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はじめに
JJU35293

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。

警 告
JWJ00072

取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に

至る可能性が想定される場合を示してあり

ます。

注 意
JCJ00092

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。

JJU40902

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

の項目、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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JJU36452

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。
JJU42521

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。

（シートの脱着方法については 49 ページ、着

脱式防水物入れについては 55 ページを参照

ください。）

モデル：
FC1800-R (FX SVHO)
FC1800A-R (FX Cruiser SVHO)

JJU36551

艇体識別番号
艇体識別番号は艇体の後部に貼り付けられ

たラベルに記載されています。

JJU40471

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。

（シートの脱着方法については 49 ページ、エ

ンジンカバーの脱着方法については 91 ペー

ジを参照ください。）

1 艇体番号貼付場所

1

MODEL F3J

F

PRI-I.D.

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

3 J

1 艇体識別番号貼付場所

1 エンジン番号貼付場所

1

1

1
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JJU42031

製造日付ラベル
製造日付ラベルはシリンダーヘッドの上部

に貼り付けられています。（シートの脱着方

法については 49 ページ、エンジンカバーの

脱着方法については 91 ページを参照くださ

い。）

1 製造日付ラベル貼付場所

1

2
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JJU30453

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。

10

1

6

4

5

7

8 3

9

2

3
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JJU35914

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。

F2S-641B1-20

F3J-6415B-20 
F3J-6415B-30

1

2

4
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JJU35926

その他のラベル

F0V-641DB-20

(F1S-641E2-20) 
(F2T-641E2-00)

(F1S-641E2-20) 
(F2T-641E2-00)

3

4 5

(F1S-641E2-20) 
(F2T-641E2-00)

(F1S-641E2-20) 
(F2T-641E2-00)

6S5-13889-00

F3J-6419B-20 
F3J-6419B-30

6

8

9

7

5
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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。
6
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JJU35393

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。

JJU35422

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操船者の他に同乗

者2名の合計3名までを定員として乗船で

きますが、総重量が最大積載重量を越えな

いようにしてください。
7
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同乗者を乗せた操船はより高度な技量が

必要とされますので、1 人での操船に十分

に慣れるまでは同乗者を乗せないでくだ

さい。

高技術を要する操船を試みる前に、マリン

ジェットの航走特性に十分に慣れてくだ

さい。

JJU43321

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では注意を怠ら

ないでください。

気を抜かないで航走してください。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ください。

他のマリンジェットや船舶の背後を追走

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。

早めに行動を起こし衝突防止に努めてく

ださい。マリンジェットも他の船舶同様に

ブレーキ装置は有りません。また、電動減

速後進機構（RiDE）は危険回避のためのブ

レーキ装置ではありません。RiDE は、エ

ンジン回転数と、ジェットノズル付近にあ

るリバースゲートを電気的に制御する機

構です。ハンドル左手のRiDEレバーによっ

て、噴流の向きを後進やニュートラルに調

整し、減速や着岸・離岸時の操船の補助を

することができます。

急旋回や RiDE レバーを強く握り急減速す

る等、周囲の操船者が予測困難な操船は行

なわないでください。

浅瀬または暗礁のある水域は避けてくだ

さい。

障害物を避けるために進路を変更すると

きはスロットルを戻さないでください。進

路を変更するためにはスロットル操作が

最大積載重量：
240 kg（操船者、同乗者および、

荷物の重量を含む）
定員：

3 名、または 2 名とプレーヤー 1
名

8
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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、無謀な航走は

しないでください。操船に支障が生じた

り、落水や衝突の原因になります。

マリンジェットは高性能な船舶です。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、くるぶし等の骨折が起こる恐れが

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。

マリンジェットに関する航海法規及び地

域の条例や規則に従ってください。

60 cm
9
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JJU43140

操船について
救命胴衣を着用してください。乗船者はマ

リンジェットの用途に合った日本小型船

舶検査機構（JCI）認定の救命胴衣（ライ

フジャケット）を必ず着用してください。

身体を保護できる衣服等を着用してくだ

さい。落水による水面への衝撃やジェット

ノズル付近で強い噴流を受けた場合、身体

開口部に大きな怪我を負う恐れがありま

す。通常の水着では下半身開口部（膣や肛

門）の十分な保護になりません。身体を保

護できるウェットスーツボトム等を必ず

着用してください。厚くしっかりした丈夫

な布でデニムのように体にぴったりした

衣類がそれに相当します。しかし、自転車

競技用の短パンに使われているスパン

デックスのような織物は効果が有りませ

ん。

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。

眼鏡のストラップには眼鏡が水没したと

きに水に浮くようなものも有ります。

シューズ、手袋等も併せて着用してくださ

い。

ヘルメットの着用については次のことを

考慮した上で判断してください。

ヘルメットを着用することで落水、衝突等

の事故から頭部を保護できる場合もあり

ますが、一方では視野が制限されたり、周

囲の音が聞こえにくくなったり、ヘルメッ

トの重みで疲れやすくなったりすること

もあり、事故につながる恐れもあります。

また、航走中に落水したときにはヘルメッ

トの中に水が入り呼吸ができなくなった

り、首などに傷害等を受けることもありま

す。

ヘルメットの着用はマリンジェットの使

用状況等を考慮して判断してください。競

技等に参加される場合は、開催者が認定し

たヘルメットを着用してください。

飲酒や薬物の服用後は絶対に乗船しない

でください。

安全で適正な機能維持のために、ご使用前

に 64 ページの「使用前の点検」を必ず実

行してください。

操船者は必ず両手でハンドルバーをしっ

かりと握り、同乗者は必ず前の人またはグ

リップにしっかりと掴まってください。

航走中、乗船者は必ず両足をフットウェル

フロアに置いてください。足を浮かせると

身体のバランスを失ったり、マリンジェッ

ト周辺の障害物等に足を接触させる恐れ

があります。両足がフットウェルフロアに

届かないような子供は乗せないでくださ

い。

1 日本小型船舶検査機構（JCI）認定の救命
胴衣

2 ウェットスーツボトム
10
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同乗者を操船者の前に乗せないようにし

てください。

妊娠中や健康状態が良くない方は乗船す

る前に医師に相談してください。

マリンジェットの改造はしないでくださ

い。改造行為は安全性および信頼性を低下

させ、法令違反となることがあります。

操船者が落水したときにエンジンが停止

するよう緊急エンジン停止コード（ラン

ヤード）を手首に取り付けてください。緊

急エンジン停止コード（ランヤード）はハ

ンドルバー等に絡まらないようにしてく

ださい。また航走後は子供等が扱えないよ

うマリンジェットから取り外してくださ

い。

遊泳者等には常に注意を払ってください。

また、遊泳水域には近づかないようにして

ください。遊泳者はマリンジェットからは

見えにくく、誤って衝突する恐れがありま

す。

周囲の船舶から衝突されないように、常に

自分の方から周囲を監視するようにして

ください。周囲の船舶の操船者がマリン

ジェットに気がついていない場合や気づ

いても突然予期せぬ航走をした場合は、衝

突する恐れがあります。

常に周囲の船舶等との間には安全な距離

を保ってください。また、周囲の船舶の水

上スキーロープや釣り糸にも注意してく

ださい。

航海法規を守り、特に旋回や減速をすると

きは後方をよく確認してください。
11
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JJU42474

注意事項について
閉め切った場所でエンジンを始動させた

り、短時間であっても運転することは絶対

にしないでください。排気ガスは一酸化炭

素を含み、中毒を起す恐れがあります。マ

リンジェットは開放された場所でご使用

ください。

マフラーやエンジン本体は、エンジン停止

直後は高温になっています。

直接触れると火傷をする恐れが有ります。

強い磁気を帯びたものや、磁気の影響を受

けやすいカード類、時計などをスロットル

レバーと RiDE レバーに近づけないでくだ

さい。電子スロットル機構が悪影響を受

け、コントロールを失う恐れがあります。

JJU42414

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。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。

このモデルはオフスロットルステアリン

グシステム（OTS）を備えたヤマハエンジ

ンマネージメントシステム（YEMS）を採

用しています。OTS はプレーニング速度で

スロットルを放してステアリングを切っ

たときに作動し、マリンジェットの減速中

にも若干の推進力を与え続けることで旋

回性の補助をします。旋回中にスロットル

を開ければさらに急旋回をすることがで

きます。OTS はエンジン停止状態またはプ

レーニング速度未満では動作しません。

マリンジェットは水の噴流によって推進

力を得ます。ジェットポンプはエンジンに

直結されているため、マルチファンクショ

ンディスプレイのシフトインジケーター

が “N” 以外を表示しているときは、常に推

進力が発生します。シフトインジケーター

が “N” を表示しているときは、マリン

ジェットが多少動く可能性がありますが、

推進力が発生しないよう、噴流を前進と後
12
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進の中間でバランスが取れた状態にしま

す。

航走中にRiDEレバーを握り、減速または停

船するときは、後方からの追突を避けるた

め、後方を確認してください。

後進する前には、後方に障害物がなく、人

がいない事を確認してください。

ジェットインテークに近づかないでくだ

さい。エンジン運転中にジェットインテー

クに近づくと、長い髪、だぶついた衣服、

救命胴衣の紐等が巻き込まれ、大きな怪我

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。

ジェットインテークにはゴミや海藻が吸

い込まれて付着することがあります。これ

らを取り除くときは必ずエンジンを停止

させ、緊急エンジン停止スイッチからロッ

クプレートを取り外してください。

1 N（ニュートラル位置）

1 ジェットインテーク

2 ジェットノズル

1

1

2

1 ロックプレート

2 緊急エンジン停止スイッチ

2

1

13
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JJU35466

ウェイクボードおよび水上ス
キーについて

操船者、後方監視者、プレーヤーを収容する

シートが装備されているマリンジェットに

限り、ウェイクボード／水上スキーを行なう

ことができます。

更に、スキーロープ専用のクリート等が備え

られていることが必要となります。スキー

ロープは、これ以外の場所に取り付けないで

ください。

マリンジェットの操船者には、プレーヤー等

の安全を守る責任があります。使用水域にお

けるトーイングに関する規則や条例等を確

認し、それに従ってください。

操船者は同乗者を乗せたときの操船に十分

慣れてからプレーヤーを牽引するようにし

てください。

トーイングを行なうときは、次の事項を必ず

守ってください。

プレーヤーを含む全ての乗船者はマリン

ジェットの用途に合った日本小型船舶検

査機構（JCI）認定の救命胴衣（ライフジャ

ケット）を必ず着用してください。救命胴

衣は周囲から目立つよう、できる限り明る

い色のものを着用してください。

プレーヤーは落水時の水面の衝撃から身

体開口部を保護できる衣服を着用してく

ださい。

通常の水着では十分な保護にはなりませ

ん。プレーヤーは身体を保護できるウェッ

トスーツ等を着用してください。

プレーヤーの監視者を乗船させなければ

なりません。手信号で航走スピードや方向

をプレーヤーに指示してください。

監視者は後方を向いてシートに座り、ハン

ドグリップを掴み、両足はフットウェルフ

ロアにしっかりと置いてバランスをとり、

プレーヤーの手信号や状態を監視してく

ださい。

プレーヤーを牽引するときは、操船が水面

や天候状態に左右されると同様にプレー

ヤーの技量によっても操船に支障を生じ

させる恐れがあります。

1 クリート

1

1 ハンドグリップ

1 ハンドグリップ

1
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プレーヤーの立ち上がり準備中は、マリン

ジェットがプレーヤーから十分遠ざかり、

スキーロープの弛みが無くなるまでは、最

低速度で操船してください。スキーロープ

は周囲のものに絡まないようにしてくだ

さい。

プレーヤーの準備と、周囲の安全を確認し

てから、スロットルを開きプレーヤーを立

ち上がらせてください。

スムースで緩やかな旋回を行なってくだ

さい。急旋回を行なうとプレーヤーの能力

がそれに追随できないことがあります。障

害物等からプレーヤーまでの距離は、ス

キーロープの約 2 倍の 50 m 以上を保って

ください。

周囲の船舶はあなたのマリンジェットが

トーイングしているとは思っていないか

もしれません。監視者と連携して細心の注

意を払い、安全でゆとりある航行をしてく

ださい。

プレーヤーが転倒したり、立ち上がりに失

敗したときに、スキーロープのハンドル

バーがマリンジェットの方にはね返って

来ることがありますので注意してくださ

い。

プレーヤーより重いものや大きいものを

牽引すると、操船不能の原因となり危険な

状況に陥ることがあります。非常事態によ

りやむを得ずに牽引しなければならない

ときは、ゆっくりと注意深く操船してくだ

さい。

JJU35472

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。
JJU36842

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

せいただき、必ず船舶検査を受けてからご使

用ください。

「定期検査」「中間検査」を受けるときは、エ

ンジン本体が視認出来るようにエンジンカ

バーを取り外してください。（エンジンカ
15
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バーの脱着方法については 91 ページを参照

ください。）

JJU35493

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。

小型船舶用信号紅炎セットは付属の指示を

よく読み、硬い鋭利なものと混載しないよう

専用のケースに入れ、航走中に物入れ内で動

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。

JJU35503

航行区域
マリンジェットの航行区域は、船舶安全法に

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。
JJU35512

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）、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。

