




前書き
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Sie:www.operatorsguide.brp.com.

Deutsch

This guidemaybe available in your language.Checkwith your dealer
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Ce guide peut être disponible dans votre langue.Vérifier avec votre
concessionnaire ou aller à:www.operatorsguide.brp.com.Français

このガイドは、言語によって翻訳版が用意されています。. ディー
ラーに問い合わせるか、次のアドレスでご確認ください：
www.operatorsguide.brp.com.

日本語

Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal.Vraag het aan uw
dealer of ga naar:www.operatorsguide.brp.com.Nederlands

Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din
forhandler eller gå til:www.operatorsguide.brp.com.Norsk
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concessionária ou visite o site:www.operatorsguide.brp.com.Português
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jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa:www.operatorsguide.brp.com.Suomi

Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din
återförsäljare eller gå till:www.operatorsguide.brp.com.Svenska

新しいSea-Doo ®パーソナル・
ウォータークラフト(PWC)のご購
入、おめでとうございます。本製
品はBRPの保証および、お客様が
必要とされる部品、サービスやア
クセサリーを準備しているSea-Doo
パーソナル・ウォータークラフト
の認定ディーラーのネットワーク
によって支えられています。
ディーラーはお客様の満足を保証
いたします。ディーラーは初期
セットアップやウォータークラフ
トの点検を実行するためのトレー
ニングを受けており、お客様が本
製品を所有される前の最終的な調
整を完了しております。より詳細
なサービス情報が必要な場合は、
ディーラーまでお問い合わせくだ
さい。

納入時に、お客様には保証範囲を
お知らせし、新しいウォーターク
ラフトがご満足いただけるもので
あることを保証するために納入前
チェックリスト(PREDELIVERY
CHECKLIST)にご署名を頂いており
ます。
乗船前に確認すべきこと
お客様または他の乗員が負傷や死
亡する危険を避ける方法を学ぶた
めに、ウォータークラフトを操作
する前に以下のセクションをよく
お読みください。
- 安全に関する情報
- ウォータークラフトについての
情報。

ウォータークラフトに添付されて
いる全てのラベルをよく読んで理
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解し、安全性DVDビデオも注意深
く見てください。
『オペレーターズガイド』の指示
内容に従わない場合は、重傷事故
や死亡事故を招く恐れがありま
す。
BRPは、お客様が安全な航路をと
るよう強く推奨いたします。お客
様の地域のディーラーまたは地元
の協会等にご確認ください。
場合によって、プレジャーボート
の操縦にはオペレーター能力カー
ドが必須です。

警告
このＰＷＣの操作を練習してくだ
さい。これまでに操作された他の
ＰＷＣの性能を上回っている可能
性があります。

警告
これは高性能のPWCです。経験
の浅いオペレーターは、あらゆる
水面状況におけるこのＰＷＣの特
殊な動作のリスクを見落とし、
ショックを受ける可能性がありま
す。

安全メッセージ
この『オペレーターズガイド』で
は、特定の情報を強調するために
次のような警告記号と文章を用い
ます。
安全喚起記号 は潜在的な傷害の危
険の存在を示します。

警告
指示に従わなかった場合、重傷事
故や死亡事故を招く潜在的な恐れ
があることを示します。

注意 指示に従わなかった場
合、中度または軽度の負傷を招く
潜在的な恐れがあることを示しま
す。

お知らせ指示に従わなかった場合
は、ウォータークラフトの構成部
品やその他に重大な損傷を招く恐
れがあることを示します。
この『オペレーターズガイ
ド』について
この『オペレーターズガイド』
は、このパーソナル・ウォーター
クラフトとそのさまざまな操作、
メンテナンス、そして安全な乗船
のための注意事項について、オー
ナー/オペレーターあるいは同乗者
の方によく知っていただくために
作成されています。
この『オペレーターズガイド』は
ウォータークラフトとともに保管
し、通常の操作、同乗者への指
導、トラブルシューティングおよ
びメンテナンスの際に参照してく
ださい。
また本ガイドは各種言語に翻訳さ
れております。内容に不一致が生
じた場合は、英語版の内容が正し
いものと見なされます。
『オペレーターズガイド』の追加
コピーの閲覧または印刷を希望さ
れる場合は、次のウェブサイ
トwww.operatorsguide.brp.com
にアクセスしてください。
本書に記載されている情報は、発
行時点で正しいものです。ただ
し、BRPは、それ以前に製造され
た製品に同様の改善を施す義務を
負うことなく、製品を継続的に改
善する方針を維持します。その後
の変更により、製造された製品と
本ガイドにおける説明および／ま
たは仕様との間に差異が生じる場
合もあります。BRPは何らの義務
を負うことなく、製品の仕様、設
計、機能、型式、装置などをいつ
でも変更し、あるいは製造を終了
する権利を留保します。
ウォータークラフトを売却する場
合も、この『オペレーターズガイ
ド』およびSAFETY DVD（安全性
DVD）ビデオは必ずウォーターク
ラフトに搭載しておいてくださ
い。
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一般的な注意
一酸化炭素中毒の回避
すべてのエンジン排気は、致命的
なガスである一酸化炭素を含みま
す。一酸化炭素を吸うと頭痛、め
まい、眠気、吐き気、錯乱や時に
は死亡に至ることがあります。
一酸化炭素は、全くエンジン排気
を見たり、その匂いを感じないと
しても存在する恐れがある、無
色、無臭、無味のガスです。一酸
化炭素は極めて早く致死濃度に高
まることがあり、あっという間に
悪影響を受けて、自身を守れなく
なります。また、閉じた場所や換
気が悪い場所では、一酸化炭素の
致死濃度が数時間あるいは数日も
長引くことがあります。一酸化炭
素中毒の徴候を感じたら、すぐに
その場所を離れ、新鮮な空気を得
て、治療を求めてください。
一酸化炭素による重傷または死を
防ぐには：
- ウォータークラフトハウス、堤
防または他のボートの付近のよ
うに換気が悪いか、部分的に閉
じた地域では、決してウォー
タークラフトを運転しないでく
ださい。エンジン排気を通気し
ようとしていても、一酸化炭素
が危険なレベルに速く達する場
合があります。

- 窓やドアなどの開口を通してエ
ンジン排気が建物に吸い込まれ
る恐れがある場所では、決して
屋外でウォータークラフトを運
転しないでください。

- エンジンが稼動している時は、
決してウォータークラフトの後
ろにいないでください。稼動し
ているエンジンの後に人が立つ
と、高濃度の排気ガスを吸い込
む恐れがあります。一酸化炭素
を含む排気ガスを高濃度で吸入
すると、CO中毒、深刻な健康
障害や死亡に至ることがありま
す。

ガソリンによる火事や他の危
険の回避
ガソリンは可燃性が高く、非常に
爆発性があります。燃料の蒸気は
拡散し、エンジンから遠く離れた
火の粉や炎によって引火すること
もあります。火事や爆発の危険性
を低減させるために、以下の指示
に従ってください：
- 燃料の保存には、承認された赤
いガソリン容器だけを使ってく
ださい。

- 給油セクションの指示は厳密に
守ってください。

- エンジンコンパートメントにガ
ソリンの液やガソリンの蒸気の
臭気がある場合は、決して
ウォータークラフトを始動しな
いでください。

- 決して、燃料キャップが正しく
取り付けられていない状態で、
エンジンを始動、運転しないで
ください。

- ウォータークラフトのフロント
の貯蔵コンパートメントや他の
どの場所であっても、ガソリン
容器を運び込まないでくださ
い。

ガソリンは有毒で、傷害や死亡を
引き起こす場合があります。
- 決して、口によりガソリンをサ
イフォンしないでください。

- ガソリンを飲み込んだり、目に
入ったり、ガソリンの蒸気を吸
い込んだ場合は、すぐに医者に
かかってください。

ガソリンが体にかかった場合は、
石鹸と水で完全に洗い、衣服を着
替えてください。
高温部分による火傷の回避
特定のコンポーネントは操作中に
熱くなる可能性があります。火傷
を避けるために、運転中や運転直
後は接触しないでください。
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アクセサリーと改変
承認を受けていない改変や、BRP
が認定していないアクセサリーの
使用は止めてください。これらの
変更はBRPによる試験を受けてい
ないので、事故や負傷の危険性を
高め、ウォータークラフトの水上
での使用が不正となる場合があり
ます。
ウォータークラフトで使用できる
アクセサリーについては、認
定Sea-Dooディーラーにご相談く
ださい。
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特別な安全メッセージ
安全な運転に関して覚えてお
くこと
このウォータークラフトは、これ
までのウォータークラフトの性能
を大きく上回る性能を備えていま
す。初めて運行する場合や同乗者
を乗せる場合は、事前に『オペ
レーターズガイド』をよく読んで
理解し、ウォータークラフトの制
御や操船に十分慣れておくように
してください。そのような機会が
持てなかった場合は、他の遊泳者
や水上交通のない場所を選んで1人
乗りで練習をし、各操作装置の感
覚や応答に慣れてください。アイ
ドリング以上に回転を上げる場合
は、事前にすべての操作装置の扱
いに十分慣れるようにしてくださ
い。すべてのPWCの操縦性が同じ
であるとは限りません。操縦性は
モデルごとに異なり、大きく異な
る場合も少なくありません。
スロットルレバーをアイドルポジ
ションに戻すと方向制御がしにく
くなることを常に覚えておいてく
ださい。ウォータークラフトを旋
回させるときは、ステアリングと
スロットルの両方が必要です。障
害物を回避しようとするときは、
スロットルを離さないでくださ
い。操船にはスロットルが必要で
す。エンジンが停止すると、方向
制御がまったくできなくなりま
す。
大半のウォータークラフトにはブ
レーキはありませんが、テクノロ
ジーの進歩によりiBRTMシステムと
呼ばれるブレーキシステムを備え
たモデルをご提供できるようにな
りました。他の交通がない安全な
場所でブレーキ操作を練習して、
ブレーキ動作時の取扱いや、様々
な動作状況での停止距離に精通し
てください。

警告
停止距離は走行速度、積載荷重、
風、乗員の人数や水面の状況など
によって異なります。iBRレバー
(インテリジェントブレーキおよ
びリバース)を使用するオペレー
ターが指令するブレーキ力の強さ
も停止距離に影響します。
ブレーキをかける場合、乗員は減
速力に対して注意を払い、ウォー
タークラフト上で前に移動した
り、バランスを失うのを防がなけ
ればなりません。
iBRを装備したウォータークラフト
を操作する場合は、後続あるいは
近くで動作している他のボートは
同じように迅速には停止できない
ことに注意してください。
高速で航行していて初めてブレー
キをかけると、ウォータークラフ
トの後方の空中に水柱が急上昇
し、後続のウォータークラフトの
オペレータが、あなたのPWCをし
ばらく見失うことがあります。船
団の形式で後続しようとしている
ウォータークラフトのオペレータ
には、あなたのPWCのブレーキや
操船能力、水柱が示す意味、
ウォータークラフト間に十分な距
離を保つべきであることを知らせ
ておくことが重要です。
ウォータークラフトがかなりの速
度で前進しているときにiBRコント
ロールレバーを作動させると、制
動モードになり、iBRレバーのポジ
ションに比例して減速します。iBR
レバーを引っ張るほど、より大き
な減速力が発生します。iBRレバー
を徐々に作動させてブレーキ力を
調整し、同時にスロットルレバー
を戻すことに注意してください。
iBRシステムのブレーキ機能によっ
て、PWCが流れや風により漂うの
を防ぐことはできません。後方へ
の速度には制動効果はありませ
ん。また、ブレーキを使用するに
はエンジンが稼動していなければ
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ならないことにも注意してくださ
い。
ウォータークラフトのジェットス
ラストで負傷する恐れがありま
す。ジェットポンプが漂積物を巻
き上げて後方へ飛ばし、人が負傷
したり、ジェットポンプや他の部
分に損傷を与える場合がありま
す。
全ての安全ラベルの指示に注意し
てください。それらの指示は、安
全で楽しい運行のために記載され
ています。
特に保管用に設計されていないエ
リアには、何も保管しないでくだ
さい。
同乗者を乗せた場合はPWCの操作
性が異なり、より高い操船技能が
求められます。
このPWCには前後にアイレットが
装備され、ウォータークラフトの
係留や、トレーラーとの接続に利
用できます。このアイレットは、
水上スキーヤー、チューブまたは
ウェイクボード用の引き綱との接
続には使用できません。パラセイ
ルや他の船舶を牽引するために、
これらの固定ポイントやウォー
タークラフトの他のどの部分も使
わないでください。人の負傷や重
大な損傷に至る恐れがあります。
一部のモデルのPWCには水上ス
キー、チューブまたはウェイク
ボード用の引き綱を付けるのに使
用できる曳航用アイレットが装備
されています。パラセイルや他の
船舶を牽引するために、これらの
固定ポイントやウォータークラフ
トの他のどの部分も使わないでく
ださい。人の負傷や重大な損傷に
至る恐れがあります。
内燃エンジンの運転には空気が必
要です。したがって、このPWCを
完全防水にすることはできませ
ん。連続した急旋回、波を通して
船首を激しく上下させたり、
ウォータークラフトを転覆させる
と、吸気口の開口が水没し、水の
吸入による重大なエンジントラブ
ルの原因になることがあります。

この『オペレーターズガイド』の
使用上の諸注意のサブセクション
と保証のセクションを参照してく
ださい。
エンジン排気には一酸化炭素
（CO）が含まれ、大量に吸入する
と深刻な健康障害または死亡に至
る場合があります。狭い場所で
PWCを運転したり、係留中やラフ
ティング中などは一酸化炭素
（CO）がPWCの周囲や閉じた場所
などに溜まらないようにしてくだ
さい。他のPWCの排気による一酸
化炭素（CO）の危険性に注意して
ください。
さらに、水域自体に関する知識も
必要です。海流、潮汐、早瀬、航
跡や波などが、安全な運航に影響
します。波が荒い場合や悪天候下
でのウォータークラフトの使用は
推奨できません。
水深の浅い場所では十分な注意を
払い、ごく低速で走行してくださ
い。座礁や急激な停止は事故を招
き、ウォータークラフトを損傷さ
せます。また、水底の砂や異物が
ジェットポンプにより巻き上げら
れて後方へ飛ばされ、人や物に当
たる恐れがあります。
綱コードは常にオペレーターのPFD
または手首（リストストラップが
必要）につないでおくとともに、
ハンドルバーにからまないように
してください。これにより、オペ
レーターが転落した場合にエンジ
ンを自動的に停止することができ
ます。ライディング後は、子供や
他の人がエンジンを始動させてし
まうことのないように、エンジン
カットオフスイッチから綱コード
を外してください。綱コードを推
奨通りにつなげていないと、オペ
レーターが転落してもウォーター
クラフトのエンジンが停止しませ
ん。
自身の限界と技量の範囲内での操
船を心がけてください。
常に責任と安全に留意して操船し
てください。常識と節度を心がけ
てください。
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低速航行水域、環境およびその水
域を利用する他の人々の権利に十
分な注意を払ってください。PWC
の「オペレーター」および「オー
ナー」として、PWCの航跡による
他のウォータークラフトへの損害
に責任を持たなければなりませ
ん。誰にも海中にゴミを放り投げ
させないでください。
ウォータークラフトは十分な高速
性能を有していますが、高速走行
は理想的な条件が整い、なおかつ
高速走行が許されるような場合だ
けに限るよう強く推奨いたしま
す。速度が大きくなるほど高い技
量が求められ、重大な事故が発生
する可能性も高くなります。
旋回、波や航跡の通過、荒れた水
面上での走行、ウォータークラフ
トからの転落などによってライ
ダーの体にかかる力は、特に高速
の場合、骨折あるいはそれ以上の
重傷を招く恐れがあります。常に
余裕のある走行を心がけ、急旋回
は避けるようにしてください。
また、PWCは夜間使用するように
は設計されていません。
非常に波が荒い場合の乗船や、波
や航跡でジャンプするなどの極端
な操船は避けてください。
ウォータースポーツに参加する人
は、以下のガイドラインを守らな
ければなりません：
- 同乗者を乗せた場合はウォー
タークラフトの操作性が異な
り、より高い操船技能が求めら
れます。

- 同乗者の安全性と快適性を常に
考慮してください。

- 常に、認定された救命胴衣
（PFD）を着用してください。
適切にデザインされたPFDを着
用していれば、気絶したり意識
を失っても水上に浮かんでいら
れます。

- 水域を共有する他の人達に十分
配慮してください。

- 人が落下した場合には、直ちに
注意してください。彼または彼
女は単独で水中にいると弱りや

すく、他のボートとも会わない
かもしれません。

- 水中にいる人には、風下の側
（風の方向の反対側に）から接
近してください。人に接近する
前に、モーターを切ってくださ
い。

- 泳ぐ場合は、事前にエンジンを
停止し、ウォータークラフトを
錨で固定してください。

- 泳いでも安全であると示されて
いる水域でのみ泳いでくださ
い。通常は、遊泳域を示すブイ
でマークされています。一人
で、あるいは夜間は、泳がない
でください。

遊泳域を示すブイ
- 水上スキーヤー、チューブやウ
エイクボードに乗っている人の
すぐ後でウォータークラフトを
運転しないでください。
40 km/hの速度の場合、ウォー
タークラフトから60m前方の場
所で水に落ちた人を約5秒で追
い越してしまいます。

- 近くの水中に人がいる場合は、
エンジンを切って、綱コードを
エンジンカットオフスイッチか
ら取り外します。

- 潜水中のダイバーのフロートに
よって指定される水域からは、
少なくとも45mは離れてくださ
い。

怪我を避けてください！エンジン
がオフであっても、推進システム
やインテークグレートの近くには
人が近寄らないようにしてくださ
い。長い髪、ゆったりした衣服、
救命胴衣のストラップなどが可動
部分に絡んで、重大な怪我を負っ
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たり、溺れたりするおそれがあり
ます。浅瀬では、貝、砂、小石ま
たは他の物がジェットポンプに吸
い込まれ、後方に吹き飛ばされる
場合があります。

潜水中のダイバーのフロート
認定された合法で安全なウォー
タースポーツに関する詳細情報に
ついては、ウォータースポーツの
実行を考えている地域の法的権限
を持つ当局に問い合わせてくださ
い。
航行前に
安全上の理由と適切な整備のため
に、ウォータークラフトを使用す
る前に、必ず『オペレーターズガ
イド』が定める始業点検を行って
ください。
使用されているウォータークラフ
トの積載量や定員を超過しないで
ください。過積載は操縦性、安定
性、性能に悪影響を及ぼす可能性
があります。なお、荒海の場合は
積載能力が低下します。積載量や
��員プレートは、常識や良好な判断
の行使を怠る弁解にはなりませ
ん。
PWC、船体、エンジン、安全器材
や他の全てのボート用具を定期的
に点検し、安全な作動状態に保っ
てください。
少なくとも最低限必要な安全器
材、PFDや船旅に必要な全ての追
加用具が揃っていることを確認し
てください。

消火器を含む全ての救命器材が安
全な作動状態にあり簡単に利用で
きることを確認してください。全
ての乗員にPWCに保管されている
安全器材の場所を示し、全員が使
用方法を知っていることを確認し
てください。
天候に注意してください。出航前
に地元の天気予報を確認してくだ
さい。状況の変化に気を配ってく
ださい。
乗船中は航行域の正確で最新の水
路図を保ってください。航行前
に、予定している航行域の天候状
況を確認してください。
予定している旅程に十分な燃料を
保ってください。出航前や航行中
は、常に燃料レベルを確認してく
ださい。燃料の1/3は目的地のた
め、1/3は帰還のため、残りの1/3
は予備という原則を守ってくださ
い。逆の天気または他の遅れによ
る変化を考慮に入れてください。
オペレーターおよび同乗者が注意
すべきこと
PWCを操作する前に、Sea-Doo
PWCの全ての安全ラベル、『オペ
レーターズガイド』、その他の全
ての安全関連資料をよく読んで理
解し、SAFETY DVD(安全性DVD)ビ
デオを見てください。
適用される法律を遵守してくださ
い。ウォータークラフトを使用す
る場合は、その水域に適用される
地元および国の船舶関連法令を確
認してください。地元の航行規則
を学んでください。その水域で使
用されている航行システム（ブイ
や標識）についても十分に調べ、
内容をよく理解しておかなければ
なりません。
太陽、風、疲労あるいは病気は判
断力や反応時間を損なう場合があ
ることを覚えておいてください。
16才未満の人、あるいは視力、反
応時間、判断力または制御操作に
障害がある人による、このPWCの
操作は推奨されません。
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ウォータークラフトを運行すると
きは、常に綱コードを使用し、全
ての同乗者がその使用方法に精通
していることを確認してくださ
い。
オペレーターおよび同乗者が泳げ
ること、水中からPWCに戻る方法
を知っていることを確認してくだ
さい。水深の深いところでウォー
タークラフトに乗るには、かなり
の努力を要します。ウォーターク
ラフトを使用したり、水深の深い
場所に乗り入れたりする場合は、
事前に胸の高さ程度の水深の場所
で水中からウォータークラフトに
戻る練習をしてください。オペ
レーターおよびすべての同乗者は
常にPFDを着用し、航行時には特
別な注意を払う事を忘れないでく
ださい。
誰かがウォータークラフトの後部
付近にいるときは、絶対にハンド
ルバーを回さないでください。ス
テアリング用可動部品（ノズル、
iBRゲート、リンケージ等）には人
を近づけないでください。
付近の水中やウォータークラフト
の後部付近に人がいる場合は、決
してウォータークラフトを始動、
操作しないでください。
エンジンの始動、停止の際やiBRレ
バーを使用するときは、iBRゲート
の動きに気をつけてください。
ゲートの自動的な動きによって、
後部につかまっている人やPWCに
乗っている人の指やつま先を挟み
込むことがあります。
ウォータークラフトの始動時はオ
ペレーターも同乗者もシートに正
しく座り、しっかりつかまり、走
行中はつねにその状態を保ってく
ださい。同乗者には、備え付けの
グリップを使うか、前の人の腰に
つかまるようにさせてください。
きちんと着席すれば、各々の同乗
者は各自の両足を足下の平らな空
間にしっかりと置けるはずです。
波の上を走る場合、同乗者は水面
からの衝撃を和らげるために、足

