジンを停止します。警告！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。[JWJ00601] 注意：船底から水底
までの距離が 60 cm未満の場所では絶
対にエンジンを運転しない でください。
小石や 砂がジ ェット イン テーク 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。
[JCJ00472]

(4) マリン ジェッ トから 降り て岸に 引き上
げます。

43

海藻が密 生して いる場所 での使用 は避けて
ください。
密生箇所の通過が避けられない場
合は、スロットルレバーを握る・緩める操作
を繰り返し行ない、
速度に変化をつけて航走
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 海藻は詰 まりやす
くなります。
海藻がジェットインテークに詰
まったと思われる場合は、
ジェットインテー
クの清掃を行なってください。
（ジェットイ
ンテークについては60ページを参照くださ
い。
）
JJU41060

陸揚げしたときには
JCJ01360

注 意
エンジン 冷却経 路に水道 水が供給 されない
状態で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。
マリンジ ェット の航走を 終了し陸 揚げした
ときは、
すみやかに冷却経路に残った水を排
水します。
冷却経路から排水するときは：
(1) 周囲を確認し、エンジンを始動します。
(2) 10 〜 15 秒間内にスロットルレバーを
握る・放す操作を数回素早く繰り返し行
ない、冷却経路に残っている水を排水し
ます。
(3) エンジンを停止します。
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保管するときは
JJU41191

使用後のお手入れ
JWJ00320

警

告

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。

1 水道水ホースアダプタ

(4) 水洗ホ ースコ ネク タキャ ップを 緩めて
取り外 しま す。水道 水ホー スア ダプタ
を、水洗ホースコネクタに押し込み、回
転させて確実に固定します。

使用後は 毎回確実 にマリン ジェッ トを陸揚
げして、各 部を洗 浄し保 管しま す。マリン
ジェット を長期間 にわたっ て水上 に放置し
ておくと、
ジェットポンプや艇体を劣化させ
る原因となります。また、電蝕、海藻や貝類
の付着、
塩水による腐食は各部品の寿命を縮
める原因となります。
JJU33517

エンジン冷却経路の水洗
JCJ01360

注 意
エンジン 冷却経路 に水道水 が供給 されない
状態で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。
塩、砂、ゴミなどによる目詰まりを防止する
ために、エンジン冷却経路を水洗します。
(1) マリンジェットを水平に置きます。
(2) フードを取り外します。（フードの脱着
方法については21ページを参照くださ
い。
）
(3) 水道水 ホース アダプ タを 水道水 ホース
に取り付けます。

1 水洗ホースコネクタ
2 水洗ホースコネクタキャップ
3 水道水ホースアダプタ

(5) 水道水 ホース を水 道の蛇 口に接 続しま
す。
(6) 周囲を確認し、エンジンを 始動します。
始動後はただちに、冷却水点検孔から水
が連続 的に排 水さ れるよ う水道 水バル
ブを徐々に開きます。
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保管するときは
す。
(5) 艇体各部、ジェットポンプを乾いた布で
拭きます。
(6) ビニール、その他のゴム部分は全て中性
洗剤を使って拭きます。
(7) 腐食を防止するため、艇体とエンジンの
各金属部に防錆剤を噴霧します。
(8) フードを取り付ける前に、エンジンルー
ムを外気にあて完全に乾燥させます。
(9) フード を元の よう に確実 に取り 付けま
す。
(7) アイド リング 回転数 でエ ンジン の運転
状態を見ながら約 3 分間運転します。
も
し途中でエンジンが止まったときは、た
だちに 水道水 の供給 を止 めて再 度手順
6 から行ないます。注意：エンジンが停
止して いると きは絶 対に 冷却経 路に水
道水を供給しないでください。水がマフ
ラからエンジン内に逆流し、重大なエン
ジン の 損傷 を まね く 恐れ が あり ま す。

JJU33685

バッテリのお手入れ
マリン ジェット を 1ヶ月以 上使用 しないと
きは、
バッテリをマリンジェットから取り外
し各部を確認後、
乾いた涼しくて暗い場所に
保管します。
JWJ00791