1 エンジンカバー

1
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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。

JJU35521

母船に搭載して使用するマリンジェットの
航行区域
沿海区域内で母船を中心に半径 2 海里（約

3.7 km）以内の水域

図のように航行区域が制限されます。

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。
17
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JJU35532

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。
18
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JJU43331

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。

ヤマハエンジンマネージメントシステム（YEMS）
YEMS は、点火時期や燃料噴射特性、自己診断機能、オフスロットルステアリングシステム

（OTS）の制御を行なう、マリンジェットを統合的にコンピューター制御するシステムです。

電動減速後進機構（RiDE）
RiDE は、後進やニュートラル、減速を電子制御で行なう機構です。
19
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JJU31012

各部の名称と位置
艇体外観

7

8

9

10

11

2

3 4 5 61

1 燃料フィラーキャップ（57 ページ）

2 フード

3 ハンドルバー

4 リヤシート（49 ページ）

5 フロントシート（49 ページ）

6 フットウェルフロア

7 バウアイ（51 ページ）

8 ハル

9 冷却水点検孔（29 ページ）

10 プルアップクリート (FX Cruiser SVHO)
（52 ページ）

11 ガンネル
20
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117109876

1

3
2

4

5

14

1312

1 ボーディングプラットフォーム

2 リボーディンググリップ（50 ページ）

3 スターン物入れ（54 ページ）

4 クリート（51 ページ）

5 ハンドグリップ（50 ページ）

6 リボーディングステップ（50 ページ）

7 ドレンプラグ（61 ページ）

8 リバースゲート（30 ページ）

9 ジェットノズル

10 ライドプレート

11 スターンアイ（51 ページ）

12 スピードセンサー

13 ジェットインテーク

14 水洗ホースコネクター
21
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1 2

6 7 9 10

5

8

3 4 1211 13 14 15 16 1817

19 20 21 22 23 24

1 据付式防水物入れ（55 ページ）

2 エンジン始動スイッチ（26 ページ）

3 緊急エンジン停止スイッチ（26 ページ）

4 ロックプレート（26 ページ）

5 リモートコントロールトランスミッター
（24 ページ）

6 RiDE レバー（30 ページ）

7 電動トリムアップスイッチ（32 ページ）

8 電動トリムダウンスイッチ（32 ページ）

9 エンジン停止スイッチ（26 ページ）

10 緊急エンジン停止コード（ランヤード）
（26 ページ）

11 “VOLT/HOUR” ボタン（39 ページ）

12 “SPEED/RPM” ボタン（39 ページ）

13 “MODE/RESET” ボタン（39 ページ）

14 “START/STOP” ボタン（39 ページ）

15 クルーズアシストアップスイッチ（36 ペー
ジ）

16 クルーズアシストダウンスイッチ（36 ペー
ジ）

17 スロットルレバー（27 ページ）

18 マルチファンクションメーター（39 ペー
ジ）

19 グローブボックス（53 ページ）

20 着脱式カップホルダー（55 ページ）

21 チルトレバー（28 ページ）

22 “NO-WAKE MODE” スイッチ（35 ページ）

23 “SET” スイッチ（36 ページ）

24 据付式カップホルダー（55 ページ）
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エンジンルーム

1 2 4

9

8

5

3

6
7

10

1 エンジンカバー

2 エアフィルターケース

3 水分離器（29 ページ）

4 燃料タンク

5 バッテリー（67 ページ）

6 電装ボックス

7 スパークプラグ／イグニッションコイル

8 着脱式防水物入れ（55 ページ）

9 オイルフィラーキャップ（59 ページ）

10 オイルレベルゲージ（59 ページ）
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JJU31026

操船機能
JJU42551

リモートコントロールトランスミッ
ター
リモートコントロールトランスミッター（以

下トランスミッター）を操作すると、ヤマハ

セキュリティシステムの設定と L- モードの

作動を行なうことができます。（ヤマハセ

キュリティシステムの設定については 24
ページ、L- モードの作動については 34 ペー

ジを参照ください。）

各艇体にそれぞれ専用のセキュリティコー

ドがあり、各設定は艇体に付属のトランス

ミッター以外では変更できないようになっ

ています。

もしトランスミッターを紛失したり、正常に

動作しなくなった場合は、ヤマハ取扱店にご

相談ください。

マリンジェットを使用するときは、トランス

ミッターの紛失を防ぐため据付式防水物入

れ内のトランスミッターホルダーに収納す

るなどして、常に携帯してください。

注 意
JCJ00753

トランスミッターは完全防水ではありま

せん。水に沈めたり、水中で操作すること

は避けてください。もし水没した場合は、

柔らかい乾いた布で水分を拭き取ったあ

と動作確認を行なってください。正常に動

作しない場合は、ヤマハ取扱店にご相談く

ださい。

高温になる場所や直射日光の下に放置し

ないでください。

落として強い衝撃を与えたり、重いものを

載せたりしないでください。

お手入れをする際は、乾いた柔らかい布で

汚れや水分を拭き取ってください。洗剤、

ガソリン、アルコール、薬品等は使用しな

いでください。

分解しないでください。誤作動の原因とな

ります。電池の交換が必要な場合は必ずヤ

マハ取扱店にご相談ください。電池の廃棄

をする場合は、各地域の有害物質廃棄条例

に従ってください。

JJU31385

ヤマハセキュリティシステム
ヤマハセキュリティシステムはマリン

ジェットの不正使用や盗難を防ぐための機

能です。艇体に付属のトランスミッターを操

作すると、ヤマハセキュリティシステムの

1 リモートコントロールトランスミッター

1 トランスミッターホルダー

1
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ロック／アンロック設定を行なうことがで

きます。ヤマハセキュリティシステムをロッ

クに設定するとエンジンが始動できなくな

ります。ロックが解除されているときのみ、

エンジンが始動できます。（トランスミッ

ターについては 24 ページを参照ください。）

要　点 :
ヤマハセキュリティシステムの設定は、エン

ジン停止中にのみ行なえます。
JJU36776

ヤマハセキュリティシステムの設定
ヤマハセキュリティシステムの設定確認は、

トランスミッターを操作したときに鳴るブ

ザーの回数と、マルチファンクションメー

ターの “UNLOCK”表示灯によって行います。

（マルチファンクションメーターについては

39 ページを参照ください。）

要　点 :
ブザーが2回鳴った場合は通常航走状態、3
回鳴った場合はL-モードとなっています。

（L- モードの作動については 34 ページを

参照ください。）

マルチファンクションメーターが待機状

態のときにトランスミッターを操作する

と、マルチファンクションメーターは初期

動作後、各機能設定を実行します。

ロックを設定するときは：

トランスミッターのロックボタンを短く押

します。ブザーが 1 回鳴り “UNLOCK” 表示

灯が 1 回点滅の後消灯し、ロックが設定され

ます。

ロックを解除するときは：

トランスミッターの “L-Mode”（アンロック）

ボタンを短く押します。ブザーが 2 回または

3 回鳴り、“UNLOCK” 表示灯が 2 回または 3
回点滅の後点灯し、ロックが解除されます。ブザーの回数

ヤマハセキュリティ
システムの状態

“UNLOCK”
表示灯

ロック 消灯

アンロック
（通常航走状態）

点灯

アンロック
（L- モード） 点灯

1 LOCK ボタン

2 “UNLOCK” 表示灯

1 “L-Mode”（アンロック）ボタン

2 “UNLOCK” 表示灯

2
1

2
L-Mode1
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JJU31153

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。

JJU31164

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

等で緊急エンジン停止コード（ランヤード）

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。

不意のエンジン始動や子供等が操作するこ

とを防止するために、エンジンが停止してい

るときは必ずロックプレートを緊急エンジ

ン停止スイッチから取り外してください。

JJU42323

エンジン始動スイッチ “ ”

注 意
JCJ01311

陸上ではエンジン回転数を 4000 回転以上に

上げないでください。またエンジン冷却経路

に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

ジンがオーバー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

ターターモーターは連続して5秒以上回さな

いでください。バッテリーが上がり、エンジ

ンが始動できなくなる恐れがあります。ま

1 エンジン停止スイッチ

1 緊急エンジン停止スイッチ

2 ロックプレート

3 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

1

1

2

3
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た、スターターモーターの損傷の要因ともな

ります。 [JCJ01041]

マリンジェットが以下の状態にあるときは、

エンジンは始動しません。

ヤマハセキュリティシステムでロックが

選択されている。（ヤマハセキュリティシ

ステムの設定については 25 ページを参照

ください。）

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。

スロットルレバーを握っている。

スロットルレバーが故障している。

RiDE レバーを握っている。

RiDE レバーが故障している。
JJU31212

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。

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。

JJU43341

電動後進レバー（RiDE レバー）
電動後進レバー（RiDE レバー）を握ると、リ

バースゲートが下降し、マリンジェットは後

進を始めます。前進中であればマリンジェッ

トは徐々に減速し、一旦停止してから後進を

始めます。

RiDE 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、リバースゲート

がニュートラル位置になります。

1 エンジン始動スイッチ

1 スロットルレバー

1

1

1 RiDE レバー

1
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JJU31262

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。

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。

このモデルはオフスロットルステアリング

システム（OTS）を備えたヤマハエンジンマ

ネージメントシステム（YEMS）を採用して

います。OTS はプレーニング速度からスロッ

トルレバーを放してステアリングを切った

ときに作動し、マリンジェットの減速中にも

若干の推進力を与え続けることで旋回性の

補助をします。旋回中にスロットルを開けれ

ばさらに急旋回をすることができます。OTS
はエンジン停止状態またはプレーニング速

度未満では作動しません。

JJU31294

アジャスタブルチルトステアリングシ
ステム
チルトレバーを操作すると、ハンドルバーの

前後位置を調節することができます。

前後位置を調節するときは：

(1) チルトレバーを引き上げてハンドル

バーのロックを解除し、ハンドルバーを

固定したい位置まで動かします。警告！

操船中はチルトレバーを引かないでく

ださい。ハンドルバーのチルト位置が突

然変わることがあり、予期せぬ事故につ

ながる恐れがあります。 [JWJ00042]

1 ハンドルバー

2 ジェットノズル

1

2

1 チルトレバー

1
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(2) チルトレバーが元の位置に戻り、ハンド

ルバーが確実に固定されていることを

確認します。

JJU41801

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。

冷却水点検孔は艇体の両舷にあり、冷却機能

の正常な作動は、左舷側の冷却水点検孔から

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

テークについては 99 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60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。
JJU40323

水分離器
水分離器は、転覆時などに燃料ブリーザー

ホースから浸入した水が燃料タンクに入ら

ないよう、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

リューを緩めると排水できます。

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) ドレンスクリュー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) ドレンスクリューを止まるまで確実に

締め込みます。

1 冷却水点検孔（左舷側）

1

1 水分離器

2 ドレンスクリュー

2

1
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JJU40013

航走機能

JJU43153

シフトシステム

警 告
JWJ01773

「後進」にシフトする前には必ず後方に障

害物や人がいないことを確認してくださ

い。

RiDE レバー操作中はリバースゲートに触

れないでください。挟まれる恐れがありま

す。

スロットルレバーと RiDE レバーを同時に

握っている場合、RiDE レバーのみを放さ

ないでください。スロットルレバーを握っ

たまま RiDE レバーを放すと、マリン

ジェットが思わぬ急加速をし、事故につな

がる恐れがあります。

エンジン運転中にのみ、RiDEレバーとスロッ

トルレバーを操作すると、マリンジェットの

シフトが変更されます。RiDE レバーを操作

すると、リバースゲートが下降し、ジェット

ノズルからの噴流の向きが変わり、マリン

ジェットが後進またはニュートラルになり

ます。スロットルレバーを操作すると、リ

バースゲートが上昇し、マリンジェットが前

進します。

要　点 :
このモデルには後進時のエンジン回転数

を制限する機能がついています。

エンジンを始動すると自動的にリバース

ゲートがニュートラル位置になります。

後進するときは：

(1) スロットルレバーを放します。

(2) RiDE レバーを握ると、リバースゲート

が下降し、エンジン回転数が上昇し、後

進を開始します。シフトインジケーター

は “R” を表示します。

1 RiDE レバー

1 リバースゲート

2 後進位置

1 R（後進）

1

1

2

1
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後進からニュートラルにするときは：

RiDEレバーを放すと、自動的にリバースゲー

トがニュートラル位置になります。シフトイ

ンジケーターは “N” を表示します。

要　点 :
ニュートラルにすると、多少動く可能性があ

りますが、エンジン運転中でもマリンジェッ

トがその場に停止します。

前進にするときは：

(1) RiDE レバーを放します。

(2) スロットルレバーを握ると、リバース

ゲートが完全に上がり、エンジン回転数

1 RiDE レバー

1 リバースゲート

2 ニュートラル位置

1 N（ニュートラル位置）

1

2

1

1
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が上昇し、前進を開始します。シフトイ

ンジケーターは “F” を表示します。

要　点 :
スロットルレバーを握ったまま RiDE レバー

を握ると、減速し、一旦停止した後、後進し

ます。

前進からニュートラルにするときは：

(1) スロットルレバーを放します。

(2) RiDE レバーを軽く握り、放します。シ

フトインジケーターは “N” を表示しま

す。

要　点 :
RiDE レバーを握り続けると、リバースゲー

トは後進位置になります。
JJU43161

電動トリムシステム
左のハンドルバーグリップに装備されてい

る電動トリムアップスイッチまたは電動ト

リムダウンスイッチを操作すると、ジェット

ノズルの角度が上下に変わり、マリンジェッ

トのトリム角が変わります。スイッチはエン

ジン運転中にのみ操作できます。

1 スロットルレバー

1 リバースゲート

2 前進位置

1 F（前進）

1

2

1

1
1 N（ニュートラル位置）

1
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トリム角を中立（ニュートラル）、船首ダウ

ン：（a）と（b）2 段階、船首アップ：（c）と

（d）2段階の 5段階に変えることができます。

船首ダウン（a）と（b）
船首が下がり、トリム角が小さくなります。

船首の上下方向の姿勢変化が小さくなり、加

速時により早くプレーニング速度にするこ

とができます。

船首アップ（c）と（d）
船首が上がり、トリム角が大きくなります。

接水抵抗が少なくなり、直進速度が向上しま

す。

要　点 :
トリム角による性能特性は、使用状況によっ

て異なります。

トリム角を変更するときは：

(1) リバースゲートがニュートラル位置に

なっている場合は、スロットルレバーを

軽く握り、前進にします。

1 電動トリムアップスイッチ

2 電動トリムダウンスイッチ

1
2

(d)