を使って体を席から多少上げるこ
とが推奨されます。
ブレーキをかけたり減速する場
合、乗員は減速力に対して注意を
払い、ウォータークラフト上で前
に移動したり、バランスを失うの
を防がなければなりません。
特に同乗者を乗せた状態でPWCを
加速する場合は、発進時か走行中
かに関わらず、徐々に加速するよ
うにしてください。急加速を行う
と同乗者がバランスを崩したり、
ウォータークラフト後方に落水す
る恐れがあります。急加速時には
同乗者にその旨を知らせるか、同
乗者が急加速を予測できるように
してください。
落水やジェットスラストノズルに
近づくことによって体腔内に水が
入ると、内臓に重大な損傷を与え
る恐れがあります。したがって、
ウェットスーツの下半身部分の着
用を強く推奨いたします。
エンジンがかかっているときは、
インテークグレートに近づかない
でください。長い髪、ゆったりし
た衣服、救命胴衣（PFD）のスト
ラップなどが可動部分に絡むこと
があります。
ブレーキをかけている間にスロッ
トルレバーを押し下げると、iBRシ
ステムがﾕｰｻﾞｰによるスロットルの
指令を無効にします。スロットル
レバーを押し下げたままiBRレバー
を放すと、スロットルの指令が再
び制御を取り戻し、短い遅延の後
に加速が生じます。加速が不要な
ら、スロットルレバーを放してく
ださい。
再搭乗する場合は、エンジンがオ
フであり、綱コードをエンジン
カットオフスイッチから取り外し
てあることを確認してください。
人がウォータークラフトに乗ろう
としている場合や近くにいる場
合、あるいはインテークグレート
から海草や異物を取り外す場合
は、誤ってエンジンを始動してし
まうことのないよう、必ずエンジ
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ンカットオフスイッチから綱コー
ドを外してください。
PWC使用時は、旋回半径を小さく
するために足を水中に入れないで
ください。
未成年者による操縦
未成年者によるウォータークラフ
トの操縦は、常に成人が監視して
ください。最低年齢に関する法律
や未成年者の免許に関する要件
は、法域によって異なります。使
用を考えている法域におけるPWC
の合法的な操船に関する情報は、
必ず地域の船舶運行に関する当局
に問い合わせてください。BRPは、
ウォータークラフトの操作は16才
以上に限ることを推奨いたしま
す。
薬物やアルコール
薬物やアルコールを摂取した場合
は、決してPWCを使用しないでく
ださい。自動車の運転と同様に、
ウォータークラフトの操船には冷
静で、注意深く、機敏であること
が必要です。酔っている場合や、
薬物の影響を受けている場合に
ウォータークラフトを操縦するこ
とは危険であるだけでなく、重大
な罰則を伴う連邦法の違反にもな
ります。これらの法律は、厳しく
適用されます。薬物やアルコール
の使用は、単独であれ組み合わせ
であれ、反応時間を低下させ、判
断力を鈍らせ、視覚を損ねて、安
全にウォータークラフトを操縦す
る能力を阻害します。

警告
アルコールとボートは別にお楽し
みください！薬物またはアルコー
ルの影響を受けて操縦すること
は、同乗者、他の船の乗員および
あなた自身の命を危険にさらしま
す。連邦法は、アルコールまたは
薬物の影響を受けた状態でウォー
タークラフトを操縦することを禁
止しています。

ウォータースポーツと曳航に
ついて

警告
怪我を避けてください！このPWC
は、他の物体の曳航または牽引用
途、およびいかなるウォータース
ポーツ用途としても設計されてい
ませんし、そのような用途で使用
すべきではありません。

低体温
低体温、正常以下の体温にいたる
体熱の損失は、ボートの事故にお
ける死亡の重要な原因です。人は
低体温になると、意識を失い、溺
れます。
PFDは、その断熱効果により、生
存可能時間を長くできます。
当然、水がより暖かければ、断熱
はあまり必要ではありません。冷
たい水中(4 °C以下)で動作する場
合、ベストスタイルのPFDより体
を広くカバーするので、コートま
たはジャケットスタイルのPFDの
着用を考慮してください。
低体温に対する保護について覚え
ておくべきポイント：
- 水中に浮いている間、近くの
ウォータークラフト、仲間の生
存者あるいは乗り出すか、登る
ことができる浮遊物に達するま
では、泳ごうとしないでくださ
い。不要に泳ぐと、体熱損失率
を上昇させます。冷たい水中
で、頭を水に入れることを必要
とする水難救助法は推奨されま
せん。頭は、常に水上に出して
おいてください。これは、大い
に体熱損失を少なくし、生存可
能時間を長くします。

- 生存と救出について積極的な態
度を保ってください。こうする
ことで、救出までの生存時間を
長くさせる可能性を向上させま
す。あなたの生きる意志が違い
を生じさせます！
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- 水中に複数の人がいる場合は、
一緒にいることが推奨されま
す。この行動は、熱損失の率を
減らして、結果として生存時間
を長くさせる傾向があります。

- 常にPFDを着用してください。
あなたが水に落ちた時点でPFD
を着用していなければ、PFDは
低体温症の影響を避ける点では
役立ちません。

安全な航路
多くの国が、安全なコースで航海
することを推奨、要求していま
す。地元の所管官庁に相談してく
ださい。
ウォータークラフトを使用する場
合は、その水域に適用される地元
および国の船舶関連法令を確認し
てください。地元の航行規則を学
んでください。その水域で使用さ
れている航行システム（ブイや標
識）についても十分に調べ、内容
をよく理解しておかなければなり
ません。
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アクティブテクノロジー(iCONTROL)
はじめに
注意このセクションで説明する機
能や特徴はすべてのモデルのPWC
に当てはまるわけではありません
し、オプションとして利用できる
場合もあります。
iControlTM (インテリジェント制御
システム)は、ハンドルバーから手
を放さなくてもオペレータが多く
のシステムを制御できる環境を提
供します。
すべてのコントロールはオペレー
ターの指で操作でき、ボタンを押
すか、レバーを引くことによって
起動します。このため、オペレー
ターは水面に集中して操船を続け
られます。
各々の制御は電子式であり、設定
されたパラメータの範囲内でその
システムの適切な動作を保証する
機能を備えた電子モジュールに命
令信号を提供します。
iControlの様々なシステムは次のよ
うにグループ化されます。
- iTCTM (インテリジェントスロッ
トルコントロール)

- iBR (インテリジェントブレーキ
およびリバース)

- O.T.A.S. (オフスロットルアシス
テッドステアリング)。

これらのシステムは協調して機能
し、オペレーターの入力に対する
ウォータークラフトの反応の改
良、操作性と制御性の向上などを
可能にします。
オペレーターは、この『オペレー
ターズガイド』に記載されている
全ての情報を読み、このウォー
タークラフト、そのシステム、制
御、能力と制限について理解する
ことが極めて重要です。
iTC(インテリジェントスロッ
トルコントロール)
このシステムは、ECM(エンジンコ
ントロールモジュール)への指令信

号を提供する電子的スロットルコ
ントロール(ETC)を使用していま
す。このシステムでは、従来型の
スロットルケーブルは不要です。
iTCには、以下のような動作モード
があります：
- スポーツモード
- ECOモード
O.T.A.S.TM(オフスロットルアシス
テッドステアリング)は、iTCによっ
てコントロールすることもできま
す。
スポーツモード
スポーツモードでは、エンジンの
動作範囲を通じて最大のエンジン
出力を使用できます。
詳細な指示は、動作モードのサブ
セクションを参照してください。
ECOモード
ECOモードを選択していると、燃
料消費を低減させるために、最的
なクルーズ速度を維持できるよう
にエンジンのRPMが制限されま
す。
詳細な指示は、動作モードのサブ
セクションを参照してください。
O.T.A.S.TMシステム (オフスロット
ルアシステッドステアリング)
O.T.A.S. (オフスロットルアシステッ
ドステアリング)システムは、オフ
スロットル状態での追加の操作性
を提供します。
O.T.A.S.システムは、オペレータが
フルターンを開始して、同時にス
ロットルを放した場合に、電子的
に起動します。
制限
O.T.A.S.システムは、いかなる状況
においても制御の維持や衝突の回
避を支援することはできません。
詳細は、使用上の諸注意のサブセ
クションを参照してください。
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ラーニングキーモード
Sea-DooTMラーニングキーは、
ウォータークラフトの速度を制限
して、初めて操縦する人や経験の
浅いオペレーターが、不安を感じ
たりコントロールを失ったりせず
にウォータークラフトの操縦方法
を学べるようにします。
制限
ラーニングキーを使用していて
も、ウォータークラフトの操作が
初心者の能力以上のものを必要と
する場合があります。
詳細は、動作モードのサブセク
ションを参照してください。
iBR(インテリジェントブレー
キおよびリバース)
このウォータークラフトでは、iBR
システム(インテリジェントブレー
キおよびリバース)と呼ばれる電子
的制御のブレーキおよびリバース
のシステムを使用しています。
iBRモジュールは、iBRゲートの位
置をコントロールして以下を行い
ます：
- 前進
- リバース（後退）
- ニュートラル
- ブレーキ
オペレータは、前進位置の場合は
スロットルレバーを、ニュートラ
ル、後退およびブレーキの場合に
はiBRレバーを使用して、iBRゲー
トのポジションを制御します。
注意iBRレバーを使用してゲートの
ポジションを変更する指令が出せ
るのは、エンジンが稼動している
間だけです。
直進、回転、高速または低速、あ
るいはドック入りの際のウォー
タークラフトの後退や非常に狭い
場所での操船など、どんな場合で
も使用できるので、iBRシステムの
使用によってウォータークラフト

の停止距離を短縮し、操作性を大
きく向上できます。
理想的な条件下で、経験豊富なオ
ペレータ-であれば、iBRシステム
を装備したウォータークラフトの
初速80 km/hからの停止距離を一
定して約33%短縮できます。
制限
iBRシステムを装備していても、
ウォータークラフトには陸上の乗
り物のような能力はありません。
初速、荷重、風、水流、水面の状
況やブレーキの量などにより、停
止距離は大きく変化します。
iBRシステムは後方への動きには全
く効果がありません。
ウォータークラフトが水流や風に
よって漂うのを防ぐことはできま
せん。

警告
- 船団の形式で後続しようとし
ているウォータークラフトの
オペレータには、あなたの
PWCのブレーキや操船能力、
水柱が示す意味、ウォーター
クラフト間に十分な距離を保
つべきであることを知らせて
おくことが重要です。

- 近くで後続または航行してい
る他のボートは、同じように
迅速には停止できないかもし
れないことに注意してくださ
い。
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安全器材
必要な安全器材
オペレーターと同乗者には、PWC
での使用に適した認定の救命胴衣
（PFD）の着用が義務付けられて
います。
オペレーターと乗員は、乗船状況
や個人の好みに合わせて、シャッ
タープルーフのメガネを使用でき
るようにしておく必要がありま
す。
風や水の飛沫、高速走行などに
よって水が目に入り、視界がぼや
けてしまうことがあるからです。
ウォータークラフトの所有者とし
て、あなたには全ての必要な安全
装備をボートに備える責任があり
ます。さらに、あなた自身や同乗
者の安全のために必要と思われる
追加装備の用意も検討するべきで
す。必要な安全装備に関する国や
地域の規制を確認してください。
規制によって要求される安全装備
は必須です。地域の規制が追加の
装備を要求する場合、それは所管
官庁によって認定されたものでな
ければなりません。最低限度必要
な装備としては以下があります。
- 救命胴衣(PFD)
- 最低15mの浮揚性のヒービング
ライン

- 防水懐中電灯または認定発炎筒
- 信号装置
- 音響発生装置(エアホーンまた
はホイッスル)。

推奨される保護用具
PWCのオペレーターと同乗者は、
以下のような身体を保護用具を必
ず着用してください。
- ウェットスーツの下半身部分、
あるいは織り目が細かく体に
合った服で、同等の保護効果が
期待できるもの。例えば、薄手
の自転車用ショーツは適切であ
りません。落水やジェットスラ
ストノズルに近づくことによっ
て体腔内に水が入ると、内臓に
重大な損傷を与える恐れがあり

ます。通常の水着では、男女を
問わず、高圧の水が下半身から
体内へ浸入するのを十分に防ぐ
ことはできません。

- 靴、グローブ、安全ゴーグルま
たはメガネの着用を推奨いたし
ます。足にも軽量かつ柔軟な保
護具を着用するようにしてくだ
さい。これは、水中の鋭い岩な
どによる怪我の防止に役立ちま
す。

救命胴衣(PFD)
ウォータークラフトに乗船する場
合、必ず全員が救命胴衣(PFD)を常
に着用する必要があります。PFD
が、使用する国の規制に適合して
いることを確認してください。
PFDは頭や顔を水上に出しておく
のを助け、水中にいる間、安全な
姿勢でいるのを助ける浮力を提供
します。PFDを選ぶ際は、体重と
年齢を考慮してください。PFDが
提供する浮力は、水中で体重を支
えられる程度でなければなりませ
ん。PFDのサイズは着用者に合っ
ていなければなりません。PFDの
サイズを決めるのに使用する一般
的な方法は体重と胸囲です。連邦
法や地域の規制に適合する適切な
数とタイプのPFDが船上に装備さ
れており、同乗者が保管場所や使
用方法を知っていることを保証す
るのはオーナーの責任です。
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PFDのタイプ
5種類の認定済みPFDがあります。
PFDタイプI、着用型、このタイプ
は最大の浮力を備えています。そ
のデザインは、水中で大部分の意
識を失った人をうつ伏せの位置か
ら、垂直または少し後方に、仰向
けの位置まで回転させることを考
慮しています。そのため、生存の
可能性を大いに高めることができ
ます。タイプIは、すべての水域、
特に救出が遅れる可能性がある沖
合の場合に最も効果的です。ま
た、波が荒い場合にも最も効果的
です。

タイプ I—着用型
PFDタイプII、着用型、タイプIと
同様に着用者を回転させますが、
タイプ I ほど効果的ではありませ
ん。タイプ II が同じ条件下で回転
させられる人数は、タイプ I と同
じではありません。例えば、一般
的に他の人も水中での活動に熱中
しており、迅速に救出される可能
性がある区域では、このPFDの使
用が好ましいかもしれません。

タイプ II—着用型
PFDタイプ III、着用型、着用者を
垂直、あるいはわずかに後方の位

置に配置させます。着用者を回転
させません。着用者を垂直、ある
いはわずかに後方の位置で支え、
うつ伏せには回転させません。タ
イプ II のPFDと同程度の浮力であ
り、他の人々がウォーターアク
ティビティを楽しんでいるような
区域に適しています。

タイプ III —着用型
PFD タイプ V、着用型、着用しな
ければなりません。膨らますと、
タイプ I、Il または III のPFDに相当
する浮力を提供します。しかし、
しぼんでいる場合は、人々をサ
ポートできません。

タイプV—着用型

ヘルメット
重要な注意点
ヘルメットは、頭部への衝撃を緩
和できるように設計されていま
す。ほとんどのモータースポーツ
においては、ヘルメットの着用が
その欠点を補って余りあることは
明らかです。しかし、パーソナル
ウォータークラフトなどのような
モーターウォータースポーツの場
合、水上であることに伴う特別な
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リスクがあるため、このような利
点は必ずしもあてはまりません。
利点
ヘルメットは、衝突の際に相手の
ウォータークラフトに当たる場合
など、頭部表面への衝撃による怪
我のリスクを低下させます。同様
に、チンガードの付いたヘルメッ
トは顔面、顎、歯などの負傷防止
に役立ちます。
リスク
一方で、ウォータークラフトから
転落した場合など一部の状況で
は、ヘルメットが“バケツ”のよう
に水を捉えてしまい、首や脊椎に
大きな力が加わる恐れがありま
す。これは窒息、首や脊椎の重大
な損傷や回復不能な損傷を招き、
最悪の場合は死亡に至ります。
また、ヘルメットが周囲の視界や
聴覚を妨げたり疲労をもたらすこ
とによって、衝突の危険が増す恐
れもあります。
リスクと利点の兼ね合い
ヘルメットを着用すべきか否かの
判断にあたって最も望ましいの
は、具体的な航行環境や個人的経
験を考慮することです。交通の多
い水域であるか？どのようなライ
ディングスタイルか？などです。
結論
どのような選択をした場合でも、
ある種のリスク最小限に抑えるこ
とはできる一方、他のリスクは増
大します。従ってヘルメットを着
用するかどうは、具体的な状況に
基づいてその都度判断を下す必要
があります。
ヘルメットを着用することにした
場合は、さらに、その状況にはど
のタイプが最も適しているかを判
断しなければなりません。ヘル
メットはDOT規格またはスネル規
格を満たすものを探し、可能であ
ればモーターウォータースポーツ
用に設計されたものを選んでくだ
さい。

追加で推奨される装置
安全で、楽しい航行のために、追
加の装置も入手することを推奨い
たします。このリストは、すべて
は含んでいませんが、入手を検討
すべきアイテムを含んでいます。
- 地域の地図
- 救急箱
- 曳航用ロープ
- 発炎筒
- 係船コード。
また、防水バッグやコンテナに携
帯電話を入れておくのも有用で、
遭難した場合や陸上と連絡を取る
場合に使用できる場合がありま
す。
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練習の実行
練習して、水上へ出る前にウォー
タークラフトのすべての制御、機
能および操船の特性に習熟してお
くことは非常に良いアイデアで
す。
必ず、綱コードをエンジンカット
オフスイッチに、クリップをPFD
かリストストラップにしっかりつ
ないでください。
練習を行う場所
練習を行うのに適している場所を
見つけてください。以下の条件を
満たす場所でなければなりませ
ん：
- 水上交通がない
- 障害物がない
- 遊泳者がいない
- 流れがない
- 操作するのに十分なスペース
- 水深が適切である。
練習の実行
一人で以下の練習を行います。
旋回
低速で、両方向へ丸く旋回する練
習をします。自信が付いてきた
ら、難度を上げて｢8｣の字を描いて
みましょう。
これをマスターしたら、速度を上
げて、上記の練習を行います。
停止距離
様々な速度とブレーキ力で、直線
でウォータークラフトを停止させ
る練習をしてみます。
停止距離は、ウォータークラフト
の速度、水面、水流や風によって
影響を受けることを覚えておいて
ください。
リバース（後退）
リバース操作を練習して、リバー
スではウォータークラフトがどの
ように動作するか、ステアリング
の入力にどのように反応するかを
学びます。

注意必ず、この練習を低速で行っ
てください。
障害物の回避
スロットルを維持しながら、
ウォータークラフトのステアリン
グを操作して、障害物（水上に仮
想のポイントを選びます）を回避
する練習を行います。
練習を繰り返しますが、旋回中に
スロットルを放してみます。
注意この練習で、ウォータークラ
フトの方向を変えるにはスロット
ルが必要であることを学びます。
ドック入れ
スロットル、iBRレバーおよびステ
アリングを使用してドック入れを
練習することで、PWCの反応に習
熟し、コントロールの技量を磨き
ます。
注意後退時、反対側にステアリン
グを切ることを覚えておいてくだ
さい。
無視してはならない重要な要
素
さらに、以下の条件はウォーター
クラフトが様々な操作に対してど
のように反応するかに直接影響す
ることを必ず覚えておいてくださ
い。
- 積載荷重
- 流れ
- 風
- 水面の状況
必ずこれらの状況に気を配り、適
切に対応してください。可能であ
れば、さらにこうした状況で練習
してください。
難しい操作の場合、最善の助言は
必ず最低速度まで減速することで
す。
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航行規則
運航規則
ウォータークラフトによる走行
は、標識のない高速道路や道路上
の走行に例えることができます。
他の船舶との衝突の防止あるいは
回避のために、運航規則には必ず
従ってください。これは単なる常
識ではなく、法令で定められてい
ます！
通常は右側を航行し、他のウォー
タークラフト、ボート、遊泳者や
障害物との間に安全な距離を保ち
ながら回避します。
下の図は、方向の参照点として使
われるボートの異なる部分を示し
ており、船首(バウ)がボートの正面
です。ボートの左舷側（左側）は
赤色灯によって、右舷の側（右
側）は緑色灯によって視覚的に認
識されます。

代表的な例 -方向の参照点
1. 赤色灯
2. 緑色灯（回避方向）
交差
前方の船舶に進路の権利を譲っ
て、右側に回避します。決して船
舶の前を横切らず、相手の赤色灯
を見て、相手にはこちらの緑色灯
が見えるようにします(相手側に進
路の権利があります)。
パーソナルウォータークラフト
(PWC)にはこうした色灯はありま
せんが、規則は適用されます。

代表的な例
街路の交通信号と同様に、赤い灯
が見える場合は、停止して、進路
を譲ります。他の船舶が右にあ
り、相手に進路の権利がありま
す。
緑の灯が見える場合は、注意しな
がら通り過ぎます。他の船舶が左
にあり、あなたに進路の権利があ
ります。
対向の場合
互いに右へ回避。

代表的な例

追い越し
他の船舶に進路を譲り、距離を保
ちます。

代表的な例

航行システム
標識やブイなどの航行支援設備
は、安全な水路の確認に役立ちま
す。ブイは、そのブイの右側（右
舷）を通過すべきか左側（左舷）
を通過すべきか、あるいは、どの
水路を進むべきかを示します。ブ
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イは、低速航行水域や減速水域な
どの制限水域や管理水域に入りつ
つあるかどうかも示します。ま
た、危険や特別な航行情報を示す
こともあります。標識は岸や水上
に設置されています。これらの標
識でも、速度制限、無動力船舶や
無動力航行、停泊、その他の有効
な情報を表わすことができます。
（各種標識は形状で、ある程度識
別できます）。
ウォータークラフト使用水域にお
いて水路に適用される航行システ
ムをよく理解しておくようにして
ください。
衝突回避
障害物を回避しようとするとき
は、スロットルを離さないでくだ
さい。エンジンのパワーやジェッ
トポンプの推進力がウォーターク
ラフトの操船に必要です。
他の遊泳者、ボート、障害物など
に対する見張りを常に怠らないで
ください。自分自身の視界が制限
されたり、他の人から見えにくく
なったりするような状態に陥らな
いよう、十分な注意が必要です。
レクリエーションを楽しむ他の
人々や周囲の人々の権利を尊重
し、常に他のウォータークラフ
ト、ボート、人や障害物などから
安全な距離を保ってください。
航跡や波のジャンプ、波打ち際の
走行、ウォータークラフトのしぶ
きを他の人にかける、といった行
為は禁物です。ウォータークラフ
トの能力や自分自身の技量に関す
る判断を誤ると、他のボート、
ウォータークラフトや人に衝突す
る恐れがあります。
このウォータークラフトは他の
ボート類よりも小さな半径で旋回
することができますが、緊急の場
合を除き高速での急旋回は行わな
いでください。このような操作
は、第三者から見た場合の回避や
進路予測を困難にします。また、
オペレーターや同乗者が落水して
しまう恐れもあります。

大半の他のウォータークラフトと
は異なり、このPWCにはブレーキ
システム(iBR)があります。
iBRを装備したウォータークラフト
を操作する場合は、後続あるいは
近くで動作している他のボートは
同じように迅速には停止できない
ことに注意してください。
速度が出ていて、最初にブレーキ
をかけると、ウォータークラフト
の後方で空中まで水柱が立ち上が
り、ブレーキが動作していること
を示します。
船団の形式で後続しようとしてい
るウォータークラフトのオペレー
タには、あなたのPWCのブレーキ
や操船能力、水柱が示す意味、両
者の間に十分な距離を保つべきで
あることを知らせておくことが重
要です。
停止距離は走行速度、積載荷重、
風、水面の状況などによって異な
ります。
障害物を回避する望ましい操作
は、スロットルを開けながら操縦
することですが、一杯にブレーキ
を入れてiBRを使用することで、障
害物を回避できる適切な方向へ旋
回することもできます。
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燃料
給油の手順