警

告

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
[JCJ00122]
しま すので 取り扱 いを誤 ると爆発 し怪我
(8) 水道水の供給を停止します。
をすることがあります。
(9) 10 〜 15 秒間内にスロットルレバーを
握る・放す操作を数回素早く繰り返し行 ● バッ テリの 液量が 下限マ ーク以下 の状態
で使用または充電すると、バッテリの劣化
ない、冷却経路に残っている水を排水し
を早めたり、爆発の原因となる恐れがあり
ます。
ます。
(10) エンジンを停止します。
●
火気厳禁 = ショートやスパークさせたり、
水道水ホースアダプタを取り外し、
水洗
(11)
タバコ等の火気を近づけないでください。
ホース コネク タキャ ップ を止ま るまで
● 補充 電は風 通しの 良いと ころで行 なって
締めこみ確実に取り付けます。
ください。
(12) フード を元の ように 確実 に取り 付けま
● 落下等の強い衝撃を加えないでください。
す。
JJU40721
● バッ テリを 横にし ないよ うにして くださ
い。バッテリ液がこぼれる可能性がありま
艇体各部の水洗
す。
(1) フードを取り外します。（フードの脱着
方法については21ページを参照くださ ● バッテリ液は希硫酸で、皮膚、目、衣服に
い。
）
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。
(2) エンジ ンとエ ンジン ルー ムを少 量の水
で水洗します。注意：高圧の水でエンジ ● 子供 の手の 届くと ころに 置かない でくだ
ンやエ ンジン ルーム を洗 浄しな いでく
さい。
ださい。重大な損傷の原因と なります。 応急手当
● 万一、バッテリ液が皮膚、衣服に付着した
[JCJ00571]
(3) エンジ ンとエ ンジン ルー ムを乾 いた布
とき はただ ちに大 量の水 で洗い流 してく
で拭きます。
ださい。
(4) 艇体各 部、ジェ ットポ ンプ を水 洗しま ● 目に 入った ときは ただち に大量の 水で十
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保管するときは
分に洗い、医師の治療を受けてください。
バッテリを取り外すときは：
(1) まず最初にバッテリの（−）端子から黒
色ケーブルを外します。
(2) 次に（＋）端子から赤色ケーブルを外し
ます。
(3) ブリーザホースを取り外します。
(4) バッテリ固定バンドを取り外し、バッテ
リをマリンジェットから取り外します。
1 上限マーク
2 下限マーク

1（＋）端子：赤色ケーブル
2 バッテリ固定バンド
3（−）端子：黒色ケーブル
4 ブリーザホース

バッテリ各部の確認
バッ テリ本 体に損 傷がない ことを 確認し
ます。
損傷がないことを確
● バッテリ端子に腐食、
認します。
● ブリ ーザホ ースに 損傷や詰 まりが ないこ
とを確認します。
バッテリ液量の確認
バッテリ 液の液面 が上限マ ークと 下限マー
クの間にあることを確認します。
バッテリ液が少ない場合は、
蒸留水を規定範
囲内まで補充します。注意：補充には必ず蒸
留水を使用してください。
蒸留水以外を使用
すると、
バッテリの寿命を縮める原因となり
ます。[JCJ00241]

蒸留水を補充した場合は、
電圧点検が必要で
す。
バッテリ電圧の点検や補充電は、
ヤマハ取扱
店または バッテ リの取扱 店で行な うことを
お奨めします。
ご自身でこの作業を行なう場
合は、充電機器に付属の指示をよく読んで、
その指示に従ってください。注意：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。[JCJ00251]
バッテリ固定バンドの確認
バッテリ 固定バ ンドに損 傷がない ことを確
認します。

●

1 バッテリ固定バンド

バッテリを保管するときは：
(1) 水道水でバッテリ外側を清掃します。
(2) 電極端子部の汚れを、ワイヤーブラシ等
を使用して磨きます。
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保管するときは
JJU33483