(c)

(b)

(a)

(d)
(c)

(b)
(a)

(d)

(c)

(b)

N

(a)
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(2) 設定したいトリム角になるまで、電動ト

リムアップスイッチまたは電動トリム

ダウンスイッチを押します。

要　点 :
リバースゲートを後進やニュートラル位

置にすると、ジェットノズルは自動的に中

立に戻ります。再びリバースゲートを前進

にすると、ジェットノズルは設定していた

角度に自動的に変更されます。

エンジンを停止すると、ジェットノズルの

トリム角は中立に戻ります。

JJU40001

航走モード

JJU36787

ロー RPM モード（L- モード）
L- モードは、エンジンの最高回転数を通常時

の約 70% に抑える機能です。

艇体に付属のリモートコントロールトラン

スミッター（以下トランスミッター）を操作

すると、L- モードの作動と解除を行なうこと

ができます。（トランスミッターについては

24 ページを参照ください。）

要　点 :
L- モードの作動は、ヤマハセキュリティシス

テムがロック解除状態でエンジンが停止中

にのみ行なえます。

L- モードの作動と解除
L- モードの作動確認は、トランスミッターを

操作したときに鳴るブザーの回数とマルチ

ファンクションメーターの“L-MODE”表示灯

によって行います。（マルチファンクション

メーターについては 39 ページを参照くださ

い。）

1 電動トリムアップスイッチ

2 電動トリムダウンスイッチ

1
2

1 リモートコントロールトランスミッター

ブザーの回数 L- モードの状態
“L-MODE”
表示灯

作動 点灯

解除 消灯
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要　点 :
マルチファンクションメーターが待機状態

のときにトランスミッターを操作すると、マ

ルチファンクションメーターは初期動作後、

各機能設定を実行します。

L- モードを作動するときは：

トランスミッターの “L-Mode”（アンロック）

ボタンを 4 秒以上押します。ブザーが 3 回鳴

り “UNLOCK” 表示灯が 3 回点滅の後点灯

し、“L-MODE” 表示灯が点灯して L- モード

が作動します。

要　点 :
インフォメーションディスプレイ消灯直後

に L- モードを作動したときは、“L-MODE”
表示灯は点灯しません。エンジンを始動する

と “L-MODE” 表示灯が点灯します。

L- モードを解除するときは：

トランスミッターの “L-Mode”（アンロック）

ボタンを 4 秒以上押します。ブザーが 2 回鳴

り “UNLOCK” 表示灯が 2 回点滅の後点灯

し、“L-MODE” 表示灯が消灯して L- モード

が解除されます。L- モードが解除されると通

常の航走状態に戻ります。
JJU42484

ノーウェイクモード
ノーウェイクモードは、定められたエンジン

回転数を維持して低速航行できる機能です。

この機能は前進航走時とシフトがニュート

ラル時に設定できます。

要　点 :
ノーウェイクモードの作動は、エンジン始

動後 5 秒以上経過後にのみ行なえます。

ニュートラル時にノーウェイクモードを

設定すると、リバースゲートが前進位置に

なります。

ノーウェイクモードの作動と解除
ノーウェイクモードの作動確認は、“NO-
WAKE MODE” スイッチを操作したときに鳴

るブザーの回数と、マルチファンクション

メーターのデジタルスピードメーター表示

によって行います。（マルチファンクション

メーターについては 39 ページを参照くださ

い。）

要　点 :
ブザーとデジタルスピードメーターの点滅

は、クルーズアシストの作動時にも表示され

ます。（クルーズアシストについては 36 ペー

ジを参照ください。）

ノーウェイクモードを作動するときは：

(1) スロットルレバーを放して、エンジン回

転数をアイドリング回転数にします。

(2) “NO-WAKE MODE”スイッチを長押しし

ます。ブザーが短く 3 回鳴りデジタルス

ピードメーター表示の “8”（“km/h” 選択

時）または “5”（“mph” 選択時）が点滅

し、ノーウェイクモードが作動します。

ノーウェイクモード作動中は、スロット

ルレバーは全閉状態を保ってください。

1 “L-Mode”（アンロック）ボタン

2 “L-MODE” 表示灯

2
L-Mode1

ブザーの
回数

ノーウェイクモードの
作動

デジタルス
ピードメー
ター表示

作動開始 点滅開始

作動解除 点滅停止
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要　点 :
ノーウェイクモード作動中は、デジタルス

ピードメーター表示は点滅しています。

ノーウェイクモードを解除するときは：

以下の操作のいずれかを行なうと、ブザーが

短く 2 回鳴り、デジタルスピードメーター表

示が点滅から点灯に戻り、ノーウェイクモー

ドが解除されます。

 “NO-WAKE MODE” スイッチを押す

スロットルレバーを握る

RiDE レバーを握る

要　点 :
エンジンを停止した場合もノーウェイク

モードは解除されます。
JJU37028

クルーズアシスト
クルーズアシストは、一定の範囲内で任意に

設定したエンジン回転数を維持して航行で

きる機能です。

要　点 :
設定可能な回転数は、約 3000 r/min から約

7000 r/min の範囲内です。

クルーズアシストは、L- モード時には作動

できません。（L- モードの作動については

34 ページを参照ください。）

クルーズアシストの作動と解除
クルーズアシストの作動確認は、“SET” ス

イッチまたはクルーズアシストアップス

イッチ、クルーズアシストダウンスイッチを

操作したときに鳴るブザーの回数と、マルチ

ファンクションメーターのデジタルスピー

ドメーター表示によって行います。（マルチ

ファンクションメーターについては 39 ペー

ジを参照ください。）

要　点 :
ブザーとデジタルスピードメーターの点滅

は、ノーウェイクモードの作動時にも表示さ

れます。（ノーウェイクモードについては 35
ページを参照ください。）

クルーズアシストを作動するときは：

(1) 設定したい回転数に達するまで、スロッ

トルレバーを操作します。

(2) 設定したい回転数に到達したら、“SET”
スイッチを押します。ブザーが短く 3 回

鳴りデジタルスピードメーター表示が

点滅し、クルーズアシストが作動しま

す。クルーズアシストが作動したらス

ロットルレバーをゆっくり握り、設定時

のスロットルレバー位置よりも握りこ

んだ状態を保ってください。スロットル

レバーを放すとクルーズアシストは解

除されます。

1 “NO-WAKE MODE” スイッチ

1

ブザーの
回数

クルーズアシストの作
動

デジタルス
ピードメー
ター表示

作動開始 点滅開始

作動解除 点滅停止

設定回転数 UP また

は DOWN 点滅継続
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要　点 :
クルーズアシスト作動中は、デジタルスピー

ドメーター表示は点滅しています。スロット

ルレバーを握りこむ前に、ブザーが鳴ってス

ピードメーター表示が点滅していることを

確認してください。スピードメーター表示が

点滅していない場合はクルーズアシストは

作動していないため、エンジンはスロットル

操作に対して通常通りに反応します。

要　点 :
クルーズアシスト作動中にクルーズアシス

トアップまたはクルーズアシストダウンス

イッチを押すと、設定回転数を調整すること

ができます。スイッチを押すごとに、ブザー

が短く 1 回鳴り、設定回転数が上昇または下

1 クルーズアシストアップスイッチ

2 クルーズアシストダウンスイッチ

3 “SET” スイッチ

1

2

3

37



航走機能の操作

UF3J02J0.book  Page 38  Tuesday, September 29, 2015  1:59 PM
降します。設定回転数の調整は上下それぞれ

最大 5 段階までです。

クルーズアシストを解除するときは：

スロットルレバーを戻します。ブザーが短く

2 回鳴り、スピードメーター表示が点滅から

点灯に変わり、クルーズアシストが解除され

ます。

要　点 :
エンジンを停止した場合もクルーズアシス

トは解除されます。
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JJU42241

マルチファンクションメーター
マルチファンクションメーターは、マリン

ジェットの様々な状態を表示します。

マルチファンクションメーターの初期動作
マルチファンクションメーターが起動する

とアナログスピードメーター／タコメー

ターがスイープ動作を行ない、ディスプレイ

の全セグメント及び全表示灯が点灯します。

約 2 秒後、“WARNING” 表示灯とインフォ

メーションディスプレイの警告インジケー

ターが消灯し、通常の作動を開始します。

要　点 :
エンジンを始動すると、“UNLOCK” 表示灯は

消灯します。

マルチファンクションメーターの待機動作
マルチファンクションメーターは、エンジン

停止後約 25 秒間操作入力がない場合、消灯

して待機状態に入ります。エンジンを始動す

ると、消灯前の状態に復帰し通常の作動を開

始します。
JJU42331

アナログスピードメーター／タコメー
ター
アナログスピードメーター／タコメーター

はアナログスピードメーターとタコメー

ターを兼用しています。切り替え操作により

どちらか一方を使用できます。

要　点 :
工場出荷時はアナログタコメーターが選択

されています。

アナログタコメーター
アナログタコメーターはエンジン回転数を

表示します。

メーター外側の大きい数字× 100 rpm（r/min）
がエンジン回転数を示します。

アナログタコメーターが選択されている場

合は、“RPM” 表示灯が点灯します。

1 インフォメーションディスプレイ

2 “UNLOCK” 表示灯

3 アナログスピードメーター／タコメーター

4 “WARNING” 表示灯

5 “L-MODE” 表示灯

6 マルチファンクションディスプレイ

7 “RPM” 表示灯

8 “SPEED” 表示灯

1 “SPEED/RPM” ボタン

2 “VOLT/HOUR” ボタン

3 “START/STOP” ボタン

4 “MODE/RESET” ボタン

61 3 4

87

2 5

1 2 3 4
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アナログスピードメーターからアナログタ

コメーターへ切り替えるときは：

マルチファンクションメーター起動

後、“SPEED/RPM”ボタンを 1秒以上押しま

す。アナログタコメーターに切り替わ

り、“RPM”表示灯が点灯します。

アナログスピードメーター
アナログスピードメーターはマリンジェッ

トの対水速度を表示します。

メーター内側の小さい数字が “km/h”、外側

の大きい数字が “mph”を示します。

アナログスピードメーターが選択されてい

る場合は、“SPEED”表示灯が点灯します。

アナログタコメーターからアナログスピー

ドメーターへ切り替えるときは：

マルチファンクションメーター起動

後、“SPEED/RPM”ボタンを 1秒以上押しま

す。デジタルスピードメーター表示が “km/h”
選択時は “SPEED” 表示灯が点灯し、“mph”
選択時は “SPEED” 表示灯が 3 回点滅後に点

灯し、アナログスピードメーターに切り替わ

ります。（デジタルスピードメーター表示の

切り替えについては 40 ページを参照くださ

い。）

JJU35027

インフォメーションディスプレイ
インフォメーションディスプレイはマリン

ジェットの航行に関する状態を表示します。

JJU42361

デジタルスピードメーター
デジタルスピードメーターはマリンジェッ

トの対水速度を表示します。

切り替え操作により、“km/h” と “mph” のど

ちらか一方を表示します。

1 “SPEED/RPM” ボタン

2 “RPM” 表示灯

2

1

1 “SPEED/RPM” ボタン

2 “SPEED” 表示灯

1 燃料計

2 燃料インジケーター

3 アワーメーター／ボルトメーター

4 デジタルスピードメーター

5 オーバーヒート警告インジケーター

6 チェックエンジン警告インジケーター

7 油圧警告インジケーター

2

1

1 2 3

5 6 7

4
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要　点 :
工場出荷時は “mph” が選択されています。