警告
ガソリンは可燃性であり、特定の
条件下では爆発性があります。常
に換気のよい場所で作業を行って
ください。近くで喫煙したり、裸
火や電気スパークを近づけたりし
てはいけません。
1. エンジンを止めます。

警告
給油を行う前に必ずエンジンを止
めてください。
2. 必ず全員がウォータークラフ
トから降りてください。

3. ウォータークラフトを給油用
桟橋にしっかりと係留しま
す。

4. 手近なところに消火器を用意
してください。

5. フロントストレージコンパー
トメントカバーを開けます。

6. 燃料タンクキャップをゆっく
り緩めます。

代表的な例
1. 燃料タンクキャップ

警告
燃料タンクに圧力がかかってお
り、燃料タンクキャップを外す時
に燃料の蒸気が放出される場合が
あります。
7. ガソリンポンプの噴出口を
フィラーネックに挿入し、燃
料タンクを満たしてくださ
い。

警告
燃料をこぼさないために、燃料タ
ンクから空気が逃げるようにゆっ
くりと燃料タンクに注いでくださ
い。
8. ガソリンポンプのノズルハン
ドルがリリースされたらただ
ちに給油を止めて、少し待っ
てから噴出口を抜きます。よ
り多くの燃料を燃料タンクに
入れるために、ガスポンプの
ノズルを引き込むことはしな
いでください。

警告
燃料を入れすぎたり、給油口ぎり
ぎりまでガソリンを入れたり、
ウォータークラフトを日の当たる
場所に長時間置かないようにして
ください。温度の上昇と共にガソ
リンが膨張して、オーバーフロー
することがあります。
9. 燃料タンクキャップを再取り
付けして、時計まわりにしっ
かり締めます。

警告
給油時にこぼれた燃料は必ず
ウォータークラフトから拭き取っ
てください。
10. 燃料補給後は、必ずシートを
開けて、エンジンコンパート
メントでガソリンの蒸気の匂
いがしないことを確認してく
ださい。
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警告
ガソリンの液やガソリンの蒸気の
匂いがある場合は、決してウォー
タークラフトを始動しないでくだ
さい。

燃料に関する要件
お知らせ新しいガソリンを必ず使
用します。ガソリンは放っておく
と酸化します。酸化すると、オク
タン、揮発性化合物の損失、およ
びガムやワニスの蓄積が起こり、
燃料システムを損傷しかねませ
ん。
アルコールとの燃料のブレンディ
ングは国および地域によって異な
ります。ご使用されている船体は
推奨される燃料を使用するために
設計されていますが、次のことに
注意してください。
- 政府の規制によって定められて
いるアルコール割合を超えるア
ルコールを含む燃料を使用する
ことは推奨されておらず、もし
使用した場合、次のような燃料
システムコンポーネントの問題
が発生しかねません。
• 始動および操作時の困難。
• ゴムまたはプラスチック部
品の老化。

• 金属部品の腐食。
• 内部エンジン部品への損
傷。

- ガソリンのアルコール度が政府
の現在の規制を超えていると考
えられる場合、燃料漏れまたは
その他の燃料システムの異常が
ないか常に点検してください。

- アルコールがブレンドされた燃
料は水分を引き付けて保持し、
燃料の相分離につながる恐れが
あり、エンジンの性能上の問題
またはエンジンの損傷を引き起
こす可能性があります。

推奨燃料
オ ク タ ン 価 が 9 1 の A K I
(RON+MON)/2、またはオクタン価

が95のRONを含んだプレミアム無
鉛ガソリンを使用してください。
お知らせ他の燃料を試したりしな
いこと。不適当な燃料を使用する
と、エンジンまたは燃料システム
の損傷を招きかねません。
北米
お知らせ E85のラベルの燃料ポン
プからの燃料は絶対に使用しない
でください。
E15のラベルの燃料の使用は、U.S.
EPA（米国環境保護庁）の規制に
より禁止されています。
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トレーラーによる運搬情報
お知らせバンクの幅を含むトレー
ラーの木製バンクの幅は、船体の
全長を支えられるように調整しな
ければなりません。トレーラーの
木製バンクの両方の端が、ウォー
タークラフトの長さを上回らなけ
ればならないというわけではあり
ません。
ウォータークラフトの重量を適切
に支えられるように、ウォーター
クラフトの重心が車輪の少し前に
来るようにトレーラーの車輪の位
置を確認してください。

警告
このウォータークラフトを立てて
運搬するのはやめてください。通
常の使用時の姿勢でウォーターク
ラフトを運搬することを推奨いた
します。
その地域におけるトレーラーの牽
引に適用される法律や規制、特に
次のような点を確認してくださ
い。
- ブレーキシステム
- 牽引車両の重量
- バックミラー。
ウォータークラフトを牽引トレー
ラーで運搬する場合は、次のよう
な点に注意してください：
- メーカーが推奨する、牽引車両
の最大重量とタング重量限度を
遵守してください。

- ウォータークラフトを前後（バ
ウ/スターン） のアイレットを
使って拘束し、トレーラーに
しっかり固定してください。必
要があれば、さらに追加の固定
ベルトを使用してください。

- 燃料タンクのキャップ、フロン
トストレージコンパートメント
のカバー、グローブボックスの
カバーやシートなどが適切に固
定されていることを確認してく
ださい。

- トレーラー牽引の安全に関する
注意事項を守ってください。

お知らせそれらの部分が完全に損
傷するおそれがあるので、シート
またはグラブハンドルの上にロー
プや固定ベルトをかけないでくだ
さい。ロープや固定ベルトが
ウォータークラフトのボディに触
れる可能性のある場所では、布く
ずや同等のプロテクターなどで
ロープまたはベルトを包んでくだ
さい。

警告
トレーラー輸送の前に、シートの
ラッチがしっかりかかっているこ
とを確認してください。
Sea-Dooカバーを取り付けると
ウォータークラフトを保護するこ
とができます。特に未舗装路を牽
引する場合は、エアインテークか
らの埃の侵入を防ぎます。

警告
ウォータークラフトをトレーラー
で運搬する場合、決してウォー
タークラフトには装置を放置しな
いでください。
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重要な製品に貼付されたラベル
製品表示票
このウォータークラフトには、安全性についての重要な情報を記載した
製品表示票およびラベルが付属しています。

製品表示票 -ハンドルバーに添付

ウォータークラフトの安全ラベル
これらのラベルは、オペレーター、同乗者（2つまで）または周囲の人々
の安全性のために船体に貼付されています。
ウォータークラフトには、以下のページに示すようなラベルが記載され
ています。ラベルが剥がれたり読めなくなったりした場合は、新しいラ
ベルに交換してください。Sea-Doo認定ディーラーまでお問い合わせく
ださい。
ウォータークラフトを操縦する前に、これらの各ラベルを注意深く読ん
でください。
注意最初のウォータークラフトの図は、様々なラベルのおおよその位置
を示しています。点線はそのラベルが外側の表面にはないことを示し、
一部のシートまたはカバーは開けないとラベルが見えません。
注意このガイドおよび船体でなんらかの不一致がある場合、船体の安全
性ラベルがこのガイドのラベルより優先されます。
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ウォータークラフトの安全ラベルの添付箇所

ラベル 1
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ラベル 2
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ラベル 3

ラベル 4

ラベル 5

ラベル 6

ラベル 7

ラベル 8
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ラベル 9

ラベル 10

ラベル 11

ラベル 12

ラベル 13 ラベル 14
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ラベル15-カナダ適合性通知(カナダ向けモ
デルのみ)

ラベル 16 - 代表的な例(北米以外のウォー
タークラフト)

ラベル 17

ラベル 18
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適合ラベル

適合ラベルの位置

ラベル 1-排出ガス制御ラベル

ラベル2 -北米のみ

ラベル 3：代表的な例
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乗船前の点検

警告
乗船する前に必ず乗船前点検を実施します。乗船前点検は、不具合や
問題点の発見に役立ちます。発見した問題に対処して、故障または事
故のリスクを低減します。必要に応じてSea-Doo認定ディーラーまでお
問い合わせください。

ウォータークラフトを水に浮べる前に実施するべきこと
警告

別段の規定がない限りは、次の各項目の確認を行うまではエンジンを
かけず、必ず綱コードキャップをエンジンカットオフスイッチから外
しておいてください。
注意エンジンを始動して発進にする前に、ウォータークラフトの後部を
縦方向に揺さぶって、推進システムとリバースシステム付近に蓄積され
た砂を振り落としてください。
ウォータークラフトを水に浮べる前に、次のテーブルに一覧表示されて
いる項目を点検してください。

✓作業内容項目
点検ハル(船体)

点検／清掃。ジェットポンプウォーターインテー
ク

締めるドレンプラグ
燃料を補給燃料タンク
目に見える燃料漏れやガソリンの蒸
気の匂いを点検。エンジンコンパートメント

点検／補充。エンジンオイルレベル
点検／補充。エンジン冷却液レベル
作動を点検ステアリングシステム
作動を点検スロットルレバー
作動を点検iBRレバー

しっかり閉じられ、ラッチがかかっ
ていることを確認

フロントストレージコンパートメン
トカバー、グローブボックスやシー
ト

作動を点検
エンジンカットオフスイッチおよび
エンジンの[スタート/ストップ]ボタ
ン
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ハル(船体)
船体にひび割れやその他の損傷が
ないか点検してください。
ジェットポンプウォーターイン
テーク
水草、貝殻、異物などを取り除い
てください。これらは水の流れを
妨げ、推進ユニットを損傷する可
能性があります。必要に応じて清
掃してください。どうしても除去
で き な い も の が あ る 場 合
は、Sea-Doo認定ディーラーに整
備を依頼してください。

代表的な例—これらの部分を点検
1. ウォーターインテーク
2. ライドプレート
ドレンプラグ
ビルジドレンプラグをしっかりと
締めてください。

代表的な例 -ビルジドレンプラグの位置
1. ドレンプラグ
2. 締まる
3. 緩む

警告
ウォータークラフトを水に浮べる
前に、ビルジドレンプラグが正し
くしっかりと締まっていることを
確認してください。
燃料タンク
燃料タンクに給油します。

警告
給油の手順セクションの指示は厳
密に守ってください。
エンジンコンパートメント
エンジンコンパートメントで燃料
の蒸気の匂いがしないか点検して
ください。

警告
漏れがあったりガソリンの臭気が
感じられる場合は、電源を入れた
り、エンジンを始動しないでくだ
さ い 。 そ の ま ま 使 用 せ ず
に、Sea-Doo認定ディーラーにご
相談ください。
エンジンコンパートメントにアク
セスするには、シートを開けま
す。

エンジンコンパートメント、シートを取り
外した状態

エンジンオイル
オイルレベルがメンテナンスの手
順のセクションで指定された範囲
内にあることを確かめてくださ
い。
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エンジン冷却液
冷却液レベルがメンテナンスの手
順のセクションで指定された範囲
内にあることを確かめてくださ
い。
エンジン本体、ビルジ内、ライド
プレートに冷却液の漏れがないか
点検してください。
注意ウォータークラフトを水

から上げた状態でエンジンを回す
と、エンジンやライドプレートの
熱交換器がたいへん熱くなりま
す。火傷のおそれがありますの
で、エンジン部品やライドプレー
トには触れないようにしてくださ
い。
ステアリングシステム
誰かに手伝ってもらいながら、ス
テアリングが自由に動くことを確
認します。
ハンドルバーが水平（直進状態）
になっているとき、ジェットポン
プノズルは真直ぐのポジションに
あるはずです。ジェットポンプノ
ズルが軸を中心にスムーズに動
き、ハンドルバーの操作と同じ向
きに動くことを確かめてください
(例えば、ハンドルバーを左に回転
させると、ノズルの開口はウォー
タークラフトの左側を指すはずで
す)。

警告
エンジン��始動する前に、ハンド
ルバーとステアリングノズルの動
きが一致していることを確かめて
ください。誰かがウォータークラ
フトの後部付近にいるときは、絶
対にハンドルバーを回さないでく
ださい。ステアリング用可動部品
（ノズル、iBRゲート、リンケー
ジ等）には人を近づけないでくだ
さい。
スロットルレバー
電子的スロットルコントロール
(ETC)レバーが引っかかりなくス
ムーズに作動するか点検してくだ

さい。レバーから手を放したとき
は、すぐにレバーが元のポジショ
ンに戻らなければなりません。

警告
スロットルレバーの作動の点検
は、エンジンを始動する前に行っ
てください。スロットルレバーに
摩 擦 が 感 じ ら れ る 場 合
は、Sea-Doo認定ディーラーにお
問い合わせください。
iBRレバー
iBRレバーが引っかかりなくスムー
ズに作動するか点検してくださ
い。レバーから手を放したとき
は、すぐにレバーが元のポジショ
ンに戻らなければなりません。

警告
iBRレバーの作動の点検は、エン
ジンを始動する前に行ってくださ
い。iBRレバーに摩擦が感じられ
る場合は、Sea-Doo認定ディー
ラーにお問い合わせください。
ストレージコンパートメント、グ
ローブボックスとシート
全ての必要な安全および救命装置
と追加の積荷が、ストレージコン
ポーネントに適切に保管されてい
ることを確認します。
フロントカバー、グローブボック
ス、およびシートが閉じられて
ラッチがかかっていることを確認
します。

警告
シート、グローブボックス、およ
びフロントストレージコンパート
メントのカバーにしっかりラッチ
がかかっていることを確認しま
す。
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エンジンカットオフスイッチおよ
びエンジンの[スタート/ストップ]
ボタン
エンジンカットオフスイッチに綱
コードを取り付けないで一度だけ
スタートボタンを押します。
エンジンカットオフスイッチに綱
コードキャップを取り付けます。
[スタート/ストップ]ボタンを押し
てエンジンを始動させ、次にもう
一度[スタート/ストップ]ボタンを
押してエンジンを停止させます。
注意エンジンを始動するには、[ス
タート/ストップ]ボタンを押して
から5秒以内に、エンジンカットオ
フスイッチに綱コードキャップを
取り付けなければなりません。
エンジンを再始動させ、エンジン
カットオフスイッチから綱コード
を取り外して停止させます。

警告
綱コードキャップのはめ合いが緩
かったり、エンジンカットオフス
イッチから外れてしまうような場
合は、危険を避けるためただちに
綱コードを交換してください。エ
ンジンカットオフスイッチから綱
コードキャップを取り外したり、
[スタート/ストップ]ボタンを押し
てもエンジンが停止しない場合
は、決してウォータークラフトを
使用しないでください。Sea-Doo
認定ディーラーまでお問い合わせ
ください。

ウォータークラフトを水に浮
べた後に実施するべきこと
ウォータークラフトを水に浮べた
ら、出発する前に以下のテーブル
の項目を点検してください。

✓作業内容項目

作動を点検インフォメー
ションセンター

✓作業内容項目

作動を点検
インテリジェン
トブレーキおよ
びリバース(iBR)

作動を点検
可変トリムシス
テム(VTS) (該当
する場合)

インフォメーションセンター(ゲー
ジ)
1. [スタート/ストップ]ボタンを
押して、エンジンカットオフ
スイッチに綱コードキャップ
を取り付けます。

2. インフォメーションセンター
がセルフテスト機能を繰り返
し、全ての表示が点灯するこ
とを確認します。

警告
網コードのクリップを必ず使用さ
れているPFDまたは手首（リスト
ストラップが必要）に取り付けて
ください。
iBRシステム
お知らせ iBRシステムをテストす
る際は、衝突を避けるために
ウォータークラフトの前後に十分
な空間があることを確認してくだ
さい。テスト中、ウォータークラ
フトは動きます。
1. ウォータークラフトをドック
に固定している係留設備を取
り外してください。

2. エンジンを始動させ、ウォー
タークラフトが動かないこと
を確認します。

3. 左のハンドルバーのiBRレバー
を完全に押し込むと、ウォー
タークラフトはゆっくりと後
進するはずです。

4. iBRレバーを放すと、後退スラ
スト（推進力）はなくなるは
ずです。
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警告
ウォータークラフトで航行する前
に、必ずiBRシステムが適切に作
動することを確認してください。
可変トリムシステム(VTS)
エンジンを前進ポジションで動作
させ、VTSTMシステムを使用し
て、ジェットポンプノズルを上下
に動かしてVTSの作動を確認してく
ださい。インフォメーションセン
ターのVTSポジションインジケータ
の動きを確認してください。
VTSの[上] / [下]ボタンをダブルク
リックして、VTSプリセットトリム
ポジションもテストします(対応モ
デルの場合)。
詳細な指示は、使用上の諸注意の
サブセクションを参照してくださ
い。
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ウォータークラフトについて
の情報
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コントロール
注意一部の船体安全性ラベルは図に表示されていません。船体安全性ラ
ベルの情報については、ウォータークラフトの安全ラベルのサブセクショ
ンをご参照ください。

RXP-X
注意このセクションで説明するコ
ントロール、表示、機能や特徴は
すべてのモデルのPWCに当てはま
るわけではありませんし、オプ
ションとして利用できる場合もあ
ります。
1)ハンドルバー
ハンドルバーはウォータークラフ
トの進行方向を制御します。前進
中に、ハンドルバーを右に回すと
ウォータークラフトは右へ旋回
し、左に回すと左へ旋回します。

警告
エンジン��始動する前に、ハンド
ルバーとステアリングノズルの動
きが一致していることを確かめて
ください。誰かがウォータークラ
フトの後部付近にいるときは、絶
対にハンドルバーを回さないでく
ださい。推進システムには近づか
ないでください。
後進中は、ステアリングの方向が
逆になります。後進中にハンドル

バーを右に回すと、ウォーターク
ラフトは左へ旋回します。
2)エンジンの[スタート／ス
トップ]ボタン(Start/Stop)
エンジンの[スタート/ストップ]ボ
タン(Start/Stop)は左手のハンドル
バーにあります。エンジンの始
動、停止と共に電子システムの起
動にも使用されます。

代表的な例
1. [スタート/ストップ]ボタン
電子システムの起動
エンジンカットオフスイッチに綱
コードを取り付けずに、一度だけ
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[スタート/ストップ]ボタンを押し
ます。
これで電子システムに電源が入り
ます。インフォメーションセン
ターがセルフテスト機能を繰り返
し、数秒後には表示は空白になり
ます。
[スタート/ストップ]ボタンを押し
てから、約3分の間、電子システム
の電源は入ったままになります。
注意綱コードを取り付けないで[ス
タート/ストップ]ボタンを押し続
けている間、インフォメーション
センターの表示も続きます。
エンジンの始動と停止
詳細な指示は、使用上の諸注意の
サブセクションを参照してくださ
い。
3)エンジンカットオフスイッ
チ
エンジンを始動するには、綱コー
ドキャップをエンジンカットオフ
スイッチにしっかり投げ入れるこ
とが必要です。

代表的な例
1. エンジンカットオフスイッチ

警告
網コードのクリップは必ずオペ
レーターの救命胴衣(PFD)または
手首(リストストラップが必要)に
取り付けてください。

代表的な例
1. エンジンカットオフスイッチの綱コー

ドキャップ
2. オペレーターのPFDに固定されている

網コードクリップ
エンジンを止めるには、綱コード
キャップをエンジンカットオフス
イッチから引き外します。

警告
エンジンを停止すると、ブレーキ
機能やウォータークラフトの方向
制御はできなくなります。

警告
ウォータークラフトを使用しない
ときは、誤ってエンジンを始動し
たり、他人や子供が許可なく使用
したり、盗まれないように、必ず
綱コードを外してください。
デジタル暗号化セキュリティシス
テム(D.E.S.S.)
綱コードキャップには、固有の電
子シリアルナンバーを発信する電
子回路D.E.S.S.キーが組み込まれて
います。これが従来のキーと同じ
役割をします。
D.E.S.S.システムは、エンジンカッ
トオフスイッチに取り付けられた
綱コードキャップのキーを読み取
り、キーを認識できる場合にだけ
エンジンの始動を許可します。
D.E.S.S.システムには高い柔軟性が
あります。追加の綱コードを購入
すれば、それをあなたのウォー
タークラフト用のD.E.S.S.キーとし
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てプログラムすることができま
す。
同一のウォータークラフトに対し
て、合計で10個までのD.E.S.S.をプ
ログラムできます。
あなたのウォータークラフト用に
キーをプログラムするには、BRP
認定Sea-Dooディーラーにご相談
ください。
D.E.S.S.キーの認識
短いビープ音が 2 回鳴って、シス
テムはエンジンを始動できる状態
になったことを知らせます。それ
以外の場合は、トラブルシュー
ティングのセクションを参照して
ください。
D.E.S.S.キーのタイプ
2種類のキーが使用できます。
- ノーマルキー(NORMAL KEY)
- ラーニングキー(Learningkey)。
キーのタイプを簡単に見分けられ
るように、綱コードのフロートは
違う色になっています。

フロートの色キーのタイプ
黄色または黒ノーマル
緑色ラーニング

代表的な例 -綱コード
1. ラーニングキー、緑色のフロート
2. ノーマルキー（黄色または黒のフロー

ト）

インフォメーションセンターに、
使用したキーのタイプが表示され
ます。

キータイプ認識メッセージ
ノーマルキー (NORMAL KEY) または
ラーニングキー (LEARNING KEY)

SEA-DOOラーニングキーはウォー
タークラフトの速度やエンジンの
トルクを制限して、初めて操縦す
る人や経験の浅いオペレーター
が、不安を感じたりコントロール
を失ったりせずにウォータークラ
フトの操縦方法を学べるようにし
ます。
ラーニングモードでも、ウォー
タークラフトの最高速度を設定で
きます。
詳細は、動作モードのサブセク
ションを参照してください。
4)スロットルレバー
右手のハンドルバーにあるスロッ
トルレバーは、エンジン速度を電
子的にコントロールします。
ウォータークラフトの速度を上昇
させるか、維持するには、スロッ
トルレバーを指で引きます。
ウォータークラフトの速度を下げ
るには、スロットルレバーを放し
ます。
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代表的な例
1. スロットルレバー
2. 加速時
3. 減速時
スロットルレバーにはばねが付い
ていて、押していないと静止位置
（アイドリング）に戻ります。
5) iBR(インテリジェントブ
レーキおよびリバース)レ
バー
左手のハンドルバーにあるiBRレ
バーは、次のような電子的な指令
を出します。
- リバース（後退）
- ニュートラル
- ブレーキ
注意iBR機能を有効にするには、最
低で25%のレバーの遊びが必要で
す。

代表的な例 - iBRレバー
1. iBRレバー
2. レバーの静止位置
3. iBR機能を有効にするには25%のスト

ロークが必要
4. 動作範囲
8km/h以下の速度では、iBRレバー
を引くとリバースを作動します。
注意水流が8 km/h以上ある場合
は、リバースの基準速度を超えて
いるため、リバースにすることは
できません。
8km/h以上の速度では、iBRレバー
を引くとブレーキを作動します。
ブレーキまたはリバース操作の後
にiBRレバーを放すと、ニュートラ
ルになります。