長期保管
JWJ00320

警

告

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。

1 電極端子

(3) 電極端子に耐水グリスを塗布します。
推奨耐水グリス：
ヤマハグリス A
(4) 乾いた涼しくて暗い場所に 保管します。
注意：バッテリを補充電せずに放置する
冬場など 長期間 にわたっ てマリン ジェット
と、使用できなくなる恐れが あります。
を保管する場合は、
劣化防止のための整備が
定期 的 に補 充 電を 行 なっ て くだ さ い。
必要です。
保管の前にヤマハ取扱店による格
[JCJ00101]
納整備を受けることをお奨めします。
バッテリを取り付けるときは：
格納整備 の中で 簡易的に 作業でき る次の項
(1) バッテリを所定の場所に置き、バッテリ
目については、
ご自身で行なうことができま
固定バンドを取り付けて固定します。
す。
(2) まず最初に赤色ケーブルを（＋）端子に JJU40751
（＋）端子と（−） 各部の洗浄
取り付けます。注意：
端子を逆に接続すると、電装部品の故障 (1) エンジン冷却経路の水洗 を行ないます。
の原因となります。[JCJ00261]
（エ ン ジン 冷 却経 路 の水 洗 につ い ては
(3) 次に黒色ケーブルを（−）端子に取り付
44 ページを参照ください。
）
けます。
要 点：
(4) ブリー ザホー スをバ ッテ リに接 続しま
マリンジェットを長期保管する前には、
燃料
す。警告！ブリーザホースが損傷してい
タンクを新しいガソリンで満たし、
ガソリン
たり、折れ曲がっていたり、確実に取り
1 L に対 して約 8 mL のヤ マハ純正燃料安
付けられていない場合、火災や爆発の恐
定剤を加えてから、
エンジンを始動してくだ
れがあります。[JWJ00451]
さい。
(5) バッテ リが所 定の場 所に 確実に 固定さ
(2) 艇体各部の水洗を行な います。
（艇体各
れていることを確認します。
部の水洗については45ページを参照く
ださい。
）
艇体各部の水洗後は、艇体外部にヤマハ
ボートワックスを塗ってください。
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保管するときは
JJU40773

各部の潤滑
ケーブル 類の潤滑 と同時に 汚れや 水分を洗
い流すた め、インナ ーケー ブルとア ウター
ケーブルの間に潤滑剤
（耐水性のグリススプ
レー）を噴霧します。
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します。

ステ アリン グケー ブルボ ールジョ イント
（ハンドルバー側）とステアリングケーブ
ルインナワイヤ（ハンドルバー側）
ステアリングパ ッドを取り外します。
（ス
テアリングパッド の脱着方法については、
51 ペー ジ、 ジェ ットノズル 切れ角の調
整 の手順 1 を参照ください。
）

●

推奨耐水グリス：
ヤマハグリス A
●

スロ ット ルケ ーブル（キ ャブ レタ側）と
チョークケーブル（キャブレタ側）

ステ アリン グケー ブルボ ールジョ イント
（ジェットノズル側）とステアリングケー
ブルインナワイヤ（ジェットノズル側）

●

●

スロ ットル ケー ブル（スロ ットル レバー
側）
スロ ットル レバー を握りシ ールを 取り外
します。スロットルケーブルの内側に防錆
潤滑 剤（ヤマ ハマ リンガ ード）を 噴霧し
て、シールを元の位置に確実に取り付けま
す。
JJU40961

各部の防錆
JCJ01360

注 意
エンジン 冷却経 路に水道 水が供給 されない
状態で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。

1 シール

防錆潤滑剤（ヤマハマリンガード）を艇体と
エンジンの各金属部分に噴霧します。
エンジン内部を防錆するときは：
(1) フードを取り外します。（フードの脱着
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保管するときは
方法については、21 ページを参照くだ
さい。)
(2) サイレ ンサカ バーキ ャッ プを緩 めて取
り外します。