デジタルスピードメーターの表示 “mph”
マルチファンクションメーター起動時に

“mph” が選択されていた場合は、“SPEED”
表示灯が 3 回点滅します。

要　点 :
アナログスピードメーターが選択されてい

る場合は、“SPEED” 表示灯が 3 回点滅の後

点灯します。

デジタルスピードメーターの表示 “km/h”
マルチファンクションメーター起動時に

“km/h” が選択されていた場合は、“SPEED”
表示灯が 1 回点滅します。

要　点 :
アナログスピードメーターが選択されてい

る場合は、“SPEED” 表示灯が 1 回点滅の後

点灯します。

デジタルスピードメーターの表示を切り替

えるときは：

マルチファンクションメーター起動後、10
秒以内に “VOLT/HOUR”ボタンを1秒以上押

します。デジタルスピードメーター表示が切

り替わります。“km/h” から “mph” に切り替

えたときのみ、“SPEED” 表示灯が 3 回点滅

します。

要　点 :
“START/STOP” ボタンと “MODE/RESET” ボ
タンを 8 秒以上同時に押しても、単位を切り

替えることができます。

JJU42261

アワーメーター／ボルトメーター
アワーメーター／ボルトメーターはアワー

メーターとボルトメーターを兼用していま

す。切り替え操作によりどちらか一方を使用

できます。

1 デジタルスピードメーター

1

1 “VOLT/HOUR” ボタン

2 “SPEED” 表示灯

1 “START/STOP” ボタン

2 “MODE/RESET” ボタン

2

1

1

2
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要　点 :
工場出荷時はアワーメーターが選択されて

います。

アワーメーター
アワーメーターはエンジン累積運転時間を

表示します。

要　点 :
バッテリーを外しても累積運転時間は保存

されます。

ボルトメーターからアワーメーターへ切り

替えるときは：

マルチファンクションメーター起動後、10
秒以上経過した後に“VOLT/HOUR”ボタンを

1 秒以上押します。ボルトメーターからア

ワーメーターへ切り替わります。

ボルトメーター
ボルトメーターはバッテリーの電圧を表示

します。

通常は約 12 V を示しています。

バッテリーの電圧が著しく低下すると “LO”
と表示され、バッテリーの電圧が著しく上昇

すると “HI” と表示されます。“LO” または

“HI” が表示されたときは、ただちにマリン

ジェットを着岸させ、ヤマハ取扱店で整備を

受けてください。

アワーメーターからボルトメーターへ切り

替えるときは：

マルチファンクションメーター起動後、10
秒以上経過した後に“VOLT/HOUR”ボタンを

1 秒以上押します。アワーメーターからボル

トメーターへ切り替わります。

JJU31515

燃料計
燃料計は燃料タンク内の燃料残量を表示し

ます。燃料残量は 8 つのセグメントで表示さ

れ、燃料が減るにつれて 2 セグメントずつ消

灯します。

1 アワーメーター／ボルトメーター

1 “VOLT/HOUR” ボタン

2 アワーメーター

1

21

1 “VOLT/HOUR” ボタン

2 ボルトメーター

21
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要　点 :
燃料残量表示は航走状況によって異なるこ

とがあります。あくまで参考としてくださ

い。

JJU42342

燃料残量警告
燃料残量が約 18 L 以下になると、最低残量

を示す 2 つのセグメントと燃料インジケー

ター、および “WARNING” 表示灯が点滅し、

ブザーが断続的に鳴ります。

燃料残量警告が作動した場合は、できるだけ

早く燃料を給油してください。（燃料の給油

については 57 ページを参照ください。）

燃料を給油後、エンジンを再始動すると警告

は解除されます。

要　点 :
マルチファンクションメーターのいずれか

のボタンを押すとブザーは鳴り止みます。

JJU42271

油圧警告
油圧が著しく低下すると、油圧警告インジ

ケーターと “WARNING” 表示灯が点滅し、ブ

ザーが断続的に鳴ります。同時にエンジンの

回転数を下げる制御が働きます。

油圧警告が作動した場合は、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、エンジンオイル量を点検します。（エン

ジンオイル量の点検については 59 ページを

参照ください。）エンジンオイルが適量の場

合は、ヤマハ取扱店で点検を受けてくださ

い。

要　点 :
マルチファンクションメーターのいずれか

のボタンを押すとブザーは鳴り止みます。
JJU42371

オーバーヒート警告
エンジン温度が著しく上昇すると、オーバー

ヒート警告インジケーターと“WARNING”表
示灯が点滅し、ブザーが断続的に鳴ります。

その後オーバーヒート警告インジケーター

と “WARNING” 表示灯が点灯に変わり、ブ

1 燃料計

1
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ザーも連続音に変わります。同時にエンジン

の回転数を下げる制御が働きます。

オーバーヒート警告が作動した場合は、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、エンジン運転中に左舷側の冷却

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 99
ページを参照ください。）注意： オーバーヒー

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。
[JCJ00042]

要　点 :
マルチファンクションメーターのいずれか

のボタンを押すとブザーは鳴り止みます。

JJU42281

チェックエンジン警告
各種センサーの故障、断線等の異常を検知す

ると、チェックエンジン警告インジケーター

と “WARNING” 表示灯が点滅し、ブザーが断

続的に鳴ります。

チェックエンジン警告が作動した場合は、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、ヤマハ取扱店で点検を受けて

ください。

要　点 :
マルチファンクションメーターのいずれか

のボタンを押すとブザーは鳴り止みます。
JJU43170

マルチファンクションディスプレイ
マルチファンクションディスプレイはシフ

ト位置やジェットノズルのトリム角、マリン

ジェットに関する情報や周囲の環境などを

表示します。

1 シフトインジケーター

2 マリンジェットインフォメーション

3 トリムインジケーター

321
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マルチファンクションディスプレイの単位

表示は、デジタルスピードメーターの表示と

同期しています。（デジタルスピードメー

ターの表示切り替え方法については 40 ペー

ジを参照ください。）

デジタルスピードメーターの表示に “km/h”
が選択されている場合は、km／ liter／摂氏

に対応した数値を表示します。

デジタルスピードメーターの表示に “mph”
が選択されている場合は、mile／ gallon／華

氏に対応した数値を表示します。
JJU43180

シフトインジケーター
リバースゲートのシフト位置を表示します。

前進は “F”、ニュートラル位置は “N”、後進

は “R” で表示します。（シフトの操作につい

ては 30ページを参照ください。）

JJU43190

トリムインジケーター
ジェットノズルのトリム角を表示します。

ジェットノズルの角度を上げたときは、イン

ジケーターが上に表示され、下げたときは、

下に表示されます。ジェットノズルが中立の

場合、インジケーターは中間に表示されま

1 F（前進）

1 N（ニュートラル位置）

1 R（後進）

1

1

1
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す。（トリム角の変更方法については 32 ペー

ジを参照ください。）

JJU43201

マリンジェットインフォメーション
マリンジェットに関する情報や周囲の環境

などを表示します。“MODE/RESET” ボタン

を短く押す毎に次のように表示を切り替え

ることができます。

コンパス (FX Cruiser SVHO)
マリンジェットが現在向いている方位を8方
向で表示します。

要　点 :
コンパスの表示は航走状況によって異なる

ことがあります。あくまで参考としてくださ

い。

平均速度
計測開始から現時点までの平均速度を “AV
KMH” または “AV MPH” で表示します。

航走距離
計測開始から現時点までの航走距離を “KM”
または “MILES” で表示します。

1 トリムインジケーター

1 “MODE/RESET” ボタン

1

1
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燃費／時間
現在の単位時間あたりの燃料消費量を

“L/HR” または “G/HR” で表示します。

燃費／距離
現在の単位距離あたりの燃料消費量を

“L/KM” または “G/MILE” で表示します。

要　点 :
燃料消費量は航走状況によって大きく異な

ることがあります。あくまで参考としてくだ

さい。

水温 (FX Cruiser SVHO)
マリンジェットの周囲の水温を “L TEMP” で
表示します。

気温 (FX Cruiser SVHO)
マリンジェットの周囲の気温を “E TEMP”で
表示します。

平均速度／航走距離の計測
平均速度、航走距離は現在の表示にかかわら

ず、“START/STOP” ボタンの操作に連動して

計測されます。

要　点 :
計測はエンジン運転中にのみ行なえます。

計測数値は、エンジン停止後は保存されませ

ん。エンジン停止後約 25 秒経過するとディ
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スプレイが消灯し、計測数値がリセットされ

ます。

計測を開始するときは：

“START/STOP” ボタンを短く押します。ブ

ザーが短音で 1 回鳴り、計測を開始します。

計測を停止するときは：

計測中に “START/STOP” ボタンを短く押し

ます。ブザーが短音で 1 回鳴り、計測を停止

します。

計測を再開するときは：

計測停止中に “START/STOP” ボタンを短く

押します。ブザーが短音で 1 回鳴り、計測を

再開します。

計測数値をリセットするときは：

計測停止中に、“MODE/RESET” ボタンを 2
秒以上押します。ブザーが短音で 2 回鳴り、

計測をリセットします。

1 “START/STOP” ボタン

2 “MODE/RESET” ボタン

1

2
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JJU40334

装備品
JJU42203

シート
シートは取り外すことができます。

シートを取り外すと、エンジンルームと着脱

式防水物入れにアクセスできます。

リヤシートを取り外すときは：

(1) シートラッチを引き上げ、シート後部を

持ち上げます。

(2) シートを後方に引いて取り外します。

リヤシートを取り付けるときは：

(1) シート前部の突起部を艇体側のステー

の下側に嵌めます。

(2) シート後部を押し下げ、シートを確実に

固定します。

フロントシートを取り外すときは：

(1) リヤシートを取り外します。

(2) シートラッチを引き上げ、シート後部を

持ち上げます。

1 シートラッチ

1

1 シートラッチ

1
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(3) シートを後方に引いて取り外します。

フロントシートを取り付けるときは：

(1) シート前部の突起部を艇体側のステー

の下側に嵌めます。

(2) シート後部を押し下げ、シートを確実に

固定します。

(3) リヤシートを元のように確実に取り付

けます。

JJU31364

ハンドグリップ
ハンドグリップは水中からマリンジェット

へ乗船する場合や、プレーヤー監視者が後ろ

向きに座る場合に使用します。警告！ ハン

ドグリップを使用して艇体を吊り上げない

でください。ハンドグリップは艇体の重量を

支えられるように設計されていないため、壊

れて艇体が落下し、大きな怪我を負う恐れが

あります。 [JWJ00022]

JJU37382

リボーディンググリップ
リボーディンググリップは水中からマリン

ジェットへ乗船する場合に使用します。

JJU34865

リボーディングステップ
リボーディングステップは、水中からマリン

ジェットへ乗船する場合に補助として使用

することができます。

乗船時はリボーディングステップを止まる

まで押し下げます。リボーディングステップ

1 ハンドグリップ

1 リボーディンググリップ

1

1
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から手を放すと、自動的に元の位置に戻りま

す。警告！ リボーディングステップを使用

して艇体を吊り上げないでください。リボー

ディングステップは艇体の重量を支えられ

るように設計されていないため、壊れて艇体

が落下し、大きな怪我を負う恐れがありま

す。 [JWJ01212]

注 意
JCJ00743

リボーディングステップは水中からの乗船

時のみに使用してください。リボーディング

ステップをその他の用途に使用しないでく

ださい。損傷する恐れがあります。

JJU34873

バウアイ
バウアイは、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103ページを参照くださ

い。）

JJU34882

スターンアイ
スターンアイは、マリンジェットを運搬・係

留する場合にロープを取り付けて使用しま

す。

JJU40423

クリート
クリートは、ウェイクボード／水上スキーを

行なう場合にロープを取り付けて使用しま

す。警告！ クリートを使用して艇体を吊り

上げないでください。クリートは艇体の重量

を支えられるように設計されていないため、

1 リボーディングステップ

1

1 バウアイ

1 スターンアイ

1

1
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壊れて艇体が落下し、大きな怪我を負う恐れ

があります。 [JWJ01511]

JJU34893

プルアップクリート (FX Cruiser SVHO)
プルアップクリートは、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。

使用するときは、プルアップクリートを引き

上げます。プルアップクリートから手を放す

と自動的に元の位置に戻ります。警告！ プ
ルアップクリートを使用して艇体を吊り上

げないでください。プルアップクリートは艇

体の重量を支えられるように設計されてい

ないため、壊れて艇体が落下し、大きな怪我

を負う恐れがあります。 [JWJ00822]