警告
iBRレバーを放したときにスロッ
トルレバーを引いていると、少し
遅れて前進が始まります。加速が
不要なら、スロットルレバーを放
してください。
注意iBRシステムをトリムすること
で、ニュートラルの位置を微調整
できます。
詳細な指示は、使用上の諸注意の
サブセクションを参照してくださ
い。
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6) [モード(MODE)]/[セット
(SET)]ボタン
これらのボタンは右手のハンドル
バーにあります。
[モード(MODE)]ボタンを押すと、
インフォメーションセンターで使
用できる様々な機能をスクロール
できます。
[セット(SET)]ボタンを押して、希
望する機能を選択するか、機能の
サブメニューをナビゲートし、あ
るいは修正した設定を保存しま
す。

代表的な例
1. [モード(MODE)]
2. [セット(SET)]
3. [上]/[下]ボタン
詳細な指示は、使用上の諸注意の
サブセクションを参照してくださ
い。
7) [上]/[下]ボタン
これらのボタンは右手のハンドル
バーにあります。

代表的な例
1. [上] UP
2. [下] DOWN
[上]/[下]ボタンを使用して、イン
フォメーションセンターで次のよ
うな設定の選択や変更を行うこと
ができます：
- ゲージ機能
- iBRニュートラルの調節。
8) VTSボタン(可変トリムシ
ステム)
VTSボタンは左手のハンドルバーに
あります。

代表例 - VTSコントロールボタン
1. バウアップ
2. バウダウン
このモデルのウォータークラフト
には、プログラム可能な高性能の
VTSが装備されています。
ジェットノズルの垂直ポジション
を調整して、ウォータークラフト
のピッチトリムを調整します。
VTSは、希望する姿勢あるいは2つ
のプリセットされたトリムポジ
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ションのどちらかに電子的にトリ
ムできます。
VTSコントロールボタン([上]または
[下])を押して、ウォータークラフ
トのライディング姿勢を調整しま
す。
詳細は、使用上の諸注意のサブセ
クションを参照してください。
9) [スポーツ]ボタン
[スポーツ]ボタンは左手のハンドル
バーにあります。

1. [スポーツ]ボタン
スポーツモードを有効または無効
にするために使用します。
詳細は、動作モードのサブセク
ションを参照してください。
10) [ECO]ボタン
[ECO]ボタンは左手のハンドルバー
にあります。

1. [ECO]ボタン
ECOモードを有効または無効にす
るために使用します。
詳細は、動作モードのサブセク
ションを参照してください。
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インフォメーションセンター(ゲージ)

警告
運転中は、制御できなくなる場合があるので、表示を調整しないでく
ださい。

インフォメーションセンターの詳細

1)スピードメーター
インフォメーションセンターの左
手にあるスピードメーターは、
ウォータークラフトの速度を1 時
間あたりの航行マイル（MPH）お
よびキロメートル（km/h）でアナ
ログ表示します。
速度表示は、インフォメーション
センターに組み込まれたGPS(グ
ローバルポジショニングシステム)
に基づいています。
何らかの理由でGPS信号が失われ
ると、デフォルトモードになり、
他のシステムから受信した情報で
算出した速度がウォータークラフ
トの推定速度になります。
2)タコメーター
タコメーターは、エンジンの 1 分
間あたりの回転数（RPM）をアナ

ログ表示します。表示されている
数字を1000倍すると、実際のエン
ジンのRPMになります。
3)多機能ゲージ
インフォメーションセンターの中
央にある多機能ゲージは、同時に
異なる個別表示が可能です。
デジタル画面のインジケータの数
値表示および多機能表示は、それ
ぞれのセクションで説明している
ように、様々なインジケータの表
示、操作モードの選択や設定の変
更などに使用されます。
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多機能ゲージの特徴
RXP-X
X燃料レベル表示
X時間メーター

オプション水深の表示
XECOモードインジケーター
XVTSポジション表示
Xコンパス
Xブーストゲージ

X =標準機能
Opt =オプションで利用可能な機能
N.A. = 利用不可

4)インジケーターライト
インジケータライト(パイロットランプ)は、選択した機能やシステムの
異常などを知らせてくれます。
インジケータライトに対応して、多機能表示にスクロールするメッセー
ジが表示されます。
通常時のパイロットランプの情報は、次のテーブルを参照してください。
異常時のパイロットランプの詳細はモニタリングシステムを参照してく
ださい。

説明メッセージ表示パイロットラ
ンプ(オン)

メンテナンスが必要。使用中のウォーター
クラフトを Sea-Doo ディーラーに持ち込
んでサービスを受け、メンテナンスが必
要インジケーターをリセットしてくださ
い。

MAINTENANCE
REMINDER(メンテナ
ンス時期の到来)

燃料レベル低下、タンク容量の約
25%、14Lあるいは、燃料レベルセンサー
が切断。

LOW-FUEL(燃料残量
が少ない)

このモデルでは無効な機能です。Nomessage（メッ
セージなし）

このモデルでは無効な機能です。Nomessage(メッ
セージなし）
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説明メッセージ表示パイロットラ
ンプ(オン)

スポーツモード有効。動作モードのサブ
セクションを参照してください。

Scrolling SPORT
MODE messages(ス
クロールするスポー
ツモードメッセージ)

5)燃料レベル表示
多機能表示の下部右手にあるバー
ゲージは、ライディング中の燃料
タンクの燃料の量を継続的に表示
します。

燃料レベル表示

燃料タンクが満杯の場合、インジ
ケータの8セグメント（バー）全部
が点灯します。トップのセグメン
トは使用されません。
燃料残量が少ない（FUEL-LOW）
警告
残留燃料表示のセグメントが2つし
か表示されない場合(燃料タンク容
量の残りが約25%または14 Lの状
態）起動されます。
燃料残量が少ない（FUEL-LOW）警

告

点滅
燃料ゲージの最後の2
セグメント
燃料タンクの記号(LCD)

燃料残量が少ない（FUEL-LOW）警
告

定期的

音による警告(1回の長
いビープ音)
スクロールする LOW
FUELWARNINGのメッ
セージ

6) VTSポジション
デジタル画面の下部左手にあるVTS
ポジションは、ウォータークラフ
トのライディング姿勢を示しま
す。
バーゲージタイプのインジケータ
の単一セグメントが点灯して、
ウォータークラフトのバウの相対
的姿勢を示します。

VTSポジション表示

VTSの使用に関する詳細について
は、使用上の諸注意を参照してく
ださい。
7) iSポジション
このモデルでは利用できません。
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8)数値表示
数値表示は、多機能表示の表示機
能を使用してオペレータが選択し
た様々な表示を提供するのに使用
されます(DISPLAY)。

数値表示

使用できる表示は、ウォーターク
ラフトのモデルや取り付けられて
いるオプションによります。

RXP-X数値表示で使用可能なイ
ンジケーター

デフォル
トで表示ウォータークラフト速度

XエンジンRPM
Xエンジン温度

該当なし
(N.A.)湖水温度

X時計

Xラーニングキー(Learning
key)の設定

オプショ
ン

クルーズ速度(CRUISE
SPEED)の設定

オプショ
ン

低速(SLOWSPEEDMODE)
モードの設定

XVTSプリセット
該当なし
(N.A.)VTS 設定 (ゲージによる)

該当なし
(N.A.)

スキー(SKI MODE)モード
設定

RXP-X数値表示で使用可能なイ
ンジケーター

X燃料消費
(瞬間および平均)

X
燃料残量
(空になるまでに可能な走
行距離および時間)

Xラップタイマー

X最高速度/RPM
平均速度/RPM

該当なし
(N.A.)高度

X =標準機能
Opt =オプションで利用可能な機能
N.A. = 利用不可

インフォメーションセンターに電
源を入れたときは、数値表示は最
後に選択していた表示を示しま
す。
9)多機能表示
多機能表示を使用して、次を行え
ます：
- 電源投入時のウェルカムメッ
セージの表示(WELCOME)。

- キー認識メッセージの表示
(KEY)。

- オペレーターの選択による様々
な表示の提供。

- 様々な機能および動作モードの
起動および設定。

- 機能の起動やシステムの異常に
関するスクロールするメッセー
ジの表示。

- 故障コードの表示。
注意多機能表示のデフォルトでの
表示は、コンパスによる方向表示
です。
10)深度計
このモデルでは利用できません。
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11)水温計
このモデルでは利用できません。
12)時間メーター表示 (HR)
累積のエンジン時間を継続的に表
示します。

時間メーター表示

13) iBRポジション
iBRゲートのポジションを表示しま
す。
- N (ニュートラル)
- F (フォワード、前進)
- R (リバース、後進)。

iBRポジションインジケーター

14)コンパス
インフォメーションセンターに組
み込まれたGPSが多機能表示に表
示します。
ウォータークラフトが航行してい
るときは、デフォルトとして多機
能表示に、ウォータークラフトが
航行している方位角と共に、方位
点や中間方位点が表示されます。

表示するコンパス表示に関して、
GPSはナビゲーション衛星と良好
なリンクを保っていなければなり
ません。
これは、デジタル画面に[コンパス
(COMPASS)]のアクティブな表示が
あることで確認できます。

コンパス
1. コンパス表示
2. コンパスアクティブインジケー

タ

注意コンパス表示を使用できるの
は、5 km/h以上の場合に限られま
す。

警告
コンパスはあくまでも目安として
使用してください。正確な航法目
的では使用できません。

15)ブーストゲージ

ブーストインジケーター
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ブーストゲージはスーパーチャー
ジャーによって算出されるエンジ
ンの吸気圧を表示します。
多機能表示の操作
電子システムに電源が入り、クラ
スタがセルフテスト機能を完了す
ると、数秒の間、SEA-DOOへよう
こそ(WELCOMEABOARDSEA-DOO)
というスクロールメッセージが表
示されます。ウェルカムメッセー
ジを表示した後は、ウォーターク
ラフトを操作するまで何も表示さ
れません。
ウォータークラフトが作動してい
る際は、多機能表示はコンパスの
方向、またはモニタリングシステ
ムによって出力されるスクローリ
ングメッセージを表示します。
多機能表示は、数値表示の表示、
システムの操作モード、設定、ア
クティブなシステム故障コードや
ラップタイマーなどを変更でき
る、様々な機能を選択するメ
ニューの表示にも使用されます。

警告
様々な数値表示や動作のシステム
モードの選択、あるいは設定を変
更するのは、ウォータークラフト
の停止時だけにしてください。周
囲に対する注意力を妨げるので、
ウォータークラフトがある程度の
速度で動作している間にこれらの
機能を選択することは推奨できま
せん。

多機能表示

注意測定の単位や言語の変更方法
については、Sea-Doo認定ディー
ラーにご相談ください。
機能の選択
一定の速度で動作している場合、
多機能表示は通常はコンパスの方
向やウォータークラフトが航行し
ている方位角を示します。
多機能表示で使用できる様々な機
能を選択するには、次の中から使
用したい機能が表示されるまで
[モード(MODE)]ボタンを繰り返し
て押します。
- LAP TIME(ラップタイム)
- FUELCONSUMPTION(燃料消費)
- VTS MODE(VTSモード)
- DISPLAY(表示)
- FAULT CODES(故障コード)
- KEY MODE(キーモード)
- SETTINGS(設定)
次に[セット]ボタンを押して、その
機能に入ります。
注意故障コード機能は、故障があ
る場合にだけ使用できます。設定
機能は、エンジンが止まっている
場合にだけ使用できます。キー
モードは、ノーマルキーでのみ使
用できます。
機能の説明
ラップタイマー
ラップタイマーを使用すると、最
高で50の個別のラップタイムを記
録できます。
ラップタイマーを起動して、使用
するには、以下を実行します：
1. 多機能表示に[ラップタイム
(LAP TIME)]が表示されるま
で、[モード(MODE)]ボタンを
繰り返し押します。
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メッセージ表示
LAP TIME(ラップタイム)

2. [セット(SET)]ボタンを押して
機能に入ると、ラップタイ
マーが起動され、表示されま
す。

選択機能：LAP TIMER(ラップタイ
マー)
1. ラップタイム
2. ラップカウント

3. タイマーを始動させるには、
[セット(SET)]ボタンを押しま
す。

注意[セット(SET)]ボタンを押すと、
すぐにタイマーが始動します。
4. それぞれのラップタイムを記
録するには、各ラップの開始
時点で[セット(SET)]ボタンを
押します。

注意ラップタイムが記録され、数
値表示のラップカウンターが記録
したラップの数をカウントし、タ
イマーは動き続けます。

5. 最後のラップを保存してタイ
マーを止めるには、[モード
(MODE)]ボタンを押します。

それぞれのラップタイムを表示す
るには、[上]または[下]ボタンを使
います。ラップカウンターが、ど
のラップを表示しているかを示し
ます。
記録したすべてのラップの累積
ラップタイムを表示するには、
ラップカウンターに[すべて(ALL)]
が表示されるまで[上]または[下]ボ
タンを使います。

メッセージ表示:LAP TIMER(ラップタ
イマー)
1. 合計時間
2. ここには「ALL」（すべて）が

表示されます

ラップタイマーとラップカウン
ターをリセットするには、タイ
マーとカウンターが 0 (ゼロ)にリ
セットされるまで[セット(SET)]ボ
タンを押し続けます。
燃料消費
燃料消費(FUEL CONSUMPTION)機
能は、ウォータークラフトの燃料
消費を 4 種類の方法で表示しま
す。
- 1 時間当たりの燃料流量(gal/h
または l/h)

- 1 時間当たりの平均燃料流量
(gal/h または l/h)

- 残量での走行可能距離(マイル
またはキロメートル)(Mi/Km)

- 残量での走行可能時間(時間ま
たは分)(h/min)
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燃料消費機能は、いつでも有効で
はありません。
燃料消費機能が有効になるのは、
数値表示で選択した場合だけで
す。
多機能ゲージで燃料低下表示がオ
ンになると、表示が選択されてい
る場合、｢空になるまでに可能な走
行時間｣および｢空になるまでに可
能な走行距離｣の機能は｢0｣（ゼ
ロ）を表示します。
ウォータークラフトの燃料消費を
表示するには、以下を実行しま
す：
1. 多機能表示に[燃料消費(FUEL
CONSUMPTION)]が表示される
まで、[モード(MODE)]ボタン
を繰り返し押します。

メッセージ表示
FUEL CONSUMPTION(燃料消費)

2. [上]または[下]ボタンを押して
希望する燃料消費の表示モー
ドを切り替えます。

燃料消費表示モード
1. 瞬間燃料消費メッセージ
2. 燃料消費値

3. [セット(SET)]ボタンを押して
設定を保存し、メイン表示に
戻ります。

注意燃料消費の値が数値表示され
ます。[セット(SET)]ボタンをダブ
ルクリックして、平均燃料消費の
表示をリセットします。表示はし
ばらくゼロ (0) を表示します。
VTSモード
VTSモード機能は、VTSを手動で設
定したり、VTSプリセット(VTS
PRESETの設定を変更する場合に使
用します。詳細は、使用上の諸注
意のサブセクションを参照してく
ださい。
表示
表示(DISPLAY)機能は、数値表示の
表示方法を変更する場合に使用し
ます。数値表示の表示の変更を参
照してください。
故障コード(FAULT CODES)
故障コード(FAULTCODES)機能は、
有効な故障コードを表示するため
に使用します。モニタリングシス
テムのサブセクションを参照して
ください。
キーモード
キーモード(KEY MODE)機能は、
ラーニングキー(LEARNING KEY)設
定を変更する場合に使用します。
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詳細は、動作モードのサブセク
ションを参照してください。
設定
[設定(SETTING)]機能は、以下の場
合に使用します：
- 時計を設定する。多機能ゲージ
のセットアップを参照してくだ
さい。

- メンテナンスのためのiBR優先
機能。

数値表示の表示の変更
数値表示で表示を変更するには、
以下を実行します：
1. 多機能表示にDISPLAYが表示
されるまで、右手のハンドル
バーの[モード]ボタンを押しま
す。

メッセージ表示
DISPLAY(表示)

2. [セット(SET)]ボタンを押して、
DISPLAY機能に入ります。

3. 希望する表示が表示されるま
で、[上]または[下]ボタンを押
します。
- RPM
- SPEED(速度)
- エンジン温度(ENGINE
TEMP)

- トップスピード
- 平均スピード
- トップRPM
- 平均RPM
- CLOCK（時計）

数値表示の選択
1. 選択した数値表示のタイプ
2. 適用可能な値

4. [セット(SET)]ボタンを押して、
希望する表示を選択、保存す
るか、あるいは表示機能がタ
イムアウトするまで待ちま
す。最後に表示されていた表
示が自動的に保存されます。

数値表示では、以下の略称が示さ
れます。
- FT またはM
- RPM
- MPHまたは Km/h
- °Fまたは°C
- AMまたは PM
- Gal/h または l/h。
数値表示の表示のリセット
以下の数値表示をリセットできま
す：
- 平均燃料消費
- 最高速度
- 平均速度
- トップRPM
- 平均RPM。
表示をリセットするには、[セット]
ボタン(SET)をダブルクリックしま
す。数値表示はしばらくゼロ(0)を
表示します。
注意これらの機能が有効になるの
は、多機能表示の表示として選択
した場合だけです。
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多機能ゲージのセットアップ
時計の設定の変更
1. 多機能表示に[設定(SETTINGS)]
が表示されるまで、[モード
(MODE)]ボタンを繰り返し押
します。

メッセージ表示
SETTINGS(設定)

2. [CLOCK]が表示されるまで、
[上]または[下]ボタンを繰り返
し押します。

選択機能 -時計(CLOCK)
1. CLOCKメッセージ
2. 時間

3. [セット(SET)]ボタンを押して、
機能に入ります。CHANGE
CLOCK OFFSET というメッ
セージが表示されます(クロッ
クオフセット変更)。

選択機能-CHANGECLOCKOFFSET(ク
ロックオフセット変更)
1. クロックオフセット変更メッ

セージ
2. 時間

4. [上]または[下]ボタンを押し
て、時計を正しいローカル時
間に調整します。

5. [セット(SET)]ボタンを押して
設定を保存し、メイン表示に
戻ります。

注意時計は、GPS信号を使用して、
グリニッジ標準時(GMT)を参照す
る正しい時刻を維持します。時計
を設定する場合、時間の表示だけ
が変化します。
測定単位と言語の設定
多機能ゲージでは、情報をメート
ル法または英国式単位、および
様々な言語で表示できます。
多機能ゲージでの測定単位や言語
を 変 更 す る 方 法 に つ い て
は、Sea-Doo認定ディーラーにご
相談ください。
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装備
注意一部の船体安全性ラベルは図に表示されていません。船体安全性ラ
ベルの情報については、ウォータークラフトの安全ラベルのサブセクショ
ンをご参照ください。

代表的な例 - RXP-X
1)グローブボックス
身の回り品を納める小さなスト
レージコンパートメントです。
カバーラッチを引っ張って、グ
ローブボックスを開きます。

代表的な例—グローブボックス
1. カバーラッチ

2)フロントストレージコン
パートメント
防水性で取り外しもできる便利な
エリアです。身の回り品を納める
のに適しています。
フロントストレージコンパートメ
ントには、安全器材用に2つのホル

ダーがあります。1つは消火器用で
あり、もう1つは緊急キット用です
(ただし、緊急キット自体は含まれ
ていません)。

フロントストレージコンパートメント
1. ホルダーに固定されている消火器
2. ホルダーに固定されている緊急キッ

ト
フロントストレージコンパートメ
ントのカバーを開けるには、ラッ
チレバーを上へ引き上げます。乗
船時は、必ず閉じて、ラッチカ
バーをかけてください。
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代表的な例
1. フロントストレージコンパートメン

トのカバー
2. ラッチレバー

警告
緩い、重い、尖っている、または
壊れやすい物を、決してストレー
ジコンパートメントで運ばないで
ください。最大積載量(9 kg)を超
えないでください。フロントスト
レージコンパートメントのカバー
を開けたままでウォータークラフ
トを操作しないでください。この
コンパートメントは防水ではあり
ません。

3)シート
このモデルには、両ひざで挟める
ように先が細くデザインされた、
人間工学に基づくシートが装備さ
れています。これにより、フット
ウェルの内側に向けて両足を接地
し、上半身の疲労を軽減して、
コーナリングの際に体のバランス
がより保ちやすくなります。
このシートは、オペレーターと同
乗者のためにデザインされていま
す。

人間工学に基づくシート

シートの取り外し
シートを取り外すには、ラッチハ
ンドルを引き上げ、シートの後部
を持ちあげます。

代表的な例L - シートラッチ
1. シートのラッチハンドル
2. ラッチピン
3. ピン差込穴
次に、シートを上にあげ後方に移
動させて、ウォータークラフトか
らシートを取り外します。
シートの取り付け
シートを取り付ける場合は、シー
トの前部を固定具に挿入します。
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1. シートの固定具を前方へ移動させま
す。

シートのラッチとラッチピンを揃
え、シートの後部をしっかりロッ
クする位置までしっかり押し込み
ます。
シートの後部を引き上げて、適切
にラッチされていることを確認し
ます。
注意ピンに適切にロックされ

ていることを確認してください。
4)フットウェル
オペレーターと同乗者は、航行中
は必ず両足をフットウェルに接地
していなければなりません。

1. フットウェル
このモデルでは特別にオペレー
ター用に角度のあるフットウェル
を用意しているため、ハードな
コーナリングの際に「ロックイ
ン」が可能です。

1. 角度のあるフットウェル

5)同乗者のつかみ所
シートストラップは、同乗者が乗
船する際のつかみ所になります。
シートの後ろ側の鋳造されたグラ
ブハンドルの横の部分も、同乗者
のつかみ所になります。鋳造され
たグラブハンドルの後ろの部分
は、水中からウォータークラフト
に乗船する人のつかみ所になりま
す。
お知らせこの鋳造されたグラブハ
ンドルは、曳航やウォータークラ
フトの吊り上げには決して使わな
いでください。

代表的な例 -同乗者のつかみ所
1. シートストラップ
2. 鋳造されたグラブハンドル

6)ボーディングプラット
フォーム
後方のデッキ部分はボーディング
プラットフォームとして使えま
す。

60

装備



ボーディングプラットフォーム近
くにある足場の後部は、水上ス
キーヤーやチューブに乗っている
人を曳航しているときに、後方を
監視する人のためのフットレスト
として使えます。

1. ボーディングプラットフォーム

7)フロントおよびリアのアイ
レット
アイレットは、係留およびウォー
タークラフトのトレーラー輸送時
の固定ポイントとして使用できま
す。
フロントアイレット
北米
前方にあるアイレットは、iCatch
フックタイプです。iCatch システ
ムを搭載したSea-Doo移動トレー
ラーで利用可能です。
注意通常のトレーラーを使用する
場合には、iCatch フックには特別
な手順は必要ありません。