1 サイレンサカバーキャップ

(3) 換気のいい場所で、周囲を確認しエンジ
ンを始動します。
(4) エンジ ンをア イドリ ング 回転数 より少
し高めの回転数で運転します。
(5) サイレ ンサカ バー孔 から できる だけ多
量の防錆潤滑剤（ヤマハマリ ンガード）
を素早く噴霧します。エンジンが失速し
て停止するまで（または最大 15 秒間）
噴霧 し続 けます。警 告！サイ レン サカ
バー孔からガソリンや、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。エンジンが熱いときは、可燃性の防
錆潤滑剤を噴霧しないでください。火災
や爆発の恐れがあります。[JWJ00301]
(6) サイレ ンサカ バーキ ャッ プを止 まるま
で締 め込 み、確実に 取り 付け ます。注
意：防錆剤をエンジンへ噴霧した後は必
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。
[JCJ00152]

(7) フード を元の ように 確実 に取り 付けま
す。
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整備と点検
JJU35826

JJU34336

整備と点検
定期的な点検や給脂を行ない、
マリンジェッ
トを可能 な限り安 全で良好 な状態 に保つた
め適切な 整備を実 施するこ とは所 有者の責
任です。必ず定期点検を実施してください。
交換部品 が必要な ときはヤ マハ取 扱店にご
相談ください。
ヤマハ純正部品もしくは同等
品以外の取り付けにより生じた故障は、
保証
の対象と ならない ことをご 承知お きくださ
い。

ステアリング操作荷重の調整
ステアリ ング操 作荷重は 操船者の 好みによ
り調整することができます。
ステアリング操作荷重を調整するときは：
(1) 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。

JWJ00311

警

告

本書で指示なき作業等を行なうときは、
必ず
エンジンを止めてください。
お客様自身が整
備作業に ついてあ まり熟知 されて いない場
合は、
作業をヤマハ取扱店に依頼してくださ
い。
JJU33802

工具セット

1 ステアリングポール
2 ロックピン

マリンジ ェットに は工具セ ットが 付属して
います。マリンジェットを使用するときは、 (2) 4 本のスクリュを取り外し、ハンドルカ
バーを取り外します。
防水バッグに入れて常に携行してください。

1

1
2
3
4
5
6
7
8

工具袋
スクリュードライバー
10 –12 mm ボックスレンチ
水道水ホースアダプタ
スパークプラグ（気筒数と同数）
14 –21 mm ボックスレンチ
プライヤー
10 –12 mm 両口スパナ

1 ハンドルカバー

(3) 左舷側 のハン ドル バーグ リップ が下に
なるように、ハンドルバーをいっぱいま
で切ります。
(4) ロックナットを緩めます。
(5) 調整ナットを締めたり緩めたりして、ス
テアリング操作荷重を調整します。
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整備と点検
(2) ステア リング ケー ブルジ ョイン トのア
ウタースリーブを引っぱり、ステアリン
グケー ブルピ ボッ トボル トから ステア
リング ケーブ ルジ ョイン トを取 り外し
ます。

1 調整ナット
2 ロックナット

(6) 調整ナ ット をレン チで 固定 し、ロック
ナットを規定トルクで締め付けます。
1 ステアリングケーブルジョイント

締め付けトルク：
ロックナット：
29.0 Nm (2.96 kgf-m)

(3) ステア リング ケー ブルピ ボット ボルト
を取り外します。

(7) ハンドルカバーと 4 本のスクリュを元
のように確実に取り付けます。
(8) ステア リング ポール を支 えなが らロッ
クピンを外し、ステアリングポールを下
ろします。
JJU31288

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
より 2 段階に調整することができます。
ジェットノズル切れ角を調整するときは：
(1) 2 本のボルトを取り外し、ステアリング
パッドを取り外します。

1 ステアリングケーブルピボットボルト
2 ステアリングコラム

(4) ジェットノズル切れ角を選択し、ステア
リング ケーブ ルピ ボット ボルト をロッ
クワッ シャー と一 緒にス テアリ ングコ
ラム の P1 ま たは P2 の位 置に 取り付
け、規定トルクで締め付けます。