JJU42291

物入れ
マリンジェットには、数種類の物入れが装備

されています。

確実に閉められた防水物入れのみが、防水構

造になります。船舶検査証書、船舶検査手

帳、取扱説明書等、水に濡れて困るものは防

水バッグに入れて携行してください。

操船前に各物入れが確実に閉まっているこ

とを確認してください。
JJU42211

バウ物入れ
バウ物入れがフードの下に装備されていま

す。

バウ物入れを開けるときは：

フードラッチを後方に引き、フードの後部を

持ち上げます。1 クリート

1 プルアップクリート

1

1

1 フードラッチ

1 バウ物入れ

バウ物入れ：
容量：

90.0 L
制限重量：

5.0 kg

1

1
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バウ物入れを閉めるときは：

フードの後部を押し下げフードを確実に固

定します。

バウ物入れに溜まった水を排水するときは：

(1) 底部にあるドレンキャップを取り外し、

エンジンルーム内に排水します。

(2) ドレンキャップを元のように確実に取

り付けます。
JJU35164

グローブボックス
グローブボックスがフロントシートの前に

装備されています。

グローブボックスを開けるときは：

グローブボックスノブを左右どちらかに 90º
回転させて、フタを開けます。

1 ドレンキャップ

1

1 グローブボックスノブ

1 グローブボックス

グローブボックス：
容量：

7.0 L
制限重量：

1.0 kg

1

1
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グローブボックスを閉めるときは：

フタを押し下げ、グローブボックスノブを回

転させて確実に固定します。

グローブボックスに溜まった水を排水する

ときは：

(1) 底部にあるドレンキャップを取り外し、

排水します。

(2) ドレンキャップを元のように確実に取

り付けます。

JJU42193

スターン物入れ
スターン物入れがボーディングプラット

フォームの前に装備されています。

スターン物入れを開けるときは：

(1) スターン物入れの両側にあるラッチの

後端を外に開き、ラッチの前端を外しま

す。

(2) フタを開けます。

スターン物入れを閉めるときは：

(1) フタを閉めます。

(2) ラッチの前端を取り付け、後端を内側に

押して確実に固定します。

1 ドレンキャップ

1

1 ラッチ

1 フタ

2 スターン物入れ

スターン物入れ：
容量：

17.0 L
制限重量：

1.5 kg

1

1

2

54



装備品の操作

UF3J02J0.book  Page 55  Tuesday, September 29, 2015  2:19 PM
要　点 :
スターン物入れにはスキーロープスロット

があります。スキーロープスロットは、ス

キーロープをクリートに取り付けたまま収

納することができます。

JJU42301

カップホルダー
据付式カップホルダーと着脱式カップホル

ダーが装備されています。

航走中はカップホルダーに何も入れないで

ください。中に入れたものが飛び出す恐れが

あります。

据付式カップホルダー
据付式カップホルダーがマルチファンク

ションメーターの右側に装備されています。

着脱式カップホルダー
着脱式カップホルダーがグローブボックス

内に装備されています。（グローブボックス

については 53ページを参照ください。）

JJU42311

防水物入れ
据付式防水物入れと着脱式防水物入れが装

備されています。

確実にキャップを閉めることにより防水構

造となります。

据付式防水物入れ
据付式防水物入れがマルチファンクション

メーターの左側に装備されています。

1 スキーロープスロット

1 据付式カップホルダー

1

1

1 着脱式カップホルダー

1
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据付式防水物入れを開けるときは：

キャップを緩めて取り外します。

据付式防水物入れを閉めるときは：

キャップを止まるまで締め込み確実に取り

付けます。

着脱式防水物入れ
着脱式防水物入れがリヤシートの下に装備

されています。

着脱式防水物入れを開けるときは：

(1) リヤシートを取り外します。（シートの

脱着方法については 49 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。

着脱式防水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) リヤシートを元のように確実に取り付

けます。

1 キャップ

1 据付式防水物入れ

据付式防水物入れ：
容量：

2.5 L
制限重量：

1.0 kg

1

1

1 キャップ

1 着脱式防水物入れ

着脱式防水物入れ：
容量：

9.0 L
制限重量：

3.0 kg

1

1
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JJU31823

燃料について
JJU42722

燃料

警 告
JWJ00283

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。

注 意
JCJ01870

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。

プレミアムガソリンのみを使用してくだ

さい。オクタン価の低いガソリンは、エン

ジンに大きな損傷を与える恐れがありま

す。

このエンジンは、無鉛プレミアムガソリンを

使用するよう設計されています。ノッキング

が発生した場合は、違う銘柄のガソリンを使

用してください。

燃料を給油するときは：

(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

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) リヤシートとフロントシートを取り外

し、燃料タンクの燃料残量を確認しま

す。（シートの脱着方法については 49
ページを参照ください。）

(4) フードラッチを後方に引き、フードの後

部を持ち上げます。

(5) 燃料フィラーキャップを緩めて取り外

します。

(6) 燃料をゆっくりと給油します。
推奨燃料：

無鉛プレミアムガソリン

1 フードラッチ

1 燃料フィラーキャップ

1

1
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(7) 燃料タンク上面から約 50 mm の位置に

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。

(8) こぼれたガソリンはただちに乾いた布

で拭き取ります。

(9) 燃料フィラーキャップをカチッと音が

するまで締め込み、確実に取り付けま

す。

(10) フードの後部を押し下げフードを確実

に固定します。マリンジェットを使用す

る前には、燃料フィラーキャップとフー

燃料タンクの容量 :
70 L

1 燃料タンク上面

2 燃料タンク上面から約 50 mm

1 燃料タンク上面

2 燃料タンク上面から約 50 mm

2
1

2
1
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ドが確実に閉まっていることを確認し

ます。

(11) フロントシートとリヤシートを元のよ

うに確実に取り付けます。

JJU40291

エンジンオイルについて
JJU41513

エンジンオイル

注 意
JCJ00282

4ストロークエンジンオイルを使用してくだ

さい。2 ストロークエンジンオイルを使用す

ると、エンジンに損傷を与える恐れがありま

す。

要　点 :
エンジンを高回転で運転するとエンジンオ

イルが消費されます。エンジンオイル量の点

検を行なってください。

エンジンオイル量の点検

警 告
JWJ00341

エンジン停止直後は、オイルが大変熱くなっ

ています。エンジン停止直後のオイルが衣服

にかかったり、身体に触れたりすると火傷を

する恐れがあります。

注 意
JCJ01002

給油口からゴミや水等が入らないようにし

てください。オイルからエンジン内部に入

り、エンジンが損傷する恐れがあります。

エンジンオイル量を点検するときは：

(1) 陸上にてエンジンが停止した状態で、マ

リンジェットを正確に水平に置きます。

エンジン停止直後の場合は、5 分以上放

置してから点検を行ないます。

(2) リヤシートとフロントシートを取り外

します。（シートの脱着方法については

49 ページを参照ください。）

推奨エンジンオイルタイプ：
SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 
20W-50

推奨エンジンオイルグレード：
API SE, SF, SG, SH, SJ, SL
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(3) オイルレベルゲージを取り外して付着

しているオイルを拭き取ります。

(4) オイルレベルゲージを完全に差し込み

ます。その後再び取り外してエンジンオ

イルの油面がオイルレベルゲージの上

限マークと下限マークの間にあるかを

確認します。

(5) 油面が上限マークを著しく超えてし

まっている場合は、ヤマハ取扱店にご相

談ください。油面が下限マークに満たな

い場合は、エンジンオイルを補充しま

す。

(6) オイルフィラーキャップを緩めて取り

外します。

(7) エンジンオイルをゆっくりと補充しま

す。

要　点 :
下限マークから上限マークまでのオイル量

は、約 1 L です。

(8) 油面が安定する約 5 分後に、再度エンジ

ンオイル量を点検します。

(9) 適正なオイル量になるまで、上記 (3) か
ら (8) を繰り返します。

(10) オイル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。

(11) フロントシートとリヤシートを元のよ

うに確実に取り付けます。

1 オイルレベルゲージ

1 上限マーク

2 下限マーク

1

1
2

1 オイルフィラーキャップ

1
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JJU40022

ビルジの排水

注 意
JCJ01302

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。

JJU40036

陸上でのビルジ排水
陸上でビルジを排水するときは：

(1) ドレンプラグを緩めて取り外します。

(2) スロープ等を用い、マリンジェットの船

首の角度を高くしエンジンルーム内の

ビルジを排水します。

(3) ドレンプラグ孔からの排水後、エンジン

ルーム内に残ったビルジを乾いた布で

拭き取ります。

(4) ドレンプラグを止まるまで締め込み確

実に取り付けます。注意： ドレンプラグ

を取り付ける前に、O リングとネジ部分

のゴミや砂などの異物を取り除いてく

ださい。異物を取り除いていないと、ド

レンプラグが損傷し、エンジンルーム内

に浸水する恐れがあります。マリン

ジェットを進水する前には、必ず O リン

グの点検とドレンプラグが確実に取り

付けられていることを確認してくださ

い。確実に取り付けられていないと、エ

ンジンルーム内に浸水しマリンジェッ

トが水没する恐れがあります。 [JCJ00363]

JJU42171

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。完全に排水する

ときは、マリンジェットを陸揚げし陸上での

ビルジ排水を行なってください。

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：

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。 [JCJ00554]

1 ドレンプラグ

1

1 O リング

1
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電動ビルジ排水システム
電動ビルジポンプの作動によりエンジン

ルーム内のビルジが吸い出され、船外に排水

されます。

ビルジを排水するときは：

エンジンを始動すると電動ビルジポンプが

作動します。

要　点 :
エンジン停止後、しばらくの間は電動ビルジ

ポンプは作動しています。

JJU42432

トレーラーでの運搬
マリンジェットをトレーラーに積んで運ぶ

ときは、バウアイとスターンアイを使って

ロープまたは固定器具でトレーラーに固定

します。注意： マリンジェットを固定すると

きは、バウアイとスターンアイ以外を使用し

ないでください。損傷の恐れがあります。傷

や損傷を防止するために、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。
[JCJ02150]
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JJU42690

慣らし運転

注 意
JCJ00432

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) エンジンオイル量を点検します。（エン

ジンオイル量の点検については 59 ペー

ジを参照ください。）

(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

75 ページを参照ください。）

(3) 最初に 2000 r/min で 5 分間航走します。

(4) 次に 5000 r/min 以下で 90 分間航走しま

す。

慣らし運転完了後、通常の航走が行なえま

す。
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JJU31982

警 告
JWJ00412

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。

JJU41234

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
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。

66

燃料系統
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。

66

水分離器
水分離器内に水が溜まっていないことを確認しま
す。

66

エンジン外観 エンジン外観に損傷がないことを確認します。 66

エンジンオイル量 エンジンオイル量を確認します。 67

ビルジ
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。

67

バッテリー バッテリーの接続状態と液量を確認します。 67

ステアリングシステム
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。

68

アジャスタブルチルトステア
リングシステム

アジャスタブルチルトステアリングシステムが正常
に作動し、ハンドルバーが確実に固定されることを
確認します。

68

RiDE レバー RiDE レバーが正常に作動することを確認します。 69

スロットルレバー
スロットルレバーが正常に作動することを確認しま
す。

69

リモートコントロールトラン
スミッター

リモートコントロールトランスミッターが正常に作
動することを確認します。

69

緊急エンジン停止コード（ラ
ンヤード）

緊急エンジン停止コード（ランヤード）に損傷がな
いことを確認します。

69

スイッチ類
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。

69

物入れ
各物入れに損傷がないこと、また水が溜まっていな
いことを確認します。

70

法定備品
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。

70

艇体外観 艇体外観に損傷がないことを確認します。 70

ジェットインテーク
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。

70

ジェットノズル周辺
ジェットノズルとリバースゲートに損傷がないこと
を確認します。

70
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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。

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

70

フード フードが確実に固定されていることを確認します。 71

フロントシートとリヤシート
フロントシートとリヤシートが確実に固定されてい
ることを確認します。

49

進水後の点検

冷却水点検孔
左舷側の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。

71

マルチファンクションメー
ター

マルチファンクションメーターが正常に作動するこ
とを確認します。

72

シフトシステム
シフトシステムが正常に作動することを確認しま
す。

72

トリムインジケーター
トリムインジケーターが正常に作動することを確認
します。

73

アイドリング回転数 アイドリング回転数を確認します。 73

項目 点検方法 参照ページ
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JJU32282

使用前点検チェックポイント
JJU42383

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) リヤシートとフロントシート、着脱式防

水物入れを取り外します。（シートの脱

着方法については 49 ページ、着脱式防

水物入れについては 55 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、着脱式防水

物入れとフロントシート、リヤシートを

元のように確実に取り付けます。
JJU32334

エンジンルームの点検

警 告
JWJ00462

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。

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。

JJU34215

燃料系統の点検

警 告
JWJ00382

燃料漏れは火災や爆発の原因となります

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

燃料フィラーキャップ（パッキン）の損傷

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

燃料ブリーザーホース経路の損傷、燃料漏

れ
JJU36875

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。（燃料の給

油については 57 ページを参照ください。）
JJU32424

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

す。（水分離器の排水については 29 ページを

参照ください。）

JJU40182

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。

1 水分離器

1
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JJU36886

エンジンオイル量の点検
エンジンオイル量がオイルレベルゲージの

上限マークと下限マークの範囲内にあるこ

とを確認します。（エンジンオイル量の点検

については 59 ページをご確認ください。）

JJU32456

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

場合は排水します。（ビルジの排水について

は 61 ページを参照ください。）
JJU32485

バッテリーの点検
バッテリー端子とブリーザーホースに損傷

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！ ブリーザーホースが

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。 [JWJ00452]

バッテリー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

リー容量がなくなると途中で立ち往生する

恐れがあります。 [JWJ01241]