1. iCatch フック

北米以外

代表的な例 - CEモデル
1. フロントアイレット
リアアイレット

代表的な例
1. リアアイレット

1. リアアイレット

8)ビルジドレンプラグ
ウォータークラフトをトレーラー
に乗せるときは必ずドレインプラ
グを抜いてください。こうする
と、ビルジ内に溜まった水が排出
され、結露を防げます。
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代表的な例 -ビルジドレンプラグの位置
1. ドレンプラグ
2. 締まる
3. 緩む
お知らせウォータークラフトを水
に浮べる前に、ドレンプラグが正
しくしっかりと締まっていること
を確認してください。
9)調整可能スポンソン
調整可能なスポンソンはウォー
タークラフトの対横方向の水面保
持力を変えます。

左側の図
1. 調整可能スポンソン
スポンソン調整ガイドライン
スポンソンは3つの段階で高さを調
整できます。

警告
スポンソンの調整後、まず最初に
必ずウォータークラフトの新しい
操船特性に慣れてから本番に入っ
てください。

スポンソン調整ガイドライン
旋回の応答性を上げるに
は、対横方向の水面保持
力を高めてください。同
乗者を乗せて操船する場
合、レース設定は推奨さ
れません。

レース

レースおよびフリーライ
ドを組み合わせたバラン
スの取れた設定です。総
合的な走行条件および同
乗者を乗せて走行する場
合に適した設定です。

スポーツ
(出荷時設
定)

より遊び心のある操作を
するには、対横方向の水
面保持力を弱めます。

フリーラ
イド

1. フリーライド
2. スポーツ (出荷時設定)
3. レース
スポンソンの調整方法
注意この調整は、Sea-Dooのディー
ラーによって行われることが強く
推奨されます。
5つの粘着ネジを抜いて処分しま
す。
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1. 自己粘着ネジ
お望みの位置にスポンソンを再設
置します。
新しい自己粘着ネジを取り付け、
仕様通りにトルクをかけます。

警告
スポンソンが調整されるたびに、
自己接着ネジを交換して仕様通り
にトルクをかける必要がありま
す。さもないと、スポンソンが取
れてしまう恐れがあり、ウォー
タークラフトのコントロールを失
いかねません。

締め付けトルク

18 N•m± 2 N•mスポンソンの
スクリュー
(P/N250 000 572) (新しいスクリュー
が必要)

反対側も同じように取り付けま
す。

警告
両方のスポンソンは、同じ高さで
取り付けおよび調整する必要があ
ります。失われたスポンソンまた
は不適切な調整により、操船およ
び安定性が影響され、ウォーター
クラフトのコントロールを失いか
ねません。

10)調整可能な人間工学的ス
テアリング (AES)
ハンドルバーの幅やコントロール
の角度は、ハンドルバーの拡張
チューブを延ばしたり、回転させ
て、運転者の好みに調整できま
す。
注意人間工学的な調整を行うに
は、Sea-Doo認定ディーラーまで
お問い合わせください。

人間工学的な調整
1. ハンドルバーの幅の調整
2. コントロールの角度の調整

11)トリムタブ
トリムタブはPWCの船体に装備さ
れ、あらゆる条件下で適切なバウ
の姿勢を保ちます。

1. 左側の図 -トリムタブ
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慣らし運転期間
慣らし運転期間中の運転
10時間の馴らし運転が終了するま
では、ウォータークラフトをフル
スロットルで連続航行しないでく
ださい。
この期間中は、最大スロットルを
1/2 ～ 3/4 以上に開けないように
してください。ただし、短時間の
全力加速やスピードの変化は適切
な慣らしに役立ちます。
お知らせ 慣らし運転期間中に、
スロットルを全開にして航行を続
けたり、長時間巡航することは有
害です。
慣らし運転モード
このモデルには、使用開始時にエ
ンジンを保護するための慣らし運
転モードがプログラムされていま
す。
始動後の最初の5時間の間は、エン
ジンを守るためにエンジンマネー
ジメントはエンジンの最大速度を
制限します。エンジンのパフォー
マンスは、この時間内で大幅に向
上します。
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使用上の諸注意

警告
ウォータークラフトを使用する前
に、必ず始業点検を実施してくだ
さい。安全に関する情報および
ウォータークラフトについての情
報のセクションをよく読んで、
iControlテクノロジーに習熟して
おいてください。
操縦装置や注意事項についてよく
わからないことがある場合
は、Sea-Doo認定ディーラーにご
相談ください。
ウォータークラフトへの乗船
どんなウォータークラフトにも言
えることですが、エンジンが回っ
ていない状態で、慎重に乗り込む
ようにしてください。

警告
ウォータークラフトへの乗船時
は、エンジンをオフにして、綱
コードを取り外さなければなりま
せん。
ドックからの乗船
ドックから乗り込むときは、ハン
ドルバーを押さえながら、ウォー
タークラフトのドックに近い方の
フットボードに一方の足をゆっく
りと置き、同時にもう一方の足に
体重をかけてウォータークラフト
を安定させます。
続いて、シートを跨ぐようにし
て、もう一方の足を反対側のフッ
トボードに移してください。ドッ
クを押して、ウォータークラフト
をドックから離れさせます。

水中からの乗船
船体後部の一番低いところの下に
少なくとも90 cmの水深があるこ
とを確かめてください。
すべての同乗者が乗り込むと、水
上では船体が沈むことも考慮して
ください。推進システムが砂、小
石や岩を吸い込んでしまわないよ
うに、指定された水深を必ず保つ
ようにしてください。

A. すべての同乗者が乗り込んだとき、
船体後部の最も低い場所の下に少な
くとも90 cmの水深を保ってくださ
い。

お知らせ 水深の浅いところで
ウォータークラフトのエンジンを
始動したり、航行したりすると、
推進システムのコンポーネントを
損傷するおそれがあります。
オペレーターだけの場合
片方の手を使って、シートの裏に
ある鋳造されたグラブハンドルを
掴みます。
もう一方の手を使って、ボーディ
ングプラットフォームの端を掴
み、ボーディングプラットフォー

65



ムの上で跪けるように自分の体を
引き上げてください。
お知らせウォータークラフトに乗
り込むときに、推進システムのコ
ンポーネントを手でつかんだり、
足をかけたりしないでください。
両手をシートの後のハンドルに載
せて、ボーディングプラットホー
ムに上がってください。

シートのストラップを持ってバラ
ンスを保ちながら、シートの両側
のステップを前進してください。

シートを跨いで座ってください。
オペレーターと同乗者が乗り込む
場合
まず、先に説明したのと同じ方法
でオペレーターがウォータークラ
フトに上がります。

警告
ウォータークラフトへの乗船時、
あるいはボーディングステップの
使用時は、エンジンをオフにし
て、綱コードを取り外さなければ
なりません。
波が荒いときは、水中にいる同乗
者がウォータークラフトを支え
て、オペレーターの乗り込みを助
けてあげるとよいでしょう。

続いて同乗者がウォータークラフ
トに乗り込みます。このとき、オ
ペレーターはできるだけコンソー
ルの近くに座ってバランスを保っ
てください。
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エンジンの始動方法
警告

エンジンを始動する前に、オペ
レーターも同乗者も必ず以下を
守ってください：
- ウォータークラフトのシート
に正しく座ってください。

- つかみ所をしっかり掴むか、
前の人の腰につかまります。

- 地元の協会等が認定したPFD
などの適切な保護衣および
ウェットスーツの下半身部分
を着用する。

お知らせエンジンを始動する前に
、すべての同乗者が乗り込んだ状
態で船体後部の最も低い場所の下
に少なくとも90 cmの水深がある
ことを確認してください。そうし
ないと、推進システムが損傷する
場合があります。
1. 網コードのクリップを使用さ
れているPFDまたは手首（リ
ストストラップが必要）に取
り付けてください。

2. 左手でハンドルバーをしっか
りと握り、両足をフットウェ
ルに置いてください。

3. エンジンの[スタート/ストッ
プ]ボタンを一度押して、電子
システムを起動します。

4. エンジンカットオフスイッチ
に綱コードを取り付けます。

5. ビープ音が2回聞こえたら、
[スタート/ストップ]ボタンを
軽く押して、クランクを回し
エンジンを始動させます。

6. エンジンが始動したら、エン
ジンの[スタート／ストップ]ボ
タンを直ちに放します。

警告
ウォータークラフトを始動または
操作する場合は、必ず綱コードの
クリップをオペレーターの救命胴
衣（PFD）または手首（リストス
トラップが必要）につないでくだ
さい。
お知らせスターターの過熱を避け
るため、[スタート/ストップ]ボタ
ンは10秒以上押し続けないでくだ
さい。クランキングの間の待ち時
間を守り、スターターの熱を冷ま
してください。
注意綱コードを外さないで[スター
ト/ストップ]ボタンを使用してエ
ンジンを停止した場合、3分以内で
あれば再始動できます。それ以上
時間が過ぎた場合は、綱コードを
取り外して、エンジン始動手順を
最初から実行してください。
エンジンの停止方法

警告
ウォータークラフトの方向制御を
維持するため、ウォータークラフ
トが停止するまで、エンジンを止
めないでください。
次の2つの方法のどちらかでエンジ
ンを停止できます：
- エンジンの[スタート／ストッ
プ]ボタンを押すか、

- エンジンカットオフスイッチか
ら綱コードを取り外します。

警告
ウォータークラフトから降りる場
合、盗まれたり、誤ってエンジン
を始動したり、子供や他人が許可
なく使用したりしないように、必
ずエンジンカットオフスイッチか
ら綱コードを取り外してくださ
い。
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ニュートラルにする方法
警告

ニュートラルポジションであって
も、エンジンが動いているときは
ドライブシャフトやインペラーは
常に回転しています。ウォーター
クラフトの推進システムには、決
して近づかないでください。
ウォータークラフトを始めて始動
させると、デフォルトでiBRシステ
ムは自動的にニュートラルポジ
ションにセットします。
ニュートラルから前進へポジショ
ンを切り替えるには、iBRレバーを
叩きます。
ニュートラルからリバースへポジ
ションを切り替えるには、iBRレ
バーとスロットルレバーを放しま
す。
iBRのニュートラルポジションをト
リムする方法
ニュートラルの場合、ウォーター
クラフトが前方または後方に徐行
すると、iBRシステムがトリムされ
ます。
注意ニュートラルの状態でウォー
タークラフトが動くのは、風や水
流によります。
ウォータークラフトが前方に動い
た場合、すぐに[下]ボタンを押しま
す。
ウォータークラフトが後方に動い
た場合、すぐに[上]ボタンを押しま
す。

iBRニュートラルポジションのトリム
1. [上]ボタン(後方への移動を停止)
2. [下]ボタン(前方への移動を停止)
注意ニュートラルポジションが適
切に調節されてウォータークラフ
トの動きが止まるまで、[上]/[下]ボ
タンを繰り返し押します。
前進にする方法
前進航行はスロットルバーを押す
だけで始動できます。

前進に切り替える
1. スロットルレバー

リバースの使用方法
リバースにできるのは、アイドリ
ング速度から8 km/hの基準前進速
度の間だけです。
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警告
水流が8 km/h以上ある場合は、
リバースの基準速度を超えている
ため、リバースにすることはでき
ません。
リバースポジションにするには、
左手のハンドルバーのiBRレバーを
少なくともレバーの遊びの25%は
引っ張らなくてはなりません。

代表的な例 - iBRレバー
1. iBRレバー
2. レバーのリリース位置
3. 約25%の位置
4. 動作範囲
iBRレバーをリバースモードで操作
する場合、スロットルレバーを
使ってエンジンのRPM、つまり発
生する後退スラストの量を制御で
きます。
iBRレバーとスロットルレバーの両
方を同時に調節することで、後退
スラストをより正確に制御できま
す。エンジンの回転数を上げすぎ
ると、水の渦が発生してリバース
の効率は低下します。
注意iBRレバーのポジションを変更
するたびに、エンジンの出力はア
イドリングへ減少します。
iBRレバーを放すと、リバース操作
が終了します。
iBRレバーを放した後、後方への動
きを止めるには、十分にスロット
ルを引いて後方への動きを止めま
す。

警告
後退時は、ブレーキ機能は効果が
ありません。
リバースモードでは利用できるエ
ンジン出力に限りがあり、後退速
度も制限されます。

警告
リバースは低速でのみ使用し、か
つできるだけ短時間にとどめてく
ださい。必ず、後退する方向に
物、障害や人が存在しないことを
確認してください。
リバース操作では、ウォーターク
ラフトの後部を動かしたい方向と
は反対の方向へハンドルバーを回
してください。
例えば、ウォータークラフトの後
部を左舷(左)へ寄せたいときには、
ハンドルバーを右舷(右)へ切りま
す。

代表例 -後退時、反対側にステアリングを
切る

注意リバースでのステアリン
グの方向は前進の場合とは反対に
なります。後退時にスターン(船尾)
を左舷(左)に操縦するには、ハンド
ルバーを右舷(右)へ回します。ス
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ターン(船尾)を右舷(右)に操縦する
には、ハンドルバーを左舷(左)へ回
します。狭い場所で操船する前
に、制御やウォータークラフトの
ハンドリングの特性に慣れるため
に広い水域でリバースの操作を練
習してください。
ギヤの入れ方とブレーキの使
用方法

警告
- ブレーキを使うには、エンジ
ンが動いていなければなりま
せん。

- ブレーキを使用できるのは前
進中だけであり、後方への動
きには効果がありません。

- ブレーキでは、PWCが水流や
風によって漂うのを防ぐこと
はできません。

ブレーキ機能は、8 km/hの基準速
度以上で前進動作中にだけ有効で
す。
左手のハンドルバーのiBRレバーを
少なくとも遊びの25%以上引くと、
ブレーキが利き、制御できます。

代表的な例 - iBRレバー
1. iBRレバー
2. レバーのリリース位置
3. 約25%の位置
4. 動作範囲

警告
制御やウォータークラフトのハン
ドリングの特性に慣れるために、
必ず広い水域で、徐々に速度を上
げて、ブレーキを練習してくださ
い。
iBRレバーを操作すると、スロット
ルレバーによる指令に優先し、エ
ンジンのスロットルの制御はiBRレ
バーのポジションに依存するよう
になります。こうして、iBRレバー
だけを使用して、ブレーキを調整
できます。
ウォータークラフトの原則は、ブ
レーキ力に比例します。より強い
力でiBRレバーを引くと、より強く
ブレーキが利きます。
注意iBRレバーを徐々に作動させて
ブレーキ力を調整し、同時にス
ロットルレバーを戻すことに注意
してください。

注意ブレーキをかける場合、
乗員は減速力に対して注意を払
い、ウォータークラフト上で前に
移動したり、バランスを失うのを
防がなければなりません。オペ
レーターは常に両手をハンドル
バーに乗せ、全ての同乗者は必
ず、つかみ所、または前に乗って
いる人の腰をしっかり握っていな
くてはなりません。

警告
初速、荷重、風、搭乗者の人数、
水面の状況やオペレーターによる
ブレーキの量などにより、停止距
離は大きく変化します。常に、状
況に応じてライディングスタイル
を調整してください。
ウォータークラフトを8 km/h以下
の速度に落とすと、ブレーキモー
ドが終了し、リバースモードにな
ります。ウォータークラフトが停
止したら、iBRレバーを放してくだ
さい。iBRレバーを放さないと、後
方への動きが始まります。
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注意ウォータークラフトは停
止するのに時間がかかるので、
ウォータークラフト自身が作った
波が追いつき、前に押し出す傾向
があります。航行する方向に障害
物や水遊びをしている人がいない
ことを確認してください。
iBRレバーを放したときにスロット
ルレバーを引いていると、少し遅
れてウォータークラフトは前進し
始めます。加速は、スロットルレ
バーのポジションに比例します。

警告
ブレーキレバーを放したときに前
進方向への加速を望まない場合
は、スロットルレバーを放してく
ださい。
高速で航行していて初めてブレー
キをかけると、ウォータークラフ
トの後方の空中に水柱が急上昇
し、後続のウォータークラフトの
オペレータが、あなたのPWCをし
ばらく見失うことがあります。

警告
- 船団の形式で後続しようとし
ているウォータークラフトの
オペレータには、あなたの
PWCのブレーキや操船能力、
水柱が示す意味、ウォーター
クラフト間に十分な距離を保
つべきであることを知らせて
おくことが重要です。

- 近くで後続または航行してい
る他のボートは、同じように
迅速には停止できないかもし
れないことに注意してくださ
い。

旋回中のブレーキ
方向制御を失わずに旋回するに
は、スロットルを利かせなければ
なりません。ただし、前述したよ
うに、iBRレバーを使って旋回する
とブレーキを利かせられます。
PWCと航跡が交差する場合は、バ

ランスを失わないように気をつけ
てください。
注意旋回中にブレーキをかけ

てもウォータークラフトが停止す
るのに時間がかかるので、ウォー
タークラフト自身が作った波が追
いつき、横に押し流す傾向があり
ます。航跡とウォータークラフト
が交差する場合は、バランスを失
わないように気をつけてくださ
い。
ウォータークラフトの操船方
法

ハンドルバーを回すと、ジェット
ポンプノズルが軸を中心に向きを
変え、ウォータークラフトの進行
方向を制御します。ハンドルバー
を右へ回すとウォータークラフト
が右へ旋回し、ハンドルバーを左
へ回すとウォータークラフトが左
へ旋回します。ウォータークラフ
トを旋回させるときはスロットル
を開いてください。

警告
ウォータークラフトの向きを変え
るには、スロットルを開いた状態
でハンドルバーを回してくださ
い。ステアリング効率は、スロッ
トル開度、同乗者の人数、荷重、
水面のコンディション、および風
などの環境要因によっても変化し
ます。
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自動車とは異なり、ウォーターク
ラフトを旋回させるにはある程度
スロットルを開く必要がありま
す。安全な場所でスロットルを開
けながら旋回して、想像上の物体
を回避する練習を行ってくださ
い。これは衝突を避けるための大
切なテクニックです。

警告
スロットルを放すと進路を制御し
にくくなり、エンジンを止めると
進路を制御できなくなります。
同乗者が乗っているとウォーター
クラフトは異なった挙動を示すよ
うになり、より高い技術が必要に
なります。同乗者は必ずシートス
トラップ、鋳造されたグラブハン
ドルか前の人の腰につかまってく
ださい。速度を落とし、急旋回は
避けてください。同乗者を乗せて
いるときは、波の荒い水面を避け
てください。
急回転や他の特別な操作
吸気口の開口が長い時間、水面下
にあるような急回転や他の特別な
操作を行うと、水がビルジにしみ
込みます。
内燃エンジンの運転には空気が必
要です。したがって、このPWCを
完全防水にすることはできませ
ん。
お知らせ狭い円で絶えず回転した
り、波を通して船首を激しく上下
させたり、ウォータークラフトを
転覆させるなどで吸気口の開口が
水面下にあると、水がビルジにし
み込み、エンジン内部の重大な損
傷の原因になることがあります。
このガイドに記載されている保証
のセクションを参照してくださ
い。
O.T.A.S.TMシステム (オフスロット
ルアシステッドステアリング)
O.T.A.S. (オフスロットルアシステッ
ドステアリング)システムは、オフ

スロットル状態での追加の操作性
を提供します。
旋回を始めてから、運転者がス
ロットルを放してアイドリングに
すると、O.T.A.S.システムが電子的
に起動し、エンジンの回転数が少
し上がって旋回を完了できます。
ハンドルバーがセンターポジショ
ンに戻ると、スロットルもアイド
リングに戻ります。
最初の操船の際に、この機能に慣
れておくことをお奨めします。
可変トリムシステム(VTS)の
使用方法
可変トリムシステム （VTS）は、
ジェットポンプノズルの垂直ポジ
ションを変えることにより、荷
重、推進力、ライディングポジ
ション、水面の状態などに応じた
補正をオペレーターが手早く効果
的に行えるようにするシステムで
す。このシステムが正しく調整さ
れていれば、ハンドリングを改善
し、ポーポシングを軽減し、
ウォータークラフトの最良のライ
ディング姿勢を維持して、最大限
のパフォーマンスを引き出すこと
ができます。
ウォータークラフトを初めて使う
とき、オペレーターはさまざまな
速度と水面の状態で可変トリムシ
ステム（VTS）を操作して、その使
い方に慣れておく必要がありま
す。一般にクルージングには中間
レンジのトリムを用います。コン
ディションに応じた最良のトリム
の判断は、経験に頼るほかありま
せん。低速での航行が推奨されて
いるウォータークラフトの慣らし
運転期間中は、トリムの調整とそ
の効果について経験を積む絶好の
機会になるでしょう。
ノズルを上向きにすると、水の
ジェットによってウォータークラ
フトの船首が上を向きます。この
ポジションは高速で航行したい場
合に用います。
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ノズルを下向きにすると、船首は
下へ押し付けられて、ウォーター
クラフトの旋回能力を高めます。
どんなウォータークラフトでも、
ターンの角度と鋭さを決めるの
は、そのときのスピードとオペ
レーターの体の位置や動き（動
作）です。また、ノズルを下へ向
け、それに応じて速度を調整する
と、ボートが水面を飛び跳ねるの
を減らしたり完全に消すことがで
きます。
注意VTSのポジションは、インフォ
メーションセンターのバーゲージ
に表示されます。

VTSポジション表示

VTSシステムによって、ノズルのト
リムポジションを手動で調整した
り、2 つのプリセットトリムポジ
ションを選択したり、さらに一部
のモデルではプリセットトリムポ
ジションを記録または変更できま
す。
VTSのトリム方法

RXP-X
260可能なVTSのトリム方法

XVTSトリム・ボタン

XVTSダブルクリック・トリ
ム

XVTSプリセット
該当な
し(N.A.)