要

点：

ステアリ ングコ ラムの一 番外側の 穴は使用
できません。
1 ステアリングパッド
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整備と点検

1 ジェットノズルの切れ角

1 ジェットノズルの切れ角
2 ステアリングケーブルピボットボルト取り
付け位置

標準ステアリングケーブルピボットボ
ルト取り付け位置：
P2
締め付けトルク：
ステアリングケーブルピボットボルト：
5.4 Nm (0.55 kgf-m)
(5) ステア リング ケーブ ルジ ョイン トをス
テアリ ングケ ーブル ピボ ットボ ルトに
確実に取り付けます。
(6) ステアリングパッドと 2 本のボルトを
元のように確実に取り付けます。
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整備と点検
JJU40830

定期点検表
定期点検表は一般的な点検 時期を記載しています。点検表に基 づきお買い上げのヤマハ取
扱店で点検を受けてくださ い。点検時期は使用状態によっ て異なります。詳しくはヤマハ
取扱店にご相談ください。
の印は所有者ご自身でできる点検項目です。
の印はヤマハ取扱店が行う点検整備項目です。
初回
項目

作業内容

10 時
間

次回以降
50 時間毎
6ヶ月
毎

12ヶ
月毎

100
時間毎

200
時間毎

12ヶ
月毎

24ヶ
月毎

参照
ペー
ジ

スパークプラグ

点検、清掃、交換

54

グリスポイント

グリス塗布

48

中間ハウジング

グリス注入

54

燃料系統

点検

—

点検

54

点検、交換

—

燃料タンク

点検、清掃

—

キャブレタ調整

点検、調整

—

点検、調整

55

点検

—

清掃

—

点検

—

点検、調整

—

点検、調整

—

点検、調整

—

点検、調整

—

チョークケーブル

点検、調整

55

バッテリ

点検、充電

—

ラバーカプリング

点検

—

マウントラバー

点検

—

ボルトおよびナッ
ト類

点検

—

燃料フィルタ

アイドリング回転
数
キャブレタスロッ
トルシャフト
ビルジストレーナ
インペラ
ジェットノズル切
れ角
ステアリングピ
ボットシャフト
ステアリング操作
荷重
スロットルケーブ
ル
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整備と点検
JJU41180

グリスポイント
可動部分に耐水グリスを塗布、注入します。
（主なグ リスポイントに ついては、48 ペー
ジを参照ください。
）
推奨耐水グリス：
ヤマハグリス A
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 10 時間または 1ヶ月：
20.0 –22.0 cm3
100 時間または 12ヶ月毎：
3.0 –5.0 cm 3

JJU34225

燃料フィルタの点検
燃料フィルタを点検します。
燃料フィルタに
ゴミや水 が混入し ている場 合は交 換する必
要があります。交換が必要な場合は、ヤマハ
取扱店で整備を受けてください。

1 燃料フィルタ
JJU34377

スパークプラグの点検
JWJ00350

警

告

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。
スパークプラグを点検します。
スパーク プラグ の状態で エンジン の状態も
ある程度判ります。
例えば中心電極部が白い
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。
スパークプラグを取り外すときは：
(1) フードを取り外します。（フードの脱着
方法については、21 ページを参照くだ
さい。)
(2) スパー クプラ グキ ャップ を取り 外しま
す。
(3) スパークプラグを取り外し、電極部の状
態・隙間を確認します。電極部の著しい
変色・電極の消耗、電極隙間値の不良・
汚れがある場合は、新しいスパークプラ
グと交換します。

要

点：

エンジ ンが適正 に作動 してい るときは、ス
パークプ ラグの 電極部は 薄褐色を していま
す。
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整備と点検
す。
JJU34441

チョークケーブルの調整

1 碍子
2 電極
3 電極の隙間

チョーク ケーブ ルが正し く調整さ れている
かを点検します。
チョークケーブルを調整するときは：
(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。