バッテリーが確実に固定されていることを

確認します。

1 オイルレベルゲージ

1 上限マーク

2 下限マーク

1

1
2

1（－）端子：黒色ケーブル

2（＋）端子：赤色ケーブル

3 ブリーザーホース

1 上限マーク

2 下限マーク

1

3

2
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JJU32614

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。

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。

JJU40363

アジャスタブルチルトステアリングシステ
ムの作動点検
アジャスタブルチルトステアリングシステ

ムを繰り返し操作し、全域にわたって滑らか

に動くこと、また確実に固定されることを確

認します。（アジャスタブルチルトステアリ

ジェットノズル切れ角（A と B の距離）
の差：

5 mm 以内
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ングシステムの操作方法については 28 ペー

ジを参照ください。）

JJU43212

電動後進レバー（RiDE レバー）の作動点検
RiDE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。

JJU42181

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。

JJU40113

リモートコントロールトランスミッターの
点検
リモートコントロールトランスミッターが

正常に作動することを確認します。（ヤマハ

セキュリティシステムの設定については 25
ページ、L- モードの作動については 34 ペー

ジを参照ください。）
JJU32664

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

傷がないことを確認します。緊急エンジン停

止コード（ランヤード）の損傷があった場合

は交換します。警告！ 緊急エンジン停止コー

ド（ランヤード）は決して補修したり繋ぎ合

せて使用しないでください。操船者が落水し

たときにロックプレートが外れず、エンジン

が停止しない状態で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。 [JWJ01221]

JJU32676

スイッチ類の作動点検

注 意
JCJ01311

陸上ではエンジン回転数を 4000 回転以上に

上げないでください。またエンジン冷却経路

に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

ジンがオーバー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
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チの操作については26ページから26ページ

を参照ください。）

スイッチ類の作動を確認するときは：

(1) ヤマハセキュリティシステムの設定で

ロックが設定されているときは、ロック

を解除してください。（ヤマハセキュリ

ティシステムの設定については 25 ペー

ジを参照ください。）

(2) 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。

(3) 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。

(4) 再度エンジンを始動し、緊急エンジン停

止コード（ランヤード）を引っ張って、

緊急エンジン停止スイッチからロック

プレートが外れるとただちにエンジン

が停止することを確認します。
JJU40102

物入れの点検
各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。（各物入れについて

は 52 ページを参照ください。）
JJU40122

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、16 ページを参照ください。）

JJU32353

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。
JJU32657

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

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99ページを

参照ください。）
JJU43221

ジェットノズル周辺の点検
ジェットノズルとリバースゲートに損傷等、

不具合がないことを確認します。
JJU32477

ドレンプラグの点検
ドレンプラグを緩めて取り外し、ドレンプラ

グと O リングに損傷や異物の付着がないこ

とを確認します。注意： ドレンプラグを取り

付ける前に、O リングとネジ部分のゴミや砂

などの異物を取り除いてください。異物を取

り除いていないと、ドレンプラグが損傷し、

エンジンルーム内に浸水する恐れがありま

す。マリンジェットを進水する前には、必ず

O リングの点検とドレンプラグが確実に取

り付けられていることを確認してください。

確実に取り付けられていないと、エンジン

ルーム内に浸水しマリンジェットが水没す

る恐れがあります。 [JCJ00363]

1 ロックプレート

2 緊急エンジン停止スイッチ

3 エンジン始動スイッチ

4 エンジン停止スイッチ

5 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

1 2 3
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ドレンプラグを止まるまで締め込み確実に

取り付けます。

JJU41441

フードの点検
フードの後部を押し下げ、フードが確実に固

定されていることを確認します。

JJU40146

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：

(1) マリンジェットを進水します。（マリン

ジェットの進水については 75 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。
JJU41811

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 29 ページを参照ください。）1 ドレンプラグ

2 O リング

2
1

71



使用前の点検

UF3J02J0.book  Page 72  Tuesday, September 29, 2015  1:59 PM
JJU32715

マルチファンクションメーターの作動点検
マルチファンクションメーターが正常に作

動することを確認します。（メーターの正し

い作動については 39 ページを参照くださ

い。）

JJU43391

シフトシステムの作動点検
スロットルレバーと RiDE レバーを操作し、

シフトインジケーターの表示とマリン

ジェットの動きが連動していることを確認

します。（シフトシステムの操作については

30 ページを参照ください。）警告！ 遊泳者、

障害物、周囲の船舶等から回避できる安全な

速度や距離を保ち、衝突防止に努めてくださ

い。 [JWJ01860]

1 F（前進）

1 N（ニュートラル位置）

1 R（後進）

1

1

1
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JJU43400

トリムインジケーターの作動点検
電動トリムスイッチを操作し、トリムインジ

ケーターが正常に表示されるか確認します。

（電動トリムシステムの操作については 32
ページを参照ください。）

JJU40172

アイドリング回転数の点検
暖気運転後、マルチファンクションメーター

のタコメーターを使用し、アイドリング回転

数が規定値より著しく外れていないことを

確認します。

1 トリムインジケーター

規定アイドリング回転数：
1250 ±100 r/min

1
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JJU32903

操船するときは

警 告
JWJ00511

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。

JJU35644

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 7 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と同乗者2名の

合計 3 名まで乗船できます。最大積載重量や

3 名の定員（プレーヤーを牽引しているとき

は 2 名）を越える乗船は絶対しないでくださ

い。

JJU35663

操船の前に
乗船前には必ず 64 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。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では

注意を怠らないでください。

ハンドルバーをしっかりと握り、両足はフッ

トウェルフロアに乗せておきます。1 人での

操船に十分に慣れるまでは同乗者を乗せな

いでください。
JJU40212

乗船姿勢
操船者の乗船姿勢
両手でハンドルバーをしっかりと握り、両足

をフットウェルフロアに乗せます。

同乗者の乗船姿勢
同乗者は両足をフットウェルフロアに乗せ、

前の人またはグリップにしっかりと掴まり

最大積載重量：
240 kg（荷物および乗員の合計重量）
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ます。同乗者を操船者の前に絶対に乗せない

でください。（ウェイクボード／水上スキー

を行うときの乗船姿勢については 14 ページ

を参照ください。）

JJU32803

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。

トレーラー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ーに押し込まれ

ないようにしてください。
JJU36346

出航・乗船時のエンジンの始動

警 告
JWJ01531

マリンジェットの後方に人がいるときはス

ロットルを開けないでください。エンジンを

停止させるか、アイドリング回転数にしてく

ださい。スロットルを開けるとジェットノズ

ルから噴出される水や異物で大きな怪我を

する恐れがあります。

エンジンを始動するときは：

(1) ヤマハセキュリティシステムの設定で

ロックが設定されているときは、ロック

を解除してください。（ヤマハセキュリ

ティシステムの設定については 25 ペー

ジを参照ください。）

(2) 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

ンのオーバーヒートの原因になります。
[JCJ00473]

(3) 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

を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 26 ページを参照くださ

い。）警告！ 緊急エンジン停止コード（ラ

ンヤード）が正しく取り付けられている

ことを確認してください。正しく装着し

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。 [JWJ00582]

1 ロックプレート

2 緊急エンジン停止スイッチ

3 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

2

3

1
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(4) スロットルレバーを放した状態で、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 26 ペー

ジを参照ください。）

JJU32863

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！ 進路を変更するためには

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。 [JWJ00602]

JJU32873

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。

JJU43410

マリンジェットの航走
スロットルレバーを握ると、マリンジェット

は前進し、マルチファンクションディスプレ

イのシフトインジケーターに “F”が表示され

ます。シフトインジケーターが “F” を表示し

ているときは、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。（シフ
76
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トシステムの操作については 30 ページを参

照ください。）

JJU43421

マリンジェットの旋回

警 告
JWJ01781

障害物を避けるために進路を変更すると

きはスロットルを戻さないでください。進

路を変更するためにはスロットル操作が

必要です。

高速航走時は徐々に旋回を行なうか、また

は旋回前に速度を落としてください。高速

で鋭角に旋回しようとすると、マリン

ジェットがスライド（横スベリ）したり、

スピンしたりする要因になります。操船者

と同乗者がマリンジェットから放り出さ

れ、負傷する可能性が高くなります。

早めに行動を起こし衝突防止に努めてく

ださい。RiDE は危険回避のためのブレー

キ装置ではありません。

旋回はスロットルとハンドル操作を併用し

て行ないます。

ジェットインテークから取り入れられた水

がジェットポンプのインペラで加圧されま

す。加圧された水がジェットノズルから放出

されることにより推進力を生み出し、マリン

ジェットを動かし、旋回させます。エンジン

回転数が高いほど、より大きな推進力が生じ

ます。

旋回半径は、ステアリングハンドルの切れ角

度だけでなく、ジェット推進力の強弱によっ

ても変化します。

A. スロットルが生み出す推進力が大きい

ほど、より鋭角的に旋回します。

B. スロットルが生み出す推進力が小さい

ほど、より緩やかに旋回します。

C. スロットルレバーから完全に手を放す

と推進力は最小になります。トローリン

グ速度以上で航走しているとき、スロッ

トルを戻してしまうと旋回能力は急激

に低下します。スロットルレバーから手

1 F（前進）

1
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を放した直後はまだある程度の旋回能

力が残っていますが、一旦エンジン回転

が落ちてしまうと、再度スロットルを開

けるか、艇がトローリング速度に到達す

るまでマリンジェットはステアリング

ハンドル操作に反応しません。

トローリング速度で航走中は、アイドリ

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。

進路を変更するためにはスロットル操

作が必要です。

E. プレーニング速度で航走中、RiDEレバー

を握り、ステアリングハンドルを操作す

ると、マリンジェットは減速しながら緩

やかに旋回します。

このモデルはオフスロットルステアリング

システム（OTS）を備えたヤマハエンジンマ

ネージメントシステム（YEMS）を採用して

います。OTS はプレーニング速度でスロット

ルレバーを放してハンドルバーを操作した

とき（上記項目 C を参照ください。）に作動

します。

OTS はマリンジェットの減速中にも若干の

推進力を与え続けることで旋回性の補助を

しますが、旋回中にスロットルを開ければさ

らに急旋回をすることができます。OTS はエ

ンジン停止状態またはプレーニング速度未

満では動作しません。一旦エンジン回転が落

ちてしまうと、再度スロットルを開けるか、

艇がトローリング速度に到達するまでマリ

ンジェットはステアリングハンドル操作に

反応しません。
JJU43251

マリンジェットの停船
マリンジェットにはブレーキ装置が有りま

せん。水の抵抗や後進時の噴流によって減速

します。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。

フルスピードからスロットルレバーを全閉

にしたり、エンジンを停止させたりしても、

1 リバースゲート

E

1
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マリンジェットは水の抵抗で停船するまで

に約 125 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。

フルスピードから RiDE レバーを握って減速

を行なうと、RiDE レバーを握らない場合と

比較して、停船距離は約 30％短くなります。

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。

警 告
JWJ01791

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。マリンジェットも他の船舶同様にブ

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。

航走中に RiDE レバーを握り、減速または

停船するときは、後方からの追突を避ける

ため、後方を確認してください。

JJU43442

マリンジェットの後進またはニュート
ラル
後進の操作
RiDE レバーを握ると、マリンジェットは後

進し、マルチファンクションディスプレイの

シフトインジケーターに “R” が表示されま

す。（シフトシステムの操作については 30
ページを参照ください。）

「後進」へシフトする前には必ず後方に障害

物や人がいないことを確認してください。

要　点 :
このモデルには後進時のエンジン回転数を

制限する機能がついています。

ニュートラルの操作
RiDEレバーを軽く握り放すと、マリンジェッ

トはその場に停止し、マルチファンクション

ディスプレイのシフトインジケーターに “N”

125 m

1 R（後進）

1
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が表示されます。（シフトシステムの操作に

ついては 30 ページを参照ください。）

JJU42451

マリンジェットへの乗船

警 告
JWJ00622

操船者と同乗者は、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。

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

に乗船します。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、エンジンのオーバーヒートの原因にな

ります。 [JCJ00473]

JJU42461

1 人で乗り込む場合
(1) マリンジェットの後方から、片手でリ

ボーディングステップを降ろし、押さえ

ます。

(2) 片足を乗せ、もう片方の手でリボーディ

ンググリップを掴みます。

1 N（ニュートラル位置）

1

60 cm
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(3) ボーディングプラットフォームに身体

を引き上げてハンドグリップを握り、

シートに移動して跨ります。

(4) 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

を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。

(5) 両手でハンドルバーを握り、両足をフッ

トウェルフロアに乗せます。

(6) 周囲を確認し、エンジンを始動してゆっ

くりと出航します。
JJU43260

同乗者と乗り込む場合

警 告
JWJ01800

ジェットノズルからの強い噴流は危険で

す。下半身の身体開口部に噴流があたると

怪我をする恐れがあります。同乗者がシー

トに座り、両足をフットウェルフロアに乗

せて前の人またはグリップにしっかりと

掴まるまでスロットルを開けないでくだ

さい。

乗船するときはエンジンを停止してくだ

さい。エンジンを始動するとリバースゲー

トが下降し、挟まれる恐れがあります。

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

240 kg を越えないようにしてください。

同乗者と乗り込むときは：

(1) 操船者は前述の“1人で乗り込む場合”と
同じ方法で乗船します。

(2) 両手でハンドルバーを握り、両足をフッ

トウェルフロアに乗せます。

(3) 1 人目の同乗者はマリンジェット後方に

移動します。
81



操船するときは

UF3J02J0.book  Page 82  Tuesday, September 29, 2015  1:59 PM
(4) 1 人目の同乗者も操船者と同じ方法で乗