多機能ゲージによるVTSト
リム

RXP-X
260可能なVTSのトリム方法

X =標準機能を表示
Opt =オプションで利用可能な機能
N.A. = 利用不可

VTSボタンによるVTSのトリム
トリムポジションは5か所ありま
す。
ウォータークラフトを前進させて
いる場合、以下のように進めま
す。
1. VTSの[上](UP)ボタンを一度押
すと、ウォータークラフトの
船首(バウ)が次のトリムポジ
ションまでトリム・アップし
ます。

注意エンジンを前進で動作させな
いでVTSトリムポジションを押して
も、表示が変わるだけです。前進
ポジションになると、ノズルは選
択したVTSトリムポジションに移動
します。
2. VTSの[下](VTS DOWN)ボタン
を一度押すと、ウォーターク
ラフトの船首(バウ)が次のトリ
ムポジションまでトリム・ダ
ウンします。

代表例 - VTSコントロールボタン
1. バウアップ
2. バウダウン
注意VTSの[上](UP)/[下](DOWN)ボ
タンを押し続けると、希望するト
リム姿勢でボタンを放すか、最大
トリムポジション(上または下)に達
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するまで、ポンプのノズルが動き
続けます。

VTSポジション表示

プリセットトリムポジションの使
用
2つのプリセットトリムポジション
を選択できます。
記録された最高のトリムポジショ
ンを選択するには、VTS[上]ボタン
(バウアップ)をダブルクリックしま
す。
記録された最低のトリムポジショ
ンを選択するには、VTS[下]ボタン
(バウダウン)をダブルクリックしま
す。
注意プリセットトリムポジション
が一つしか記録されていない場
合、VTSボタンの[上]または[下]の
どちらかをダブルクリックしま
す。

[上]または[下]のVTSボタンをダブルクリッ
クして、プリセットポジションを使用する
1. [上]の最高プリセットポジション
2. [下]の最低プリセットポジション

プリセットトリムポジションの記
録
ウォータークラフトの望ましいト
リム姿勢を迅速に選択できるよう
に、2つの異なるVTSトリムポジ
ションを記録できます。
両方のVTS[プリセット(VTSPRESET)]
トリムポジションは出荷時には 3
に設定されていますが、オペレー
タが変更できます。オペレータが
VTS[プリセット(VTS PRESET)]トリ
ムポジションを変更すると、
ウォータークラフトの電源がオフ
になっても、新しい設定がメモリ
に記録されたままになります。
VTSプリセットトリムポジションを
記録するには：
1. [スタート/ストップ]ボタンを
一度押して、電源をオンにし
ます。

2. エンジンカットオフスイッチ
に綱コードを取り付けます。

3. 右手のハンドルバーで、[VTS
モード(VTSMODE)]が表示され
るまで[モード(MODE)]ボタン
を押します。

1. [モード]ボタン(MODE)
2. [セット]ボタン(SET)
3. [上]/[下]ボタン
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メッセージ表示
VTS MODE(VTSモード)

4. 右手のハンドルバーで、[セッ
ト(SET)]ボタンを押して[プリ
セット1(PRESET1)]を表示しま
す。

5. VTSの[上]/[下]矢印ボタンを押
して、[プリセット1(PRESET2)]
VTSポジションを変更します。
[プリセット 1(PRESET 2)]の上
のデジタル画面には、設定1か
ら9までのゲージが表示されま
す。

選択機能 -プリセット1 (PRESET 1)
1. プリセット1(PRESET1)メッセー

ジ
2. VTS設定の番号
3. 設定1のVTSポジションインジ

ケーター
(バウダウン)

6. [セット(SET)]ボタンを押して
[プリセット1(PRESET 1)]を保
存し、[プリセット2(PRESET2)]
を表示します。

7. VTSの[上]/[下]矢印ボタンを押
して、[プリセット2(PRESET2)]
VTSポジションを変更します。
[プリセット 2(PRESET 2)]の上
のデジタル画面には、設定1か
ら9までのゲージが表示されま
す。

8. [セット(SET)]ボタンを押して
設定を保存し、メイン表示に
戻ります。

VTSシステムは記録されたトリム設
定を比較します。最高のポジショ
ンは[上]ボタン(バウアップ)に割当
てられ、最低のポジションは[下]ボ
タン(バウダウン)に割当てられま
す。
両方のトリムポジションが同じ場
合、両方のボタンは同じトリム設
定です。
[モード/セット(MODE/SET)]ボタン
によるVTSのトリム
エンジンを前進させている場合、
以下のように進めます。
1. [モード(MODE)]ボタンを押し
て、多機能表示にVTS機能を表
示します。

2. 右手のハンドルバーで、
[上]/[下]ボタンを押して、VTS
設定を変更します。

選択機能 - VTS
1. VTSメッセージ
2. VTS設定の番号

3. デジタル表示のVTSポジション
インジケータの動きを見て、
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VTSの作動を確認してくださ
い。

4. [セット(SET)]ボタンを押して
希望する設定を保存し、メイ
ン表示に戻ります。

注意1から5までのVTS設定が使用
可能です。
注意エンジンを前進ポジションで
動作させていないと、VTSシステム
のテストはできません。エンジン
が前進ポジションで動作していな
い場合は、VTSコントロールスイッ
チを押してもVTSの表示が変わるだ
けで、ノズルのポジションは変わ
りません。
推奨される一般的な操作
波の荒いときや視界の悪いときの
航行
このように条件の悪いときはでき
るだけ航行を避けてください。ど
うしても航行しなければならない
場合は、最低限の速度で警戒しな
がら慎重に進んでください。
波を横切るとき
オペレーターはハンドルをしっか
り握り、両足をフットボード上に
留めておく必要があります。
同乗者は両手で取っ手を握り、両
足をフットボード上に留めておく
必要があります。
速度を落としてください。
必要に応じていつでもステアリン
グを操作し、バランスを取れるよ
う構えてください。
波の上を走る場合、足を使って水
面からの衝撃を和らげるために、
体を席から多少上げてください。
他の船の航跡を横切るときは、必
ず先行するウォータークラフトと
の間に安全な距離を保ってくださ
い。

警告
航跡を横切るときは十分に速度を
落としてください。オペレータや
同乗者は自分の体を支え、衝撃を
吸収できるように半立ちの姿勢で
いてください。波や航跡でジャン
プしないでください。
停止/ドック入れ
スロットルを放すと、船体が水を
引っ張り、ウォータークラフトは
減速します。停止距離はウォー
タークラフトのサイズ、重量、速
度、水面の状況、風や潮流の有無
とその向きによって変わってきま
す。

異なる状況での停止距離に慣れる
ために、オペレータは広い水域で
様々な速度で練習する必要があり
ます。
iBRなしのモデル

警告
ウォータークラフトが完全に停止
するには、エンジンが停止する必
要があります。
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iBR付きモデル

警告
広い水域でブレーキをかける場
合、必ず周囲、特に後方に他の
ウォータークラフトやボートがい
ないことを確認してください。あ
なたがいきなり水路の他の人達の
前で急停止することになり、彼ら
が余裕をもって操作や停止ができ
ない場合があります。
iBRシステムは、ウォータークラフ
トを迅速に減速または停止させる
ためにも使用できますし、特に
ドック入れの際の操作性を向上さ
せるためにも使用できます。ブ
レーキを部分的、あるいは全面的
にかけた場合のウォータークラフ
トのハンドリング特性に慣れるた
めに、特に直進や旋回でのiBRシス
テムを使用した停止の練習をする
べきです。
高速で航行していて初めてブレー
キをかけると、ウォータークラフ
トの後方の空中に水柱が急上昇
し、後続のウォータークラフトの
オペレータが、あなたのPWCをし
ばらく見失うことがあります。

警告
船団の形式で後続しようとしてい
るウォータークラフトのオペレー
タには、あなたのPWCのブレー
キや操船能力、水柱が示す意味、
両者の間に十分な距離を保つべき
であることを知らせておくことが
重要です。
また、オペレータは利用できる
様々なコントロール(iBRレバーや
スロットルレバー)を使用して、想
像上のドックでドック入れの練習
もしておくべきです。
予定の上陸地点から逆算して、十
分に手前からスロットルを戻して
ください。
アイドリング状態まで減速しま
す。

iBRレバーとスロットルレバーを組
み合わせた操作、ニュートラル、
リバースや前進へのシフト変更な
どが必要です。
後進中は、ステアリングの方向が
逆になることを覚えておいてくだ
さい。後進中は、ハンドルバーを
左に回すと船尾は右に動き、逆も
同様です。

警告
スロットルを戻したりエンジンを
止めたりすると、ウォータークラ
フトの進路を制御しにくくなりま
す。ウォータークラフトを後進さ
せている場合、ステアリングの方
向は逆になります。
浜辺に乗り上げるとき
お知らせウォータークラフトを直
に浜辺に乗り上げることは推奨で
きません。
ゆっくりと浜辺に近づき、海底か
ら船体後部の最も低い部分までの
水深が90 cmくらいになる前に、
エンジンを止めます。そこから浜
まではウォータークラフトを引い
てください。
お知らせ水深が浅い場所でウォー
タークラフトを走らせると、推進
システムのコンポーネントが損傷
するおそれがあります。水深
が90 cm以下になる前に必ずエン
ジンを止め、リバースやブレーキ
は決して使わないでください。
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動作モード
RXP-X
260
Xスポーツモード
XECOモード
Xラーニングキーモード

X =標準機能を表示

警告
動作モードを変更する際には、必
ず航行中の状況を把握してくださ
い。

スポーツモード
選択すると、スポーツ(SPORT
MODE)モードではスロットルの俊
敏な応答が可能になり、通常の動
作モード(NORMAL OPERATING
MODE)モードより速い加速ができ
ます。
有効にすると、オペレーターが無
効にするか、エンジンが停止して
デフォルトで通常の動作(NORMAL
OPERATINGMODE)モードに戻るま
で、スポーツ(SPORTMODE)モード
のままになります。
スポーツモードを起動する
エンジンの駆動中にスポーツモー
ドをすばやく起動するには、以下
を実行します。

警告
動作モードを変更する際には、必
ず航行中の状況を把握してくださ
い。
1. [スポーツモード]ボタンを3秒
以上押したままにします。

1. [スポーツモード]ボタン
注意インジケータライトが点灯
し、次のような重要なメッセージ
が多機能表示にスクロール表示さ
れます。

メッセージ表示
スポーツモードに入ります –加速が
増します –同乗者に注意してくださ
い–[スポーツ]ボタンを押してくださ
い (ENTERING SPORT MODE -
INCREASED ACCELERATION -
INSTRUCT PASSENGERS TO HOLD -
PRESS_SPORT_BUTTON)

警告
必ず同乗者に、スポーツモードに
よって加速が増すのでしっかりと
つかまっているように指示しま
す。
2. 再度[スポーツモード]ボタンを
押して、スポーツモードを起
動します。

スポーツモード有効(SPORTMODE
ACTIVATED)というメッセージがし
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ばらくスクロール表示され、ス
ポーツモードが起動されているこ
とを示します。

メッセージ表示
スポーツモード有効(SPORT MODE
ACTIVATED)

注意数秒で、ゲージは通常の表示
に戻ります。
3. スポーツモード(SPORT)インジ
ケーターが点灯していること
を確認します。

スポーツモードインジケーター

注意スポーツモード(SPORT)が起動
している間は、スポーツモードイ
ンジケーターが点灯しています。
スポーツモードの停止
速度を上げながらスポーツモード
を停止するには、次を実行しま
す：

警告
スポーツモードをOFFにする際
は、他のウォータークラフト、障
害物や水中にいる人などに対して
十分に注意してください。
1. [スポーツモード]ボタンを3秒
以上押したままにします。

注意多機能表示に次のメッセージ
がスクロール表示されます：ス
ポーツモード無効(SPORT MODE
DEACTIVATED).

メッセージ表示
スポーツモード無効

注意数秒で、ゲージは通常の表示
に戻ります。
2. スポーツ(SPORT)モードインジ
ケーターが消灯していること
を確認します。

ECOモード(燃料節約モード)
ECOモードを起動する
ECOモードを起動するには、以下
を実行します。

警告
動作モードを変更する際には、必
ず航行中の状況を把握してくださ
い。
1. [ECOモード]ボタンを1秒以上
押します。
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1. [ECOモード]ボタン
2. ECOモードの起動状態は、ECO
インジケーターで確認できま
す。

ECOモードインジケーター
(燃料節約モード)

ECOモードを無効にする
ECOモードを無効にするには、以
下を実行します。

警告
動作モードを変更する際には、必
ず航行中の状況を把握してくださ
い。
1. [ECO]ボタンを1秒以上押しま
す。

ラーニングキーモード
ラーニングキーは、エンジン出力
と速度を制限する動作モードを提
供します。
ラーニングキーモードでは、5つの
速度設定を使用できます。デフォ
ルトでは、キーモードは｢3｣に設定
されています。

注意エンジンが動作してない間だ
け、キーの設定を変更できます。
ラーニングキーの速度設定を変更
する
ラーニングキーの設定を変更する
には、以下を実行します。
1. [スタート/ストップ]ボタンを
押して電子システムを起動
し、エンジンカットオフス
イッチにノーマル(NORMAL)
キーを取り付けます。

2. インフォメーションセンター
がセルフテスト機能を完了
し、キー認識メッセージを表
示するまで待ちます。

3. インフォメーションセンター
のデジタル画面に[KEYMODE]
と表示されるまで、[モード
(MODE)]ボタンを繰り返して
押します。

代表例 -ゲージコントロールボタン
1. [モード]ボタン(MODE)
2. [セット]ボタン(SET)
3. [上]/[下]ボタン
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メッセージ表示
KEY MODE(キーモード)

4. [セット(SET)]ボタンを一度押
して、ラーニングキーモード
設定機能を起動します。表示
が[L-Key]に変わります。

選択機能-ラーニングキー(LEARNING
KEY)
1. L-KEYメッセージ
2. ラーニングキーの設定

5. [上]または[下]ボタンを押し
て、キーの設定を1から5まで
の間で切り替えます。設定に
対応する速度制限は、次の表
を参照してください。

6. [セット(SET)]ボタンを一度押
すと設定が保存され、二度押
すか、タイムアウトになるま
で待つと機能が終了します。
キー設定の変更は自動的に保
存されます。

注意キー速度の設定は、特定の
ウォータークラフトで使用される
のと同じタイプのキーなら、どの

キーにでも適用できます。した
がって、異なるウォータークラフ
トで使用されるのと同じタイプの
キーではキー速度の設定は異なり
ます。

最高速度キー速度の
設定

D.E.S.S.
キーのタイ
プ

80 km/h5
ラーニング
キー

(Learning
key)

74 km/h4
68 km/h3
60 km/h2
51 km/h1

注意キー速度の設定は航行してい
る状況により異なります。
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特殊な手順
ジェットポンプウォーターイ
ンテークとインペラーの清掃

警告
エンジンがかかっているときはイ
ンテークグレートに近づかないで
ください。長い髪、ゆったりした
衣服、救命胴衣のストラップなど
が可動部分に絡むことがありま
す。
水草、貝殻、あるいはその他の異
物が、インテークグレート、ドラ
イブシャフトおよび／またはイン
ペラーに引っかかったり、絡んだ
りすることがあります。ウォー
ターインテークが詰まると、次の
ようなトラブルの原因になりま
す：
- キャビテーション:推進力が低
下するため、エンジンの回転を
上げてもウォータークラフトが
低速でしか進まず、ジェットポ
ンプのコンポーネントを損傷す
るおそれがあります。

- オーバーヒート：エキゾースト
システムを冷却する水の流れは
ジェットポンプの作動に依存し
ているため、インテークが詰ま
るとエンジンのオーバーヒート
の原因になり、エンジン内部の
部品が損傷するおそれがありま
す。

水草が詰まった部分は、次のよう
な手順で清掃することができま
す：

警告
推進システムに入っている異物を
取り除くために手を入れる必要が
ある場合、必ずエンジンカットオ
フスイッチから綱コードを取り外
してください。
水中での清掃
エンジンが始動しない程度に[エン
ジンスタート/ストップ]ボタンを
瞬間的に繰り返して押しながら、

ウォータークラフトを左右に数回
揺さぶります。大半の場合は、こ
れで詰まりが解消されるはずで
す。エンジンを始動して、ウォー
タークラフトが正常に作動するか
確認してください。
また、上記の方法で効果がなけれ
ば、次のような方法も試してみて
ください：
- エンジンがかかっている状態
で、スロットルを開ける前に、
iBRレバーをリバースのポジショ
ンに入れ、すばやく数回スロッ
トルを変動させてみます。

- 必要に応じて、この手順を繰り
返します。

まだシステムが詰まっているよう
なら、ウォータークラフトを水中
から揚げて清掃します。陸上での
清掃を参照してください。
陸上での清掃

警告
推進システムのコンポーネントの
清掃を行う場合は、誤ってエンジ
ンを始動しないように、必ず 綱
コードをエンジンカットオフス
イッチから取り外してください。
清掃のためウォータークラフトを
横倒しにしたときにキズがつかな
いように、ウォータークラフトの
脇に厚紙かカーペットを敷きま
す。
清掃のためにウォータークラフト
を左右どちらかに回転させるよう
に傾けます。
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代表的な例
ウォーターインテークまわりを清
掃してください。それでもシステ
ムの詰まりが解消されない場合
は、Sea-Doo認定ディーラーに整
備を依頼してください。
お知らせ 清掃と併せて、ウォー
ターインテークグレートに損傷が
ないか点検してください。必要が
あれば、Sea-Doo認定ディーラー
に修理を依頼してください。
推進システムへアクセスしやすく
するために、iBRを前方へ移動させ
ます。詳細な方法は、iBR優先機能
を参照してください。
iBR優先機能
iBR優先機能が有効な場合、ユー
ザーはVTSコントロールボタンを
使って、iBRゲートやノズルを可動
範囲全体で電気的に動かせます。
注意iBR優先機能が利用できるの
は、エンジンが動作してない間だ
けです。

警告
iBR優先機能を使用してiBRゲート
を動かす場合、ウォータークラフ
トの後部周辺に人がいないことを
確認してください。ゲートが動い
て、指などを挟みこむ場合があり
ます。
お知らせ iBR優先機能を使用する
際にiBRシステムに物体や工具が挟
まると、iBRコンポーネントの損傷

の原因となります。iBRゲートを動
かす前に、障害となる全ての堅い
異物を取り除いてください。

警告
推進システムに入っている異物を
取り除くために手を入れる必要が
ある場合、必ず事前に以下を守っ
てください。
- エンジンカットオフスイッチ
から綱コードを取り外しま
す。

- 5分以上待ちます。
- [スタート/ストップ]ボタンを
押さないでください。[スター
ト/ストップ]ボタンを押して
しまった場合は、5分以上待ち
ます。

iBR優先機能の起動
iBR優先機能を有効にするために、
以下の手順を実行します。
1. [スタート/ストップ]ボタンを
押して、電子システムの電源
をオンにします。

2. エンジンカットオフスイッチ
に綱コードを取り付けます。

注意セルフテスト機能が終了した
後も、インフォメーションセン
ターの全ての表示が消えないよう
に、綱コードをつないでおきま
す。約 3分間、電源はオンになっ
ています。
3. インフォメーションセンター
のデジタル表示に SETTINGS
が表示されるまで、右手のハ
ンドルバーの[モード]ボタンを
押します。
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メッセージ表示
SETTINGS(設定)

4. [上]/[下]ボタンを押して、[優
先(IBR OVR)]を表示します。

モード機能
IBR-OVRモードメッセージ

5. [セット(SET)]ボタンを押すと、
[iBR優先(iBR OVR)]機能に入
り、[優先オフ(OVR OFF)]と表
示されます。

メッセージ表示
OVRオフ

6. [上]/[下]ボタン(右手のハンド
ルバー)を押して、[OVRオン
(OVR ON)]を表示します。

メッセージ表示
OVRオン

7. [セット(SET)]ボタンを押して、
[優先オン(OVR ON)]機能を選
択します。ゲージは、通常の
表示に戻ります。

8. VTSの[上]または[下]ボタンを
押して、iBRゲートを希望する
位置まで動かします。

9. エンジンカットオフスイッチ
から綱コードを取り外しま
す。

警告
推進システムに入っている異物を
取り除くために手を入れる必要が
ある場合、必ず事前に以下を守っ
てください。
- エンジンカットオフスイッチ
から綱コードを取り外しま
す。

- 5分以上待ちます。
- [スタート/ストップ]ボタンを
押さないでください。[スター
ト/ストップ]ボタンを押して
しまった場合は、5分以上待ち
ます。

iBR優先機能の停止
iBR優先機能を無効にするには、3
つの方法があります。
- iBR優先機能の起動のステップ
を繰返し、OVROFFが表示され
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たら[セット(SET)]ボタンを押し
ます。

- 電源がオフになるのを待ちま
す。

- エンジンを始動させます。
注意エンジンが始動すると、[iBR
OVR]機能が無効になり、iBRゲート
はニュートラルポジションに移動
します。

警告
iBR優先機能を使用してiBRゲート
を動かす場合、ウォータークラフ
トの後部周辺に人がいないことを
確認してください。ゲートが動い
て、指などを挟みこむ場合があり
ます。

ウォータークラフトが転覆し
たとき
注意一部の船体安全性ラベルは図
に表示されていません。船体安全
性ラベルの情報については、
ウォータークラフトの安全ラベル
のサブセクションをご参照くださ
い。
ウォータークラフトは簡単には転
覆しないように設計されていま
す。船体の両サイドにはスポンソ
ン（浮き）が取り付けられてお
り、ウォータークラフトの安定性
をさらに高めています。ただし、
一度転覆してしまうと、自力では
復帰しません。

警告
ウォータークラフトが転覆してい
るときは、エンジンの再始動を試
みないでください。オペレーター
と同乗者は認定された救命胴衣を
着用してください。
ウォータークラフトを正立状態に
戻すには、エンジンがオフであ
り、綱コードがエンジンカットオ
フスイッチにないことを確認しま
す。インレットグレートをつか

み、サイドバンパーレールに足を
かけ、体重を利用してウォーター
クラフトを手前へ回転させてくだ
さい。
注意船尾のフラッシングコネク
ター付近のラベルに、ウォーター
クラフトを正立状態に戻す方法が
記載されています。ウォーターク
ラフトが転覆した場合に正しく読
めるように、ラベルは上下逆に
なっています。

4-TEC™エンジンは、転覆時保護シ
ステム(T.O.P.STM)を備えています。
ウォータークラフトがひっくり返
ると、エンジンは自動的に停止し
ます。
ウォータークラフトが本来の姿勢
に戻ると、通常通りにエンジンを
始動できます。
お知らせ ウォータークラフトが5
分間以上転覆していた場合は、水
を吸い込んでエンジンが損傷する
のを避けるため、クランキングを
試みないでください。できるだけ
早くSea-Doo認定ディーラーに整
備を依頼してください。
お知らせエンジンがクランキング
をしない場合は、それ以上、始動
を試みないでください。エンジン
を損傷するおそれがあります。で
きるだけ早くSea-Doo認定ディー
ラーに整備を依頼してください。
できるだけ早いうちにビルジ内に
水が入っていないか点検してくだ
さい。岸に戻ったら、必要に応じ
てビルジ内の排水を行います。
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ウォータークラフトが水没し
たとき
エンジンの損傷を最小限にとどめ
るため、できるだけ早いうちに次
の手順を行ってください。
ビルジの排水を行ってください。
塩水に沈んだ場合は、散水用ホー
スを使ってビルジとすべてのコン
ポーネントを真水で洗い流し、塩
水による腐食を防いでください。
お知らせエンジンのクランキング
や始動を試みないでください。吸
気マニホルドに溜まった水がエン
ジンに流れ込んで、エンジンの重
大な損傷の原因になることがあり
ます。
できるだけ早くウォータークラフ
トをSea-Doo認定ディーラーに持
ち込んで、整備を依頼してくださ
い。
お知らせ整備を受けるまでに経過
した時間が長ければ長いほど、エ
ンジンの損傷はひどくなります。
エンジン内に水を吸い込んだ
とき
お知らせエンジンのクランキング
や始動を試みないでください。吸
気マニホルドに溜まった水がエン
ジンに流れ込んで、エンジンの重
大な損傷の原因になることがあり
ます。
できるだけ早くウォータークラフ
トをSea-Doo認定ディーラーに持
ち込んで、整備を依頼してくださ
い。
お知らせ整備を受けるまでに経過
した時間が長ければ長いほど、エ
ンジンの損傷はひどくなります。
また、適切なエンジンの整備を受
けないと、エンジンの重大な損傷
の原因になることがあります。