指定スパークプラグ：
B7HS
電極の隙間：
0.6 –0.7 mm
スパークプラグを取り付けるときは：
(1) スパークプラグの表面、ネジ部、取り付
け面を清掃します。
(2) スパークプラグを取り付け、規定トルク
で締め付けます。

1 調整ナット
JJU34463

締め付けトルク：
スパークプラグ：
25.0 Nm (2.55 kgf-m)

要

点：

スパーク プラグを 取り付け るとき にトルク
レンチが無い場合は、
まず指でしっかりと締
め込み、そ こか ら更に 1/4 か ら 1/2 回転
させるとほぼ正しいトルク
（新品のスパーク
プラグ使用時）が得られます。その場合もで
きるだけ 早くトル クレンチ を使用 して正規
トルクで締め付けてください。
(3) スパークプラグキャップ内部の汚れ、水
分を拭き取ります。
(4) スパー クプラ グキャ ップ をスパ ークプ
ラグに突き当たるまで押し込み、元のよ
うに確実に取り付けます。
(5) フード を元の ように 確実 に取り 付けま
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キャブレタの調整
JCJ00172

注 意
技術的な 知識な しにキャ ブレタの 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。
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 店に作業 を依頼し てくださ
い。
ただし、
アイドリング回転数の調整はご自身
で行なうことができます。
JJU34471

アイドリング回転数の調整
(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
してア イドリ ング 回転数 を規定 値に調
整します。
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整備と点検
(3) アイド リング 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

アイドリング回転数：
1300 ± 50 r/min
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仕様諸元
JJU34542

仕様諸元
艇体許容量 :
定員 :
1名
寸法 :
全長（LOA）:
2240 mm
全幅（BOA）:
680 mm
全高（DOA）:
660 mm
乾燥重量 :
139 kg
性能 :
最大出力 :
48.5 kW@6250 r/min
(66 PS@6250 r/min)
最大燃料消費量 :
29.0 L/h
航続時間（全開にて）:
0.62 hour
トローリング :
1300 ± 50 r/min
エンジン :
エンジン型式種類 :
2 ストローク
気筒数 :
2
総排気量 :
701 cm3
ボア×ストローク :
81.0 × 68.0 mm
圧縮比 :
7.2 : 1
潤滑方式 :
混合潤滑
冷却方式 :
水冷
始動方式 :
エレクトリックスタータ（電動）
点火方式 :
C.D.I.
スパークプラグ型式 (NGK):
B7HS

57

スパークプラグギャップ :
0.6–0.7 mm
バッテリ容量 :
12 V, 19.0 Ah
発電方式 :
フライホイールマグネトウ
ジェットユニット :
推進装置 :
ジェットポンプ
ジェットポンプ方式 :
軸流一段
インペラ回転方向 :
反時計回り
操舵角 （水平ノズル角）:
P1: 14.4+14.4 °
P2: 17.3+17.3 °
燃料およびオイル :
使用燃料 :
無鉛レギュラーガソリン
推奨オイル :
ヤマルーブ ２ Ｗ または船外機オイ
ル同等品
ガソリン / オイル混合比 :
50 :1
燃料タンク容量 :
18 L
タンクリザーブ（予備）容量 :
5.5 L

F2F-9-01 58 ページ ２００９年１０月１５日

木曜日

午後５時５分

万一のときは
JJU34561

トラブルシューティング
万一故障などのトラブルが 発生したときには、故障診断表に従 って点検を行なってくださ
い。
もし故障原因が見つからない場合は、ヤマハ取扱店にご相談ください。
JJU34574