船し、両足をフットウェルフロアに乗せ

操船者にしっかり掴まります。

(5) 2 人目の同乗者が乗船するときは、操船

者と1人目の同乗者でマリンジェットの

バランスを取ります。2 人目の同乗者も

同じ方法で乗船します。

(6) 操船者は、同乗者が両足をフットウェル

フロアに乗せ、前の人またはグリップに

しっかりと掴まっていることを確認し

ます。

(7) 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

を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。

(8) 周囲を確認し、エンジンを始動してゆっ

くりと出航します。
JJU33083

出航

警 告
JWJ00712

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では注意を怠ら

ないでください。

気を抜かないで航走してください。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ください。

他のマリンジェットや船舶の背後を追走

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操船は行

なわないでください。浅瀬または暗礁のあ

る水域は避けてください。

早めに行動を起こし衝突防止に努めてく

ださい。マリンジェットも他の船舶同様に

ブレーキ装置は有りません。障害物を避け

るために進路を変更するときはスロット

ルを戻さないでください。進路を変更する

ためにはスロットル操作が必要です。

注 意
JCJ01341

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
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されインペラを破損したり、エンジンのオー

バーヒートの原因になります。

JJU43271

トレーラーからの出航
(1) マリンジェットを進水させます。

(2) 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

を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) 周囲を確認し、エンジンを始動します。

(4) RiDE レバーを握り、後進でゆっくりと

出航します。（RiDE レバーの操作方法に

ついては 30 ページを参照ください。）
JJU33114

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) 緊急エンジン停止コード（ランヤード）

を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

手でハンドルバーを握り両足をフット

ウェルフロアに乗せます。

(4) 周囲を確認し、エンジンを始動してゆっ

くりと出航します。
JJU33236

転覆したときには

警 告
JWJ00672

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には手を掛けないで

ください。

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、左手で

ライドプレートを掴み、右手または足を

ガンネルに掛けて押し下げながら時計

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
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い。水がエンジン内に浸入し、故障の原

因となります。 [JCJ00542]

(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 61 ページを参照ください。エン

ジンが始動しない場合は、103 ページの

「マリンジェットの曳航」または103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。 [JCJ00554]

JJU43282

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125 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、スロットルレ

バーと RiDE レバーを使用し、着岸しま

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、エンジンのオーバーヒートの

原因になります。 [JCJ00473]

(4) エンジンを停止し、マリンジェットから

降りて岸に引き上げます。

桟橋へ接岸するときは：

(1) 遊泳者、障害物、船舶等が桟橋付近にい

ないことを確認します。

(2) 桟橋から約125 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) ゆっくりと桟橋に近づき、スロットルレ

バーと RiDE レバーを使用し、接岸しま

す。

(4) エンジンを停止し、マリンジェットから

降ります。
JJU37194

海藻が密生している場所での航走
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 99 ページを参照くださ

い。）
JJU40242

陸揚げしたときには

注 意
JCJ01311

陸上ではエンジン回転数を 4000 回転以上に

上げないでください。またエンジン冷却経路

に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

ジンがオーバーヒートする恐れがあります。
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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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JJU37146

使用後のお手入れ

警 告
JWJ00331

マリンジェットを保管する場合は、水平に置

いてください。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こす恐

れがあります。

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。
JJU42771

エンジン冷却経路の水洗

注 意
JCJ01880

陸上ではエンジン回転数を 4000 回転以上

に上げないでください。またエンジン冷却

経路に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。エンジンがオーバーヒートする恐れが

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) リヤシートとフロントシートを取り外

し、着脱式防水物入れを取り外します。

（シートの脱着方法については 49 ペー

ジ、着脱式防水物入れについては55ペー

ジを参照ください。）

(3) スターン物入れを開けます。（スターン

物入れについては 54 ページを参照くだ

さい。）

(4) 水道水ホースアダプターを水道水ホー

スに取り付けます。

(5) 水洗ホースコネクターキャップを緩め

て取り外します。水道水ホースアダプ

ターを、水洗ホースコネクターに押し込

み回転させて確実に固定します。

(6) 水道水ホースを水道の蛇口に接続しま

す。

(7) 周囲を確認し、エンジンを始動します。

始動後はただちに、ジェットノズルから

水が連続的に排水されるよう水道水バ

1 水道水ホースアダプター

1 水洗ホースコネクター

2 水洗ホースコネクターキャップ

3 水道水ホースアダプター

1

3

2
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ルブを全開にして最大水量を供給しま

す。

(8) 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

(7) 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

フラー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。 [JCJ00123]

(9) 水道水の供給を停止します。

(10) 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。

(11) エンジンを停止します。

(12) 水道水ホースアダプターを取り外し、水

洗ホースコネクターキャップを止まる

まで締め込み確実に取り付けます。

(13) スターン物入れを確実に閉めます。

(14) 着脱式防水物入れとフロントシート、リ

ヤシートを元のように確実に取り付け

ます。
JJU35816

艇体各部の水洗
(1) リヤシートとフロントシートを取り外

します。（シートの脱着方法については

49 ページを参照ください。）

(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

ンやエンジンルームを洗浄しないでく

ださい。重大な損傷の原因となります。
[JCJ00572]

(3) エンジンルームに溜まった水を排水し

ます。（ビルジの排水については 61 ペー

ジを参照ください。）

(4) エンジンとエンジンルームを乾いた布

で拭きます。

(5) 艇体各部、ジェットポンプを水洗しま

す。

(6) 艇体各部、ジェットポンプを乾いた布で

拭きます。

(7) シートなどのビニール、その他のゴム部

分は全て中性洗剤を使って拭きます。

(8) 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。

(9) シートを取り付ける前に、エンジンルー

ムを外気にあて完全に乾燥させます。

(10) フロントシートとリヤシートを元のよ

うに確実に取り付けます。
JJU33687

バッテリーのお手入れ
マリンジェットを1ヶ月以上使用しないとき

は、バッテリー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。

警 告
JWJ00792

バッテリー取り扱い上のご注意

バッテリーは引火性ガス（水素ガス）を発

生しますので取り扱いを誤ると爆発し怪

我をすることがあります。

バッテリー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、バッテリーの

劣化を早めたり、爆発の原因となる恐れが

あります。

火気厳禁 = ショートやスパークさせたり、

タバコ等の火気を近づけないでください。

補充電は風通しの良いところで行なって

ください。

落下等の強い衝撃を加えないでください。
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バッテリーを横にしないようにしてくだ

さい。バッテリー液がこぼれる可能性があ

ります。

バッテリー液は希硫酸で、皮膚、目、衣服

に付着すると侵されますので取り扱いに

は十分注意してください。

子供の手の届くところに置かないでくだ

さい。

応急手当

万一、バッテリー液が皮膚、衣服に付着し

たときはただちに大量の水で洗い流して

ください。

目に入ったときはただちに大量の水で十

分に洗い、医師の治療を受けてください。

バッテリーを取り外すときは：

(1) まず最初にバッテリーの（－）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) ブリーザーホースを取り外します。

(4) バッテリー固定バンドを取り外し、バッ

テリーをマリンジェットから取り外し

ます。

バッテリー各部の確認
バッテリー本体に損傷がないことを確認

します。

バッテリー端子に腐食、損傷がないことを

確認します。

ブリーザーホースに損傷や詰まりがない

ことを確認します。

バッテリー液量の確認
バッテリー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。

バッテリー液が少ない場合は、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、バッテリーの寿命を縮める原因と

なります。 [JCJ00242]

蒸留水を補充した場合は、電圧点検が必要で

す。

バッテリー電圧の点検や補充電は、ヤマハ取

扱店またはバッテリー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。バッテリーの

寿命を縮める原因となります。 [JCJ00252]

1（－）端子：黒色ケーブル

2 バッテリー固定バンド

3（＋）端子：赤色ケーブル

4 ブリーザーホース

1 2 3

4

1 上限マーク

2 下限マーク
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バッテリー固定バンドの確認
バッテリー固定バンドに損傷がないことを

確認します。

バッテリーを保管するときは：

(1) 水道水でバッテリー外側を清掃します。

(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。

(3) 電極端子に耐水グリスを塗布します。

(4) 乾いた涼しくて暗い場所に保管します。

注意： バッテリーを充電しない状態で放

置すると、使用できなくなる恐れがあり

ます。バッテリーは定期的確認を行なっ

てください。 [JCJ00103]

バッテリーを取り付けるときは：

(1) バッテリーを所定の場所に置き、バッテ

リー固定バンドを取り付けて固定しま

す。

(2) まず最初に赤色ケーブルを（＋）端子に

取り付けます。注意： （＋）端子と（－）

端子を逆に接続すると、電装部品の故障

の原因となります。 [JCJ00262]

(3) 次に黒色ケーブルを（－）端子に取り付

けます。

(4) ブリーザーホースをバッテリーに接続

します。警告！ ブリーザーホースが損傷

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。 [JWJ00452]