水上でのウォータークラフト
の曳航
Sea-Dooウォータークラフトを水
上で曳航するには、いくつかの特
別な注意を払う必要があります。
推 奨 さ れ る 最 高 曳 航 速 度
は、24 km/hです。
これによって、エキゾーストシス
テムに水が入り、さらにその水が
エンジンに流れ込んで溜まってし
まうことを防ぐことができます。
なぜなら、エンジンが回っていな
いときは排気の圧力がなく、エキ
ゾーストアウトレットから水を排
出できないためです。
お知らせこの指示を守らないとエ
ンジンに損傷を及ぼすおそれがあ
ります。自力で動けなくなった
ウォータークラフトを曳航しなけ
ればならない場合、最高曳航速度
の24 km/hを超えない速度を維持
してください。
推奨される最高速度を超えている
速度のウォータークラフトを牽引
する必要がある場合は、クロス
オーバーホースを固定してくださ
い。

1. クロスオーバーホース
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メンテナンス情報
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メンテナンスのスケジュール
ウォータークラフトを安全な作動状態に保つためには、メンテナンスが
非常に重要です。ウォータークラフトはメンテナンススケジュール通り
に整備される必要があります。
各列の使用時間が超過される度に、該当するスケジュールに記載されて
いるすべてのメンテナンスを行ってください。
注意例：200時間または2年経過した場合、この列のすべてのメンテナン
ス、および100時間ごとまたは1年ごとの列のメンテナンスも実施しま
す。

警告
メンテナンスのスケジュールや手順に従って適切にウォータークラフ
トを維持しないと、安全な作動を損ねます。
スケジュール通りにメンテナンスを行っていても、始業点検は必要です。
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最初の50時間または1年A:調整
C:清掃
I: 点検
L: 潤滑
R: 交換
O: オペレーター
D: ディーラー

100時間または1年ごと
200時間ごとまたは 2年間

実施者

注記：部品／タスク
エンジン

(1)塩水で使用する場合
は、10時間ごと。
(2)年数に関係なく、200
時間ごとに交換。

DRRエンジンオイルとフィルタ
DIラバーマウント

OL(1)
腐食防止
(エンジンコンパートメントの金属
製コンポーネントに防錆潤滑剤を
スプレーする)

DR
(2)

スーパーチャージャークラッチ(260
エンジン)
エキゾーストシステム

(3)塩水または汚れた水で
使用した後は毎回洗浄。O/DI, C

(3)Iエキゾーストシステム

冷却システム

(4) 300時間または5年ご
とに交換

DIホースの状態と締め付け具

DR
(4)I冷却液

燃料システム
(5)メンテナンススケ
ジュールの後の注記1を
参照してください。

O/DI, LiTCレバー (5)

(6) 保管期間または 100
時間使用後のどちらか先
に訪れた時期に交換。

DI
(6)I

燃料キャップ、フィラーネック、
燃料タンク、燃料タンクストラッ
プ、燃料ライン、接続

DII燃料システム漏れテスト
DIIスロットルボディ

エアインテークシステム
—DIエアインテークサイレンサー
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最初の50時間または1年A:調整
C:清掃
I: 点検
L: 潤滑
R: 交換
O: オペレーター
D: ディーラー

100時間または1年ごと
200時間ごとまたは 2年間

実施者

注記：部品／タスク
電気系マネージメントシステム(EMS)

—DII故障コード
電気システム

(7)月に1度の点検必要に
応じて、電解液を追加し
てください。

DRIIスパークプラグ
DI, Lイグニッションコイル

DII
電気系コネクター類の状態と締め
付け（イグニッションシステム、
始動システム、燃料インジェク
ター、ヒューズボックスなど）

DIIエンジンカットオフスイッチ
DIIモニターブザー
DI (7)バッテリーと締め付け具

ステアリングシステム

(8) 作動の点検
DIIステアリングケーブルと接続
DIIステアリングノズルブッシング
DIIO.T.A.S. (8)
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最初の50時間または1年A:調整
C:清掃
I: 点検
L: 潤滑
R: 交換
O: オペレーター
D: ディーラー

100時間または1年ごと
200時間ごとまたは 2年間

実施者

注記：部品／タスク
推進システム

(6)保管期間または100時
間使用後のいずれか早い
方。
(9)毎月点検(塩水ではよ
り頻繁に)および必要に応
じて交換。
(10)汚れた水でPWCを使
用する場合は、より頻繁
に点検する。

DIIカーボンリングとラバーブース(ド
ライブシャフト)(10)

DIIインペラー、インペラーブース、
およびウエアリングの状態

DIインペラーシャフトの半径方向の
遊び

DIジェットポンプハウジングの点検

DI
(6)

インペラーシャフトシール、ス
リーブ、O-リング、およびインペ
ラーカバー

DI, Lドライブシャフト／インペラース
プライン

DI (9)犠牲陽極

DIインペラーとインペラーウエアリ
ングのクリアランスの測定
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最初の50時間または1年A:調整
C:清掃
I: 点検
L: 潤滑
R: 交換
O: オペレーター
D: ディーラー

100時間または1年ごと
200時間ごとまたは 2年間

実施者

注記：部品／タスク
iBR(インテリジェントブレーキおよびリバース)システム

(5)メンテナンススケ
ジュールの後の注記1を
参照してください。
(6)保管期間または100時
間使用後のいずれか早い
方。
(11)メンテナンススケ
ジュールの後の注記2を
参照してください。

O/DI, LiBRレバー (5)

DIIiBR ゲートの反動

DIIiBR摩擦スリーブ、ブッシング、iBR
ゲートストッパー

DIiBR UアームVTSトリムリングおよ
びiBRゲート

DI(6)
(11)

I
(11)iBR Uアームの留めネジ

DIIiBR保護ガード
船体とボディ

—
OI船体（ハル）

OIライドプレートとウォーターイン
テークグレート

iTCレバーおよびiBRレバーは、自由に動くことを確認するため、レ
バーを押して放して点検しなければなりません。摩擦が感じられる
場合は、レバーを取り外して清掃し、磨耗や潤滑を点検する必要が
あります。インテリジェントスロットルコントロール(ITC)、ステア
リング、およびO.T.A.S.に関する各サブセクションを参照してくださ
い。

注記1：

スクリューを受けるiBRアクチュエーターシャフトへのiBRUアームの
トルクが適正であることを確認します。スクリュー受けが失われて
いると見つかっても、再トルクをかけないでください。新しいもの
と交換してください。

注記2：
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メンテナンスの手順
このセクションでは、基本的なメ
ンテナンスの手順を説明します。
必要な機械に関するスキルや工具
を持っている場合は、ご自身でこ
れらの手順を実行することも可能
です。そうでない場合は、Sea-Doo
認定ウォータークラフトディー
ラーにご相談ください。

警告
メンテナンスを行う場合は、まず
エンジンを止めて、以下のメンテ
ナンス手順に従ってください。適
切なメンテナンス手順を守らない
と、高温の部品、稼動部分、電気
的、化学的あるいはその他の危険
により負傷する恐れがあります。

警告
ロック用部品(ロッキングタブ、
セルフロッキング締め付け具な
ど)の取り外しが必要な場合は、
常に新しいものと交換してくださ
い。
お知らせエンジンコンパートメン
トやビルジ内に物体、ウエス、工
具などを入れたままにしないでく
ださい。
エンジンオイル
推奨エンジンオイル
XPS4ストローク合成ブレンドオイ
ル (SUMMER) (P/N 293 600 121)を
使用します。
お知らせスーパーチャージャー付
きエンジンは、BRPXPS合成ブレン
ドオイルを使用して、開発および
確認されています。BRPは、必ず
XPS合成ブレンドオイルを使用す
ることを強く推奨いたします。エ
ンジンに適さないオイルによる損
傷は、BRP限定保証の対象となり
ません。
推奨されるXPSエンジンオイルが
使用できない場合は、クラッチ互
換の10W40鉱物エンジンオイルを
使用してください。

お知らせ決して合成オイルは使用
しないでください。スーパー
チャージャークラッチの適切な操
縦を損ないます。推奨オイルには
何も添加しないでください。API
サービス等級SMの鉱物オイルは添
加物（フリクション・モディファ
イヤ)を含むことがあり、スーパー
チャージャーの不適切な滑り、ま
た早過ぎる磨耗の原因となりま
す。
エンジンオイルレベル
お知らせ オイルレベルは頻繁に
チェックし、必要に応じて補充し
てください。入れすぎてはなりま
せん。オイルレベルが不適切なま
ま使用を続けると、エンジンに重
大な損傷を与える可能性がありま
す。
注意エンジンコンパートメン

ト内の部品の一部は、きわめて高
温になる場合があります。直接皮
膚に触れると火傷の原因になりま
す。
オイルレベルの点検は水上でも、
またはウォータークラフトを水か
ら上げた状態でもかまいません。
ウォータークラフトが水から上
がっているとき
お知らせウォータークラフトは水
平でなければなりません。
注意ウォータークラフトを水

から上げた状態でエンジンを回す
と、ライドプレートの熱交換器が
たいへん熱くなります。火傷のお
それがありますので、ライドプ
レートには触れないようにしてく
ださい。
1. トレーラー曳航用ポール等で
上げて、ウォータークラフト
のバンパーレールが水平にな
るように傾きを調整します。

2. シートを開きます。
3. エキゾーストシステムのフ
ラッシングコネクターに散水
用ホースをつないでくださ
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い。このセクションのエキ
ゾーストシステムを参照し
て、手順に従ってください。

お知らせ
- エキゾーストシステムに水を供
給しないでエンジンをかけるこ
とは決してしないでください。
エキゾーストシステムの冷却を
失敗すると、重大な損傷を与え
る可能性があります。

- エンジンを 2 分間以上回さな
いでください。ウォータークラ
フトが水から上がっているとき
は、ドライブラインシールが冷
却されないためです。

4. エンジンが既に通常の作動状
態にある場合は、 30 秒間ア
イドルさせた後でエンジンを
止めてください。

5. オイルがエンジンで落ち着く
まで、少なくとも30秒間は
待ってから、オイルレベル
ゲージを抜いてきれいに拭き
取ります。

1. オイルレベルゲージの位置
6. オイルレベルゲージを奥まで
完全に差し込んで、元通りに
取り付けます。

7. もう一度オイルレベルゲージ
を外して、オイルレベルを読
み取ってください。[満タン]と
[給油]のマークの間にあるはず
です。

1. 満タン
2. 給油
3. 動作範囲
8. 適正なレベルになるまでオイ
ルを補給してください。

オイルを補給するには：
- オイルキャップをはずします。
- オイルフィラーのネック部分に
ある開口にじょうごを入れま
す。

- 推奨オイルを適切なレベルまで
給油します。

注意入れすぎてはなりません。

1. オイルフィラーキャップの位置
注意エンジンに給油するたびに、
このセクションで説明された手順
を完全に必ず再実行してくださ
い。この手順を守らないと、正し
いオイルレベルを知ることができ
ません。
9. オイルキャップとオイルレベ
ルゲージを正しく元通りに取
り付けます。

エンジンのオイル交換とオイル
フィルターの交換
オイルとフィルターの交換は、Sea-
Doo認定ディーラーに依頼してく
ださい。
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エンジン冷却液
推奨エンジン冷却液
内燃アルミニウムエンジン専用の
腐食防止剤入りエチレングリコー
ル不凍液を必ず使用してくださ
い。
注意入手可能であれば、アルミニ
ウム製内燃エンジン用の生物分解
性不凍液をお奨めします。これは
環境保護に有効です。
ロングライフ不凍液 (P/N 219 702
685)、または水と不凍液の水溶液
(蒸留水50%および不凍液50%)で冷
却システムを充填します。
注意ウォータークラフト使用時特
に暑い天候や水温が高い場合、不
凍液水 40％と脱塩水 60％の混合
を使用して冷却効率を高めること
ができます。
不凍液の劣化を防ぐため、いつも
同じブランドの不凍液を使ってく
ださい。冷却システムを完全に洗
浄して入れ替える場合を除いて、
ブランドの異なる不凍液を混ぜな
いでください。Sea-Doo認定ディー
ラーにご相談ください。
エンジン冷却液レベル

警告
冷却液レベルは、エンジンが冷め
ている状態でチェックしてくださ
い。エンジンが熱いときに、冷却
液を冷却システムに注ぎ足しては
なりません。

注意エンジンコンパートメン
ト内の部品の一部は、きわめて高
温になる場合があります。直接皮
膚に触れると火傷の原因になりま
す。
シートを開きます。
リザーバータンクのキャップを探
します。

1. リザーバータンクのキャップ
ウォータークラフトが水平になっ
ている状態で、エンジンが冷えて
いるとき、冷却液のレベルはリ
ザーバーの MIN と MAX のマーク
の間になければなりません。

代表的な例 -冷却液リザーバータンク
1. エンジンが冷えているときにレベル

がこのマークの間にあること
注意ウォータークラフトは水上に
浮かんでいるときは、水平になり
ます。トレーラーに載っていると
きは、トレーラー曳航用ポール等
で上げて、バンパーレールが水平
になるように傾きを調整します。
必要に応じて、冷却液レベルが
マークの間に来るように冷却液/脱
塩水を補充します。こぼさないよ
うに、じょうごを使ってくださ
い。入れすぎてはなりません。
フィラーキャップを正しく元通り
に取り付けて締め、ベンチレー
ションボックスも元通りに取り付
けて、シートを閉じます。
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注意頻繁に冷却液を注ぎ足す必要
がある場合、冷却システムに漏れ
があるか、エンジンに問題がある
可能性があります。Sea-Doo認定
ディーラーにご相談ください。
エンジン冷却液の交換
冷却液の交換はSea-Doo認定ディー
ラーに依頼してください。
イグニッションコイル
イグニッションコイルの取り外し
1. イグニッションコイルのコネ
クターを外してください。

お知らせインプットコネクターを
外す前にイグニッションコイルを
取り外すと、ワイヤが損傷する場
合があります。損傷させないため
に、イグニッションコイルをドラ
イバーで取り出さないでくださ
い。
注意イグニッションコイルを両方
向にひねって、取り外しやすくな
るように引っ張ります。
スパークプラグからイグニッショ
ンコイルを取り外します。
イグニッションコイルの潤滑
1. ラバーシールを引き下げま
す。

1. 引き下げたラバーシール
2. 図に示すようにDOW
CORNING 111 (P/N 413 707
000) をラバーシールに塗布し
ます。

1. ここに塗布する
3. ラバーシールを後ろへ引っ張
り、イグニッションコイルの
タブとシールのスロットが互
いに一致していることを確認
します。

4. 図示するように、防水バリア
として機能するようにシール
の上にリング状にグリースを
残します。余分なグリースは
拭き取ります。

1. 余分なグリースの正しい形状
5. 図に示すようにDOW
CORNING 111 (P/N 413 707
000) をラバーシール接着部に
塗布します。

1. ここに塗布する
イグニッションコイルの取り付け
注意イグニッションコイルをス
パークプラグに挿入する前に、イ
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グニッションコイルの潤滑の説明
に従ってシール剤を塗布します。
1. シリンダーヘッドの穴にコイ
ルを取り付けます。

2. イグニッションコイルを押し
下げ、スパークプラグの先端
に取り付けます。

3. シールがエンジンのバルブカ
バーの上面に正しく納まって
いることを確認してくださ
い。

代表的な例
1. 正しく収まっている状態のシール

スパークプラグ
スパークプラグの取り外し
1. シートを開きます。
2. イグニッションコイルイン
プットコネクターを外しま
す。

3. イグニッションコイルを取り
外してください。イグニッ
ションコイルを参照してくだ
さい。

警告
決して、配線ハーネスから外す前
に、スパークプラグからイグニッ
ションコイルを取り外さないくだ
さい。ビルジ内に、可燃性の蒸気
が存在する場合があります。綱
コードがエンジンカットオフス
イッチに取り付けられていると、
コイルのスパークプラグ側でス
パークが発生して、爆発を引き起
こす恐れがあります。

4. スパークプラグソケットを使
用して、スパークプラグにか
かっているトルクを解放しま
す。

1. 認定ソケット
2. 不適切なソケット
5. 圧縮空気でスパークプラグと
シリンダーヘッドを清掃しま
す。

6. スパークプラグを緩め、次に
イグニッションコイルを使っ
てスパークプラグをスパーク
プラグホールから引き出しま
す。

1. イグニッションコイル
2. スパークプラグ
スパークプラグの取り付け
取り付ける前に、シリンダーヘッ
ドやスパークプラグの接触面にホ
コリが付いていないことを確認し
ます。
1. ワイヤフィーラーゲージを使
用して、次のチャートで指定
するように電極のギャップを
設定します。
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ギャップ
MM (IN)トルクスパークプ

ラグ

0.75 (.030)
手で締める
+ソケット
1/4 回転

NGK
DCPR8E

2. スパークプラグのねじ山に焼
き付き防止潤滑剤を塗布し、
焼き付きを防止します。

3. スパークプラグを手でシリン
ダーヘッドにねじ込みます。
次に、認定スパークプラグソ
ケットで、スパークプラグを
時計方向へさらに 1/4 回転さ
せて締めます。

イグニッションコイルを取り付け
ます。イグニッションコイルを参
照してください。
取り外しと逆の順番で、取り付け
を完了させます。
エキゾーストシステム
エキゾーストシステムの洗浄
真水によるエキゾーストシステム
の洗浄は、水に含まれる塩分やそ
の他の化学物質による腐食効果を
中和するために必要不可欠です。
また、これによってウォーター
ジャケットおよび／またはホース
内の砂、塩、貝殻などの異物をあ
る程度まで取り除くこともできま
す。
お知らせウォータークラフトが塩
水で使用された場合、機械的コン
ポーネントの深刻な損傷を防ぐた
めに、エキゾーストシステムを毎
日洗い流す必要があります。
洗浄作業は、その日はもうウォー
タークラフトを使用しないと思わ
れるとき、またはウォータークラ
フトを長期にわたって保管すると
きに実施してください。

警告
この作業は換気のよい場所で行っ
てください。

次の手順に従ってください：
推進システムのインレットとアウ
トレットに水を吹きかけて洗い、
その後でXPSルーブコーティング
剤または同等品を塗布してくださ
い。
注意ウォータークラフトを水

から上げた状態でエンジンを回す
と、ライドプレートの熱交換器が
たいへん熱くなります。火傷のお
それがありますので、ライドプ
レートには触れないようにしてく
ださい。
ウォータークラフトの後部(船尾の
左舷)に位置するコネクターに散水
用ホースをつなぎます。この場
合、水栓は開けないでください。

1. フラッシングコネクターの位置
注意オプションのクイックコネク
トアダプターおよびホース金具を
使用できます (P/N 295 500 473)。
エンジンの洗浄には、ホースピン
チャーは必要ありません。

代表的な例-クイック接続ホースアダプター
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代表的な例
1. ホースアダプター（オプション、必

ずしも必要ありません）
2. クイックコネクト金具（オプション、

必ずしも必要ありません）
3. 散水用ホース
洗浄を行うには、まずエンジンを
かけてから、その後ただちに水栓
を開いてください。
注意エンジンコンパートメン

ト内の部品の一部は、きわめて高
温になる場合があります。直接皮
膚に触れると火傷の原因になりま
す。エンジンが動作している間
は、電子系の部品や推進システム
のコンポーネントに触れないでく
ださい。
お知らせまだエンジンが冷えてい
ない場合は洗浄を行わないでくだ
さい。必ずエンジンを始動してか
ら、水栓を開けてください。オー
バーヒートを防ぐため、エンジン
がかかったらすぐに水栓を開けて
ください。
エンジンをアイドル速度で90秒起
動させます。
お知らせウォータークラフトを水
から上げている場合、エキゾース
トシステムに水を供給せずにエン
ジンをかけないでください。
洗浄している間、ジェットポンプ
から水が流れ出てくることを確認
してください。水が出て来ない場
合は、Sea-Doo認定ディーラーに
整備を依頼してください。
お知らせ エンジンを 2 分間以上
回さないでください。ウォーター
クラフトが水から上がっていると

きは、ドライブラインシールが冷
却されないためです。
水栓を閉じ、エンジンを5000RPM
で5秒間走らせ、エンジンを止めま
す。
お知らせ必ず水栓を閉めてから、
エンジンを止めてください。
お知らせ洗浄作業を終えたら、ク
イックコネクトアダプターを取り
外してください（使用した場
合）。
ライドプレートとウォーター
インテークグレート
ライドプレートとウォーターイン
テークグレートの点検
ライドプレートとジェットポンプ
のウォーターインテークグレート
に損傷がないか点検します。損傷
した部品の修理や交換について
は、Sea-Doo認定ディーラーにお
問い合わせください。

警告
インテークグレートを点検する場
合は、必ず前もって綱コードをエ
ンジンカットオフスイッチから取
り外してください。
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代表的な例—これらの部分を点検
1. ウォーターインテーク
2. ライドプレート

ヒューズ
ヒューズの取り外しと取り付け
ヒューズの取り外しがしやすいよ
うに、ヒューズボックス内にある
ヒューズリムーバー／インストー
ラーを使用します。
ヒューズの点検
電気系に問題が生じたときは
ヒューズを点検してください。
ヒューズが溶けている場合は、同
じ定格値のヒューズと交換しま
す。

代表的な例
1. ヒューズ
2. 溶けていないか確認
3. 定格アンペア値

警告
本来のヒューズより定格値の高い
ものを使わないでください。重大
な損傷の原因になることがありま
す。ヒューズが溶けた場合は、再
始動をする前に問題の原因を特定
して、修理を行ってください。修
理についてはSea-Doo認定ディー
ラーに問い合わせてください。
ヒューズの位置
ヒューズボックスにアクセスする
には、フロントストレージカバー
を開けます。
ストレージコンポーネントの背部
で、アクセスパネルを固定してい
る2つのプラスチック製のリベット
とゴム製の固定用具を取り外しま
す。

フロントストレージコンパートメント（カ
バーを開いた状態）
1. アクセスパネル
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代表的な例 -取り外したアクセスパネル
1. ヒューズボックス
2. バッテリー
ヒューズボックスのカバーを取り
外すには、ヒューズボックスの両
側のロッキングタブをつまんだま
まで取り外します。
注意ヒューズの定格と場所は、
ヒューズボックスカバーに図示さ
れています。
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ヒューズの説明
説明定格ヒューズ

未使用—1
診断機能コネクター15 A2
[スタート/ストップ]ボタン3 A3
GPS3 A4
iBR30 A5
充電30 A6
未使用—7
バッテリー30 A8
未使用—9
未使用—10
ゲージ、OTASおよびCAPS3 A11
1番シリンダー（イグニッションコイルと燃料
噴射）10 A12

2番シリンダー（イグニッションコイルと燃料
噴射）10 A13

3番シリンダー（イグニッションコイルと燃料
噴射）10 A14

スターターソレノイド5 A15
iBRコントロール5 A16
燃料ポンプ10 A17
ECM15 A18
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ウォータークラフトのお手入れ
ウォータークラフトは毎日水中か
ら出してください。
使用後のお手入れ
エキゾーストシステムの洗浄
ウォータークラフトを塩水や汚れ
た水で使用した場合、エキゾース
トシステムは毎日洗浄しなければ
なりません。
メンテナンスの手順を参照してく
ださい。
泥水や塩水で使用した場合の追加
の手入れ
ウォータークラフトを泥水や特に
塩水で使用した場合は、ウォー
タークラフトとそのコンポーネン
トを保護するため、さらに追加の
手入れを行う必要があります。
ウォータークラフトのビルジ部分
を真水で洗い流してください。
ビルジ部分を洗うために高圧洗浄
器を使用しないでください。低水
圧だけを使用してください(例、散
水用ホース）。
高圧の水は電気系統や機械系統の
損傷につながる可能性がありま
す。
注意メンテナンス作業を行う

前に、十分にエンジンの熱を冷ま
してください。
お知らせ次のような適切な手入れ
を行わないと：ウォータークラフ
トを塩水で使用した場合、ウォー
タークラフトのすすぎ、エキゾー
ストシステムの洗浄、防蝕処理な
どを行わないと、ウォータークラ
フトとそのコンポーネントの損傷
につながります。
ウォータークラフトの清掃
ボディと船体
時々、船体および様々なコンポー
ネントを石鹸水（強い洗剤は使用
しないでください）で洗ってくだ
さい。エンジンおよび／または船

体に付着した海洋微生物を取り除
いてください。シリコンワックス
など、研磨剤の入っていないワッ
クスを塗布します。
お知らせファイバーグラス製やプ
ラスチック製の部品の清掃には、
強い洗剤、脱脂剤、塗装用シン
ナー、アセトンやその他の強い化
学または石油タイプのクリーナー
などは使用しないでください。
シートやファイバーグラスの染み
は、Knight's Spray-Nine†または同
等のクリーナーで取り除くことが
できます。
カーペットを清掃するには、3M™
シトラスベースのクリーナー(24oz
スプレー缶）または同等品を使用
してください。

警告
表面がつるつるになり、乗船者が
ウォータークラフトから落ちるか
もしれないので、カーペットや
シートにはプラスチックまたはビ
ニル製のプロテクターは付けない
でください。
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保管、シーズン前の準備
保管

警告
燃料とオイルは可燃性です。メン
テナンススケジュールでも指定さ
れているように、燃料システムの
機能の点検はSea-Doo認定ディー
ラーにご依頼ください。
長期保管の前には、Sea-Doo認定
ディーラーでウォータークラフト
の整備を受けることを推奨してい
ますが、次のような作業は最小限
の工具で自分で実施できます。
注意このセクションで説明されて
いる通りの順番で以下の作業を実
行してください。
お知らせ保管中はエンジンをかけ
ないでください。
推進システム
ジェットポンプの清掃
ジェットポンプのインレットとア
ウトレットに水を吹きかけて洗
い、その後でXPSルーブコーティ
ング剤 (P/N 293 600 016)または同
等品を塗布してください。

警告
推進システムのコンポーネントの
清掃を行う場合は、予期せずエン
ジンを始動してしまわないよう
に、必ず綱コードをエンジンカッ
トオフスイッチから取り外してく
ださい。この操作を行う場合、、
必ずエンジンを停止してくださ
い。
ジェットポンプの点検
ジェットポンプに水が入った場
合、インペラーのカバーを取り外
してチェックします。その場
合、Sea-Doo認定ディーラーにご
相談ください。

燃料システム
燃料システムの保護
XPS FUEL STABILIZER（XPSガソリ
ン安定化剤） (P/N 413 408 601)
（または同等品）を燃料タンクに
注入すると、ガソリンの劣化や燃
料システムのゴム質の堆積を防止
できます。正しい使い方について
は、安定化剤のメーカーの使用上
の注意に従ってください。
お知らせ燃料システムを良好な状
態で維持するために、保管時には
燃料安定剤を追加することを強く
推奨いたします。燃料システムの
コンポーネントをニス状の堆積物
から保護するため、ガソリン安定
化剤はエンジンの潤滑を行う前に
燃料タンクの上まで添加してくだ
さい。
給油のセクションで説明されてい
る通りに燃料タンクを満タンにし
ます。燃料タンク内に水がないこ
とを確認してください。
お知らせ燃料タンクに水が入った
ままにすると、燃料噴射装置の内
部に重大な損傷が発生する恐れが
あります。
エンジンおよびエキゾーストシス
テム
エキゾーストシステムの洗浄
メンテナンスの手順のセクション
で説明されている手順を実行しま
す。
エンジンのオイル交換とオイル
フィルターの交換
オイルとフィルターの交換
は、Sea-Doo認定ディーラーに依
頼してください。
インタークーラーの排水
インタークーラーの結露によって
溜まる水を放出することが重要で
す。
次の手順に従ってください：
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1. ボーディングプラットホーム
を開け、右手のストレージビ
ンを取り外します。

2. インタークーラーのアウト
レットホースに調整線が描か
れていることを確認してくだ
さい。これにより、再取り付
け時にホースが撚れていた
り、捩れていないことを確認
できます。

3. インタークーラーのアウト
レットホースを保持している
クランプを緩めます。

4. インタークーラーからアウト
レットホースを取り外しま
す。

注意このホースは、スロットル本
体のインレットに供給します。

代表的な例
1. ホースの調整線
2. ホースのクランプ
3. インタークーラーのアウトレットホー

ス
5. 何度か、エンジンを始動し、
4000 RPMまで回転速度を上げ
てください。

注意エンジンに重大な損傷を与え
るおそれがあるので、エアイン
テークシステムが異物を吸い込ま
ないように気をつけてください。

6. エンジンを止めます。
7. インタークーラーのエアアウ
トレットホースを再度取り付
けて、エンジンが適切に作動
するように取り外す前と同様
に正しく調整されているかを
確認します。

エキゾーストシステムの排水
凍結温度まで下がる場所では、エ
キゾーストシステムやインター
クーラーに溜まった水を取り除か
なければなりません。
船尾の左舷側にあるフラッシング
コネクターを使って、ジェットポ
ンプから水が流れないようになる
まで、379kPaの圧力がかかった空
気をシステムに噴射します。

代表的な例
1. フラッシングコネクター
排水手順を簡単にするため、次の
ホースを組み立てできます。

代表的な例
1. フラッシングコネクターアダプター
2. ホース 12.7 mm
3. エアホース雄アダプター
お知らせエキゾーストシステムか
ら排水しないと、重大な損傷が起
きるおそれがあります。
特殊工具を取り外します。
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エンジン内部の潤滑
1. シートを開きます。
2. イグニッションコイルを取り
外します。メンテナンスの手
順を参照してください。

3. スパークプラグを取り外しま
す。メンテナンスの手順を参
照してください。

4. スパークプラグホール内に
XPS LUBE (P/N 293 600 016)
または同等品をスプレーして
ください。

5. 燃料が噴射したり、エンジン
のクランキング中に点火した
りしないように、スロットル
レバーをいっぱいまで押し、
ハンドルバーに対して保持し
ます。

6. [スタート/ストップ]ボタンを
押して、エンジンを数回クラ
ンクさせます。これで、シリ
ンダーウォールにオイルを行
き渡らせます。

7. スパークプラグのねじ山に焼
き付き防止潤滑剤を塗布し、
スパークプラグを元通りエン
ジンに取り付けます。メンテ
ナンスの手順を参照してくだ
さい。

8. イグニッションコイルを取り
付けます。メンテナンスの手
順を参照してください。

エンジン冷却液のテスト
不凍液を交換しないなら、密度を
テストしてください。
不凍液の交換と比重テスト
は、Sea-Doo認定ディーラーに依
頼してください。
注意不凍液の劣化を防ぐため、200
時間ごと、あるいは2年ごとに不
凍液を交換してください。
お知らせ不凍液の密度が適切でな
いと、気温が氷点下になる場所に
ウォータークラフトが保管された
場合、冷却システム内で液体が凍
るおそれがあります。これはエン
ジンに重大な損傷を及ぼします。

電子システム
バッテリーの取り外しと充電
Sea-Doo認定ディーラーにご相談
ください。

警告
ウォータークラフトに取り付けた
まま、バッテリーを充電または
ブーストしないでください。
エンジンコンパートメント
エンジンコンパートメントの清掃
ビルジを温水と中性の洗剤、また
はビルジクリーナーで清掃しま
す。
洗った後はよくすすいでくださ
い。
ウォータークラフトのフロント部
分を持ち上げて、ビルジドレンプ
ラグからビルジ内の水を完全に排
水してください。
防蝕処理
エンジンコンパートメント内に
残っている水を拭き取ってくださ
い。
エンジンコンパートメント内の金
属製コンポーネントに、XPS LUBE
(P/N 293 600 016)をスプレーして
ください。
注意保管中は、シートを部分的に
開けておいてください。エンジン
コンパートメントの結露と、それ
による腐食の可能性を防ぐことが
できます。
ボディと船体
ボディと船体の清掃
ボディを石鹸水（強い洗剤は使用
しないでください）で洗います。
洗った後は真水でよくすすいでく
ださい。船体に付着した海洋微生
物を取り除いてください。
お知らせファイバーグラス製やプ
ラスチック製の部品の清掃には、
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強い洗剤、脱脂剤、塗装用シン
ナー、アセトンやその他の強い化
学または石油タイプのクリーナー
などは使用しないでください。
ボディと船体の修理
ボディのコンポーネントや船体に
修理が必要な場合は、Sea-Doo認
定ディーラーにご相談ください。
ボディと船体の保護
ボディに品質の良い船舶用ワック
スを塗ってください。
ウォータークラフトを屋外に保管
する場合は、太陽光線と汚れがプ
ラスチック製コンポーネントや
ウォータークラフトの仕上げを損
なったり、ホコリが堆積したりす
るのを防ぐため、不透明な防水カ
バーで覆ってください。
お知らせウォータークラフトを水
に浮べたまま長期間保管しないで
ください。また、直射日光が当た
るところでウォータークラフトを
保管しないでください。ウォー
タークラフトをビニール製の袋に
入れて保管しないでください。
シーズン前の準備
定期点検チャートに従ってメンテ
ナンスの準備を実施します。
100 時間ごとまたは 1 年間の項目
に記載されている全作業を必ず実
施してください。
一部の作業は技術的スキルと特殊
工具を必要としますので、Sea-Doo
認定ディーラーに実施を依頼して
ください。
注意シーズン前の準備と同時に、
メーカーの改良キャンペーンの実
施をSea-Doo認定ディーラーに依
頼されることを強く推奨いたしま
す。

警告
定期点検チャートで詳しく解説さ
れた手順のみを実施してくださ
い。このガイドで触れていないコ
ンポーネントやシステムについて
は、定期的にSea-Doo認定ディー
ラーに整備を依頼されることを推
奨いたします。
お知らせコンポーネントの状態が
よくないと思われる場合は、BRP
純正部品または認定された同等品
とだけ交換してください。
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ウォータークラフトの識別
ウォータークラフトの主要な構成
要素（エンジンと船体）は、それ
ぞれ異なる製造番号で識別されま
す。保証を受けるときや、盗まれ
たウォータークラフトを探すとき
などに、これらの番号を確認する
必要が生じることがあります。
船体識別番号
船体識別番号(HIN)は、ウォーター
クラフト後部のボーディングプ
ラットフォームの上にあります。

代表的な例
1. 船体識別番号(HIN)
これは 12 桁の数字で構成されて
います：

098L12345YDV
年式

製造年
製造月

製造番号
(数字の代わりにアルファベットが使われることもあります)

製造者

エンジン識別番号
エンジン識別番号(EIN)はエンジン
の前端にあります。

代表的な例
1. エンジン識別番号(EIN)
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エンジンの排出ガスに関する情報
注意排出ガス制御装置およびシス
テムのメンテナンス、交換、また
は修理は、船舶用SI（スパークイ
グニッション）エンジンの修理工
場または個人なら誰でも実施でき
ます。
製造者の義務
1999年型以降のエンジンについ
て、船舶用エンジンのPWC製造者
は各エンジンの出力分類に応じて
有害排出物レベルを測定し、アメ
リカ合衆国環境保護局（EPA）に
よるエンジンの認証を受けなけれ
ばならなくなりました。これに伴
ない、有害排出物のレベルとエン
ジンの仕様を表示した排出ガス制
御情報ラベルを、製造の時点で
ウォータークラフトに貼付しなけ
ればなりません。
ディーラーの義務
排出ガス制御情報ラベルを貼付さ
れた1 9 9 9年型以降のすべて
のSea-Dooウォータークラフトの
整備を行う場合、各部の調整は
メーカー指定の公表された仕様値
以内でなければなりません。
排出ガス関連コンポーネントの交
換または修理は、有害排出物レベ
ルを所定の認証基準以内に維持で
きるような方法で行われなければ
なりません。
ディーラーでは、エンジンの出力
を変更したり、有害排出物のレベ
ルが定められたメーカーの仕様値
を超えるようなエンジンの改造を
行ってはいけません。
高度調整などのように、メーカー
の指示による変更は例外としま
す。
オーナーの義務
オーナー／オペレーターには、有
害排出物レベルを所定の認証基準
以内に維持するためのエンジンの
メンテナンス実施が要求されま
す。

オーナー／オペレーターは、エン
ジンの出力を変更したり、有害排
出物のレベルが定められたメー
カーの仕様値を超えるようなエン
ジンの改造を自ら行ったり、誰か
に行わせてはなりません。
EPA排出ガス規制
BRPが製造した1999年型以降のす
べての新しいSea-Dooウォーター
クラフトは、ウォータークラフト
用エンジンによる大気汚染防止の
ための規則の要求事項に適合した
製品として、EPAの認証を受けて
います。この認証は特定の調整個
所をメーカー基準値に合わせるこ
とが条件となっています。このた
め、製品の整備に関するメーカー
の指定手順は厳密に守られなけれ
ばならず、現実的に可能な限り、
設計の当初の意図に忠実な形で行
われなければなりません。
以上に挙げたそれぞれの義務は概
説的なものでしかなく、船舶用エ
ンジンの有害排出物に関するEPA
の要求事項に関連した規則と規制
の完全な一覧ではありません。こ
の件についてより詳しい情報をお
求めの場合は、下記にお問い合わ
せください：
U.S. Environmental Protection
Agency
Office of Transportation and Air
Quality
1200 Pennsylvania Ave. NW
Mail Code 6403J
Washington D.C. 20460
EPAのインターネットウェブサイ
ト：
http://www.epa.gov/otaq
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仕様
RXP-X 260ウォータークラフト

エンジン
Rotax® 1503 4-TEC®シングル
オーバーヘッドカム(SOHC)タイプ

179 kW @ 8000 RPM定格出力(1)

スリップクラッチ搭載のギア
駆動スーパーチャージャー外
部吸水/吸気式インタークー

ラー
吸気

8.4:1圧縮比
3シリンダーの数

12バルブ（気筒あたり 4バル
ブ）油圧リフター付き（調整

不要）
バルブの数

100 mmボア
63.4 mmストローク
1 494 cm³排気量

冷却システム
クローズループ冷却システム

(CLCS)冷却

燃料システム
iTC (インテリジェント・ス
ロットル・コントロール)付き
マルチポイント燃料噴射アク
チュエーター付きシングルス
ロットルボディ (62 mm)

燃料噴射タイプ

電気システム
IDI (誘導放電点火)イグニッション
NGK、DCPR8Eメーカーと型式

スパークプラグ
0.75 mmギャップ

12 V、30 A•h、電解液タイプバッテリー
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RXP-X 260ウォータークラフト
推進

iBR (インテリジェントブレー
キおよびリバース)搭載
Sea-Doo®直接駆動

推進システム

軸流式、単段。
ラージハブと10-ベーンスター

ター
タイプ

ジェットポンプ

アルミニウム材質
ステンレスインペラー
直接駆動タイプトランスミッション

高性能電子VTS、プログラムに
よるプリセットポジション式可変トリムシステム (VTS)

寸法
331.6 cm全長
122.7 cm幅
114.7 cm高さ

重量および積載量
368.3 kg重量(乾燥時）

2(最大許容荷重を参照)乗員数
116.4 L保管能力

182 kg最大許容荷重
（乗員＋荷物）
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RXP-X 260ウォータークラフト
燃料、オイル、冷却液

無鉛燃料タイプ

燃料-燃料に関する要件を参照
してください

91のポンプ掲示のAKI
(RON+MON)/2最小オクタン価
95 RON
60 Lタンク容量

XP-S合成ブレンドオイル(夏季
用)。詳細は、メンテナンスの
セクションを参照してくださ

い。
タイプ

エンジンオイル

3Lフィルター付きオイル交換容量
このガイドのメンテナンス手
順のセクションに記載のエン
ジン冷却液をご参照くださ

い。
冷却液タイプ

冷却システム

5.5 L容量

(1)プロペラシャフトに関するISO 8665に基づく定格出力。
注意BRPは、それ以前に製造された製品に同様の改良を加える義務を負
うことなく、その製品の設計や仕様の変更、追加、または改良を行う権
利を留保します。
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トラブルシューティング
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トラブルシューティングのガイドライン
エンジンが始動しない
1. 綱コードが取り外されている。
- [スタート/ストップ]ボタンを押します。
- [スタート/ストップ]ボタンを押してから5秒以内に、エンジンカッ
トオフスイッチに綱コードキャップを適切に取り付けます。

- 2回の“ビープ音”が聞こえたら、[スタート/ストップ]ボタンを押
して、エンジンを始動します。

2. ECMがD.E.S.S.キーを認識しない。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

3. ヒューズが切れている:メイン、電気スターター、またはECM。
- 配線を点検し、ヒューズを交換してください。

4. バッテリーが放電している。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

警告
ウォータークラフトに取り付けたまま、バッテリーを充電またはブー
ストしないでください。電解液は有毒で危険です。目に入らないよう
に、また皮膚や衣服に触れないように注意してください。
5. バッテリー接続部の腐食または緩み。アース不良。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

6. エンジンが水を吸った。
- 特殊な手順のエンジンが水を吸い込んだときを参照してくださ
い。

7. センサーまたはECMの異常。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

8. ジェットポンプが回らない。
- 異物を取り除いてみてください。異物が絡んだのではない場合
は、Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

エンジンがゆっくりとクランキングする
1. バッテリーケーブルの接続が緩んでいる。
- 点検／清掃／締め付けを行ってください。

2. バッテリーが放電しているか、弱っている。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

3. スターターが弱っている。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
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クランクは回るが、エンジンが始動しない
1. 燃料タンクに燃料が入っていない、または水が混入している。
- 燃料を補給してください。残っている燃料を吸い出して、新しい
燃料を入れてください。

2. スパークプラグが汚れている、またはプラグの異常。
- 交換してください。

3. ヒューズが切れている。
- 配線を点検し、ヒューズを交換してください。

4. エンジンが水を吸った。
- 特殊な手順のエンジンが水を吸い込んだときを参照してくださ
い。

5. エンジンマネージメントシステムの異常を検出(エンジンのパイロッ
トランプがオンであることを確認)。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

6. 燃料ポンプの異常。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

エンジンのミスファイア、不安定な回転
1. スパークプラグがかぶっている／プラグの異常／電極の摩滅。
- 交換してください。

2. 燃料：残量が少なすぎる、または燃料が古くなっているか水が混入
している。
- 残っている燃料を吸い出して、新しい燃料を補給してください。

3. イグニッションコイルの異常。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

4. インジェクターの詰まり。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

5. エンジンマネージメントシステムの異常を検出(エンジンのパイロッ
トランプがオンであることを確認)。
- モニタリングシステムを参照してください。

エンジンから煙が出る
1. オイルレベルが高すぎる。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

2. 水の吸い込み、冷却液の漏れ、損傷したシリンダーヘッドガスケッ
ト。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

3. エンジン内部の損傷。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
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エンジンのオーバーヒート
1. エキゾーストシステムが詰まっている。
- エキゾーストシステムを洗浄します。

2. エンジン冷却液のレベルが低すぎる。
- メンテナンスの手順を参照してください。

3. フラッシングコネクターにクイックコネクトアダプターを取り付け
たままになっている。
- フラッシングコネクターからアダプターを外して、もう一度ウォー
タークラフトを走らせてみます。問題が解消されない場合は、
Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

エンジンの加速力やパワーが不足している
1. ラーニングキーモードが使用されています。
- ノーマルキーを使用します。

2. スポーツモードが有効でない。(SPORT MODE NOT ACTIVATED)
- 動作モードでスポーツモードを有効にするを参照してください。

3. ジェットポンプのウォーターインテークが詰まっている。
- 清掃してください。特殊な手順のセクションのジェットポンプ
ウォーターインテークとインペラーの清掃を参照してください。

4. インペラーの損傷またはウエアリングの磨耗。
- 交換してください。Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

5. オイルレベルが高すぎる。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

6. 点火火花が弱い。
- エンジンのミスファイア、燃料噴射の不良、不安定な回転を参照
してください。

7. エンジンマネージメントシステムの異常を検出(エンジンのパイロッ
トランプがオンであることを確認)。
- モニタリングシステムを参照してください。

8. インジェクターの詰まり。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

9. 燃圧が低い。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

10. 燃料に水が混入。
- 残っている燃料を吸い出して、新しい燃料を補給してください。

11. 水の吸入によるエンジンの損傷。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

118

トラブルシューティングのガイドライン



ウォータークラフトが最高速度に達しない
1. ジェットポンプのウォーターインテークが詰まっている。
- 清掃してください。特殊な手順のセクションのジェットポンプ
ウォーターインテークとインペラーの清掃を参照してください。

2. インペラーの損傷またはウエアリングの磨耗。
- 交換してください。Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

3. エンジンマネージメントシステムの異常を検出(エンジンのパイロッ
トランプがオンであることを確認)。
- モニタリングシステムを参照してください。

4. スーパーチャージャーまたはインタークーラーの異常。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

IBRレバーの操作後、ウォータークラフトがニュートラルのままである
1. iBRゲートがニュートラルのままである。
- アイドリングのRPMになるまでスロットルを放します。
-

iBRがニュートラルポジションに戻らない(IBRインジケータランプはON)
1. iBRに異物が詰まっている。
- iBRゲートやノズルの部分を清掃し、損傷がないか点検します。

2. iBRシステムの異常。
- 綱コードを取り外して、5分待ちます。
- [スタート/ストップ]ボタンを押します。
- 綱コードを取り付けて、故障が解消されたかiBRライトを点検し
ます。

- 故障が続くか、頻発するなら、Sea