故障診断表
推定原因とその処置内容を確認してから参照ページを見て処置してください。
故障
エンジンが始動しな
い（スタータモータ
が作動しない）

エンジンが始動しな
い（スタータモータ
は作動する）

推定原因
緊急エンジン
停止スイッチ
ヒューズ

ロックプレートが外
れている
溶断

処置内容

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
バッテリ
容量低下
充電する
端子接続不良
締め付ける
端子の腐食
清掃または交換する
始動回路
不良
ヤマハ取扱店で整備
を受ける
燃料コック
OFF 位置になって 燃料コックを ON
いる
位置にする
燃料
燃料が無い
給油する
燃料が古い、または
ヤマハ取扱店で整備
汚れている
を受ける
燃料タンク
水やゴミが混入して
ヤマハ取扱店で整備
いる
を受ける
スパークプラ 汚損または不良
交換
グ
スパークプラ 取り付け不良
正しく取り付ける
グキャップ
クランクケー 水が充満している
ヤマハ取扱店で整備
ス
を受ける
燃料フィルタ 目詰まり、または水
ヤマハ取扱店で整備
が混入している
を受ける
チョーク
ノブが自動的に戻る
調整ナットを締め付
ける

参照ページ
17
61
45
45
45
—
19
24
—
—
54
54
62
54
55

58
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万一のときは
故障
エンジンの回転にム
ラがある、あるいは
停止する

推定原因
燃料

チョーク
燃料フィルタ

燃料が無い
燃料が古い、または
汚れている
ガソリンとオイルの
混合比が高い
ノブが引いたままに
なっている
目詰まりしている

燃料タンク

水やゴミが混入して
いる
スパークプラ 汚損または不良
グ
プラグ熱価不適当
電極の隙間が不適当
スパークプラ 取り付け不良
グキャップ
損傷
電気配線

接続不良

キャブレタ

調整不良
詰まり

エンジンの回転数が
低すぎる、あるいは
推進力が弱い

キャビテー
ション

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
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ジェットインテーク
が目詰まりしている
インペラ損傷または
摩耗
ジェットインテーク
が目詰まりしている
目詰まりしている

処置内容
給油する
ヤマハ取扱店で整備
を受ける
適切な混合比の燃料
を使用する
元の位置まで押し込
む
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
交換する
正しく取り付ける
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
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
清掃する
ヤマハ取扱店で整備
を受ける
清掃する

汚損または不良
プラグ熱価不適当
電極の隙間が不適当
取り付け不良

ヤマハ取扱店で整備
を受ける
交換する
交換する
交換する
正しく取り付ける

燃料が古い、または
汚れている

ヤマハ取扱店で整備
を受ける

参照ページ
24
—
24
19
54
—
54
54
54
54
—
—
—
55
60
60
60
54
54
54
54
54
—
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万一のときは
JJU34622

緊急時の対応方法
JJU34634

ジェットインテークとインペラの清掃
JWJ00782

警

告

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。
海藻やゴ ミなどが ジェット インテ ークやイ
ンペラに 詰まると キャビテ ーショ ンが発生
し、
エンジン回転数を上げても推進力は増大
しません。
このまま運転を続けるとエンジン
がオーバ ヒートし て焼き付 きを起 す恐れが
ありま す。注意：ジェ ットイ ンテー クに詰
まった異物を取り除くまでは、
トローリング
速度を超えた速度で航走しないでください。
[JCJ00653]

海藻やゴ ミなどが 目詰まり してい ると思わ (1) 艇 体 に 傷 が つ か な い よ う に、マ リ ン
れるときは、
マリンジェットを岸に引き上げ
ジェッ トの下 に適 当なカ ーペッ トなど
てジェッ トインテ ークとイ ンペラ を点検し
を敷い てく ださ い。図のよ うに マリン
てください。
マリンジェットを岸に引き上げ
ジェ ット を横 にし ます。注意：マ リン
る前に必ずエンジンを停止させてください。
ジェットは必ず左舷側（左側）を下にし
て回転させてください。マリンジェット
を横に する とき は、ハンド ルバ ーが曲
がった り破損 した りしな いよう に船首
を持ってください。[JCJ00661]

(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。
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万一のときは
取り除くことが困難な場合は、ヤマハ取
扱店にご相談ください。