(5) バッテリーが所定の場所に確実に固定

されていることを確認します。

1 バッテリー固定バンド

1 電極端子

推奨耐水グリス：
ヤマハグリス A
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JJU33493

長期保管

警 告
JWJ00331

マリンジェットを保管する場合は、水平に置

いてください。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こす恐

れがあります。

冬場など長期間にわたってマリンジェット

を保管する場合は、劣化防止のための整備が

必要です。保管の前にヤマハ取扱店による格

納整備を受けることをお奨めします。

格納整備の中で簡易的に作業できる次の項

目については、ご自身で行なうことができま

す。
JJU40752

各部の洗浄
(1) エンジン冷却経路の水洗を行ないます。

（エンジン冷却経路の水洗については 86
ページを参照ください。）

要　点 :
マリンジェットを長期保管する前には、燃料

タンクを新しいガソリンで満たし、ガソリン

1 L に対して約 8 mL のヤマハ純正燃料安定

剤を加えてから、エンジンを始動してくださ

い。

(2) 艇体各部の水洗を行ないます。（艇体各

部の水洗については 87 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。
JJU43310

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（ノズル側）と電動

トリムロッド（ノズル側）

シフトロッド（リバースゲート側）

JJU40802

各部の防錆
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に噴霧します。

エンジン内部の防錆は、ヤマハ取扱店に依頼

してください。

推奨耐水グリス：
ヤマハグリス A
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JJU35827

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。

警 告
JWJ00312

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。

JJU33803

工具セット
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、

防水バッグに入れて常に携行してください。

JJU42021

エンジンカバーの脱着
エンジンカバーは取り外すことができます。

エンジンカバーを取り外すときは：

(1) リヤシートとフロントシートを取り外

します。（シートの脱着方法については

49 ページを参照ください。）

(2) エンジンカバースクリューを取り外し

ます。

(3) エンジンカバーを持ち上げて取り外し

ます。

1 工具袋

2 スクリュードライバー

3 水道水ホースアダプター

4 10–12 mm ボックスレンチ

5 プライヤー

6 10–12 mm 両口スパナ

1 エンジンカバースクリュー

1 エンジンカバー

1

1
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エンジンカバーを取り付けるときは：

(1) エンジンカバーを元のように置き、押し

下げます。

(2) エンジンカバースクリューを取り付け、

規定トルクで締め付けます。

(3) フロントシートとリヤシートを元のよ

うに確実に取り付けます。

締め付けトルク：
エンジンカバースクリュー：

4.5 Nm (0.46 kgf-m)
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JJU43540

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。

また、整備手帳には保証書とともに定期点検整備の項目、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。

“√” の印はヤマハ取扱店が行う点検整備項目です。

項目 作業内容

初回 次回以降

参照
ページ10 時間

50 時間

毎または
12ヶ月

毎 *1

100 時間

毎または
12ヶ月

毎 *1

200 時間

毎または
24ヶ月

毎 *1

燃料ホース ホース、クランプの点検 √ —

燃料フィラーキャッ
プ／水分離器

O リングの亀裂、変形の

点検
√ —

燃料タンク 取付、ストラップの点検 √ —

冷却水取入口スト
レーナー

損傷、詰まりの点検 √ —

冷却水ホース
損傷、水漏れ、クランプ
の点検

√ —

エンジンオイル 交換 √ √ 94

オイルフィルター 交換 √ 94

中間ハウジング グリス注入 √ —

スパークプラグ 点検 √ √ —

バッテリー
充電状態、端子、バッテ
リー固定バンド、ブリー
ザーホースの点検

√ —

バッテリーリード 端子の点検 √ —

ステアリングマス
ター

作動、ガタつきの点検 √ √ —

ステアリングケーブ
ル

外観、接続部の点検、給
脂

√ —

電動トリムロッド
外観、接続部の点検、給
脂

√ —

シフトロッド、リ
バースゲート

外観、接続部の点検、給
脂

√ —

エアーフィルターエ
レメント

汚れ、損傷の点検 √ —

吸気ホース 損傷、クランプの点検 √ —

スロットルボディ
スロットルバルブの潤滑
剤噴霧

√ —

エキゾーストシステ
ム

排気漏れ、ホース、クラ
ンプの点検

√ —

ブリーザーホース ホース、クランプの点検 √ —
93



整備と点検

UF3J02J0.book  Page 94  Tuesday, September 29, 2015  1:59 PM
*1: いずれか早い方で対応

*2: 200 時間毎に点検

定期点検を行なう前に、使用前点検と使用後のお手入れを行なってください。
JJU36943

エンジンオイルとエンジンオイルフィ
ルターの交換

警 告
JWJ00341

エンジン停止直後は、オイルが大変熱くなっ

ています。エンジン停止直後のオイルが衣服

にかかったり、身体に触れたりすると火傷を

する恐れがあります。

注 意
JCJ00992

エンジンオイルを入れすぎたり、著しく少な

い状態で運転しないでください。エンジン損

傷の原因となります。

エンジンオイルとオイルフィルターの交換

は、ヤマハ取扱店で行なうことをお奨めしま

す。もしご自身でこの作業を行なう場合は、

ヤマハ取扱店にご相談ください。

インペラ
異物巻き込み、曲がり、
損傷の点検

√ —

ジェットノズル 可動部の点検、給脂 √ —

ジェット負圧式排水
システム

ホース類の損傷、詰まり、
クランプの点検、スト
レーナー清掃

√ —

電動ビルジ排水シス
テム

作動確認、ホース類の損
傷、クランプの点検、ス
トレーナー清掃

√ —

ドレンプラグ O リングの点検 √ —

アノード 腐食の点検、清掃 √ *2 —

バルブクリアランス 点検、調整 √ *2 —

ラバーカップリング
ガタつき、異音、亀裂、
凹みの点検

√ —

エンジンマウント 剥がれ、損傷の点検 √ —

項目 作業内容

初回 次回以降

参照
ページ10 時間

50 時間

毎または
12ヶ月

毎 *1

100 時間

毎または
12ヶ月

毎 *1

200 時間

毎または
24ヶ月

毎 *1
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JJU34543

仕様諸元
艇体許容量 :

定員 :
3 名

最大積載量 :
240 kg

寸法 :
全長（LOA）:

3560 mm
全幅（BOA）:

1230 mm
全高（DOA）:

1230 mm
乾燥重量 :

378 kg FX SVHO
379 kg FX Cruiser SVHO

性能 :
最大出力 :

183.9 kW / 7500 r/min (250 PS / 7500 r/min)
最大燃料消費量 :

83.4 L/h
航続時間（全開にて）:

0.84 hour
トローリング :

1250 ±100 r/min

エンジン :
エンジン型式種類 :

4 ストローク水冷 DOHC
気筒数 :

4
総排気量 :

1812 cm³
ボア × ストローク :

86.0 × 78.0 mm
圧縮比 :

8.5 : 1
バルブクリアランス - 吸気側（冷機時）:

0.14–0.23 mm
バルブクリアランス - 排気側（冷機時）:

0.36–0.45 mm
潤滑方式 :

ウェットサンプ

冷却方式 :
水冷

始動方式 :
エレクトリックスタータ（電動）

点火方式 :
T.C.I.

スパークプラグ型式 (NGK):
LFR7A

スパークプラグギャップ :
0.8–0.9 mm

バッテリ容量 :
12 V, 19 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）:
24+24 º

トリム角 ( 垂直方向ノズル角）:
-6, -3, 0, 3, 6 º

燃料およびオイル :
使用燃料 :

無鉛プレミアムガソリン

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

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

推奨エンジンオイルグレード API:
API SE, SF, SG, SH, SJ, SL

燃料タンク容量 :
70 L

オイルフィルタ交換時 :
3.6 L

オイルフィルタ不交換時 :
3.5 L

トータルオイル量 :
5.3 L
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JJU34562

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。
JJU42784

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

故障 推定原因 処置内容 参照ページ

エンジンが始動しな
い（スターターモー
ターが作動しない）

ヤマハセキュ
リティシステ
ム

ロックが設定されて
いる

ロックを解除する
25

緊急エンジン
停止スイッチ

ロックプレートが外
れている

ロックプレートを取
り付ける

26

ヒューズ 溶断 配線を点検して
ヒューズを交換する

101

バッテリー 容量低下 充電する 87

端子接続不良 締め付ける 87

端子の腐食 清掃または交換する 87

始動回路 不良 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

エンジンが始動しな
い（スターターモー
ターは作動する）

スロットルレ
バー

スロットルレバーを
握っている

スロットルレバーを
放す

26

スロットルレバー不
良

ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

RiDE レバー RiDE レバーを握って

いる

RiDE レバーを放す 26

RiDE レバー不良 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

燃料 燃料が無い 給油する 57

燃料が古い、または
汚れている

ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

燃料タンク 水やゴミが混入して
いる

ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

スパークプラ
グ

汚損または不良 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

燃料噴射装置 燃料ポンプ不良 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—
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エンジンの回転にム
ラがある、あるいは
停止する

燃料 燃料が無い 給油する 57

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

—

オクタン価不適当 適した燃料を使用す
る

57

燃料タンク 水やゴミが混入して
いる

ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

スパークプラ
グ

汚損または不良 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

プラグ熱価不適当 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

電極の隙間が不適当 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

電気配線 接続不良 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

燃料噴射装置 インジェクターの不
良または目詰まりし
ている

ヤマハ取扱店で整備
を受ける —

メーターの警告表示
が点滅または点灯す
る

燃料残量警告 燃料が無い 給油する 57

油圧警告 油圧低下 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

43

オーバーヒー
ト警告

ジェットインテーク
が目詰まりしている

清掃する 99

チェックエン
ジン警告

センサー類の不良 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

44

故障 推定原因 処置内容 参照ページ
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エンジンの回転数が
低すぎる、あるいは
推進力が弱い

航走モード設
定

L- モードが作動して

いる

L- モードを解除する 34

キャビテー
ション

ジェットインテーク
が目詰まりしている

清掃する 99

インペラ損傷または
摩耗

ヤマハ取扱店で整備
を受ける

99

エンジンの
オーバーヒー
ト

回転数制御が作動し
ている

ジェットインテーク
を掃除してエンジン
を冷却する

43

油圧低下 回転数制御が作動し
ている

オイルを補充する 43

スパークプラ
グ

汚損または不良 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

プラグ熱価不適当 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

電極間の隙間が不適
当

ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

電気配線 接続不良 ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

燃料 燃料が古い、または
汚れている

ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

オクタン価不適当 適した燃料を使用す
る

57

エアフィル
ター

目詰まりしている ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

オイルが大量に付着
している

ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

スロットルレ
バー

スロットルレバー不
良

ヤマハ取扱店で整備
を受ける

—

故障 推定原因 処置内容 参照ページ
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JJU34625

緊急時の対応方法
JJU34635

ジェットインテークとインペラの清掃

警 告
JWJ00783

ジェットインテーク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

がオーバー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。
[JCJ00654]

海藻やゴミなどが目詰まりしていると思わ

れるときは、マリンジェットを岸に引き上げ

てジェットインテークとインペラを点検し

てください。マリンジェットを岸に引き上げ

る前に必ずエンジンを停止させてください。

(1) 艇体に傷がつかないように、マリン

ジェットの下に適当なカーペットなど

を敷いてください。図のようにマリン

ジェットを横にします。注意： マリン

ジェットは必ず左舷側（左側）を下にし

て回転させてください。マリンジェット

を横にするときは、ハンドルバーが曲

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。 [JCJ00662]
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(2) ジェットインテーク、ドライブシャフ

ト、インペラ、ジェットノズルの周囲か

ら海藻やゴミを取り除きます。

取り除くことが困難な場合は、ヤマハ取

扱店にご相談ください。
JJU43471

リバースゲートの持ち上げ
RiDE が故障し、リバースゲートが下りたま

まになった場合、マリンジェットは前進でき

なくなります。

リバースゲートを持ち上げ、航行可能な状態

にした後は、すみやかに岸に戻り、ヤマハ取

扱店で整備を受けてください。

リバースゲートを持ち上げるときは：

(1) 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。

(2) 水中に入り、マリンジェットの後方に移

動します。

(3) シフトロッドジョイントを船首方向に

スライドさせ、シフトロッドジョイント

をボールジョイントから外します。

(4) リバースゲートを持ち上げ、前進位置に

します。

要　点 :
シフトロッドを外した状態では、リバース

ゲートをニュートラル位置、後進位置にす

ることはできません。

シフトロッドを外した状態で RiDE レバー

を握ると、マリンジェットは前進します。
JJU34642

ブースターケーブルの使用
バッテリーが電圧低下して使えなくなった

場合は 12 V のバッテリーとブースターケー

ブルを使ってエンジンを始動することがで

きます。
JJU34664

ブースターケーブルの接続方法

警 告
JWJ01251

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。

バッテリーに接続する際、ブースターケー

ブルを逆に接続しないでください。

（－）側ブースターケーブルの他端をマリ

ンジェット側のバッテリーの（－）端子に

は接続しないでください。

（＋）側ブースターケーブルと（－）側ブー

スターケーブルを接触させないでくださ

い。

1 シフトロッドジョイント

2 ボールジョイント

1 2

1 リバースゲート

2 前進位置

2

1
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(1) 赤色のブースターケーブルを使って両

方のバッテリーの（＋）端子を接続しま

す。

(2) 黒色のブースターケーブルをブース

ターバッテリーの（－）端子に接続しま

す。

(3) 黒色のブースターケーブルの他端をエ

ンジンハンガーに接続します。

(4) エンジンを始動し、その後は逆の手順で

ブースターケーブルを取り外します。

（エンジン始動については26ページを参

照ください。）

JJU43482

ヒューズの交換
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。

ヒューズを交換するときは：

(1) リヤシートとフロントシート、着脱式防

水物入れを取り外します。（シートの脱

着方法については 49 ページ、着脱式防

水物入れについては 55 ページを参照く

ださい。）

(2) 突起を押しながら左右のロックを外側

にスライドさせます。

1 黒色ブースターケーブル

2 ブースターバッテリー

3 赤色ブースターケーブル

4 エンジンハンガー

1

4

3
2

1 正常なヒューズ

2 切れているヒューズ

1 正常なヒューズ

2 切れているヒューズ

21

21
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(3) 電装ボックスカバーを取り外します。

(4) ヒューズボックスカバーの両端を押さ

えながら船首側に引き、カバーを取り外

します。

(5) SCU ヒューズを交換するときは、スク

リューを取り外してからヒューズを取

り外します。スペアのヒューズを取り付

け、スクリューを締めます。

(6) SCU ヒューズ以外のヒューズを交換す

るときは、ヒューズプラーを使って

ヒューズを取り外し、同容量のヒューズ

を取り付けます。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。
[JWJ00803]

1 電装ボックスカバー

2 ロック

3 突起

1 ヒューズボックスカバー

1

2

3

2
3

1

1 電子スロットルヒューズ

2 フューエルポンプヒューズ

3 メインリレー駆動ヒューズ

4 メインヒューズ

5 スペアヒューズ

6 ヒューズプラー

7 バッテリーヒューズ

8 スクリュー

9 SCU ヒューズ（BCU ヒューズ）

10 ビルジポンプヒューズ

11 セキュリティシステムヒューズ

1

5

2 3 4 5 6 7

8

9

8
1110
102



万一のときは

UF3J02J0.book  Page 103  Tuesday, September 29, 2015  1:59 PM
(7) ヒューズボックスカバーを元のように

確実に取り付けます。

(8) 電装ボックスカバーを元のように確実

に取り付けます。

(9) ロックを元の位置に戻し、電装ボックス

カバーが固定されていることを確認し

ます。

(10) 着脱式防水物入れとフロントシート、リ

ヤシートを元のように確実に取り付け

ます。

ヒューズを交換しても、また切れる場合は電

気系統の不具合が考えられます。その場合

は、ヤマハ取扱店で整備を受けてください。
JJU34716

マリンジェットの曳航

警 告
JWJ00812

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

トのバウアイに確実に取り付けます。

(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。 [JCJ01331]

(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。 [JCJ01322]

JJU36156

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、各物入れに

溜まった水を排水します。（物入れの排

水については 52 ページを参照くださ

い。）

ヒューズの容量：
電子スロットルヒューズ :

10 A
フューエルポンプヒューズ :

10 A
メインリレー駆動ヒューズ :

10 A
メインヒューズ :

20 A
バッテリヒューズ :

30 A
SCU ヒューズ :

50 A
ビルジポンプヒューズ :

3 A
セキュリティシステムヒューズ :

3 A

1 バウアイ

1
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(2) 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 61 ページ

を参照ください。）

(3) 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。 [JCJ00792]
104
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お客様ご相談窓口のご案内
お買い上げいただきました商品についてのお問い合わせ・ご相談は「ご購入店」または、下

記窓口にお問い合わせください。

092-885-6523

082-532-8522

0798-37-2004

0533-59-6188

045-775-2450

022-727-5180

0134-31-1135

TEL

9:00 12:00 13:00 17:00
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