ンジン始動については、17 ページを参
照ください。
）

JJU34641

JJU34674

ブースタケーブルの使用

ヒューズの交換

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。

ヒューズが切れている場合は、
正常なヒュー
ズに交換します。

1

2

JJU34653

ブースタケーブルの接続方法
JWJ01250

警

告

爆発や電装系統部品の故障を避けるため、
以
下の事項を守ってください。
● バッテリに接続する際、
ブースタケーブル
を逆に接続しないでください。
●（−）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。
●（＋）側ブースタケーブルと（−）側ブー
スタケーブルを接触させないでください。
(1) 赤色の ブース タケー ブル 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 を ブ ー ス タ
バッテリの（?）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。

1 赤色ブースターケーブル
2 ブースタバッテリ
3 黒色ブースターケーブル

(4) エンジンを始動し、その後は逆の手順で
ブースタケーブルを取り 外します。
（エ
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1 正常なヒューズ
2 切れているヒューズ

ヒューズを交換するときは：
(1) フードを取り外します。（フードの脱着
方法については21ページを参照くださ
い。
）
(2) キャップを緩めて取り外します。
(3) 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を引き出します。
(4) ヒューズホルダを開け、ヒューズを同容
量のものと交換します。警告！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。[JWJ00802]
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万一のときは
トのバ ウロー プホ ールに 確実に 取り付
けます。

1
2
3
4

ヒューズホルダ
電装ボックス
ヒューズ
キャップ

ヒューズの容量：
バッテリヒューズ :
10 A
(5) ヒュー ズホル ダを電 装ボ ックス の中に
収めます。
(6) キャップを止まるまで締め込み、確実に
取り付けます。
(7) フード を元の ように 確実 に取り 付けま
す。
JJU34704

マリンジェットの曳航
JWJ00811

警
●

●

告

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の操
船者 にとっ て危険 となる周 囲の船 舶や障
害物等を回避してください。
曳航ロープは、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。

自力での航走ができなくなった場合は、
マリ
ンジェットを岸まで曳航してください。
曳航されるときは：
曳航ロープは、
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 上のロープを
使用します。
(1) 曳航ロ ープを 曳航さ れる マリン ジェッ

1 バウロープホール

(2) 曳航さ れるマ リン ジェッ トに乗 船しま
す。乗船者はハンドルバーを握り体重を
ライディングトレーで支え、船首が水面
より上 に出る よう にバラ ンスを 取りま
す。注意：曳航中は船首を必ず水面より
上に出してください。エンジンルームへ
の浸水 やエン ジン 内部へ の水の 逆流に
より、エンジンが損傷する恐れがありま
す。[JCJ01330]
(3) 曳航する船舶は 8 km/h 以下で航走し
ます。注意：曳 航は 8 km/h 以下で行
なってください。エンジンルームへの浸
水やエンジン内部への水 の逆流により、
エン ジ ンが 損 傷す る 恐 れが あ りま す。
[JCJ01321]
JJU34733

水没時の処置
マリンジェットが水没した場合は、
まずエン
ジンルーム内のビルジを排水します。
その後
すみやか にヤマ ハ取扱店 で整備を 受けてく
ださい。
水没したときは：
(1) マリンジェットを陸揚げし、フードを取
り外します。
(2) 燃料コックを OFF にします。
(3) マリン ジェ ット を横に して、エ ンジン
ルーム内のビルジを排水します。注意：
フー ド を取 り 外 した 状 態で 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
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F2F-9-01 63 ページ ２００９年１０月１５日

木曜日

午後５時５分

万一のときは
2 人で艇体を支え、ステアリングポール
が 破 損 し な い よ う に し て く だ さ い。
[JCJ00701]

(4) マリン ジェッ トを元 のよ うに起 こしま
す。
(5) できる だけす みやか にヤ マハ取 扱店で
整備を受けてください。注意：必ずヤマ
ハ取扱店で整備を受けてください。その
まま放 置する とエン ジン の損傷 が大き
くなる恐れがあります。[JCJ00791]
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附録
JJU35864

お客様ご相談窓口のご案内
お買い上げいただきました商品についてのお問い合わせ・ご相談は「ご購入店」または、ヤ
マハサービスセンターにお問い合わせください。
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マリンジェットをご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。マリン
ジェットを売却される場合は取扱説明書を添付してください。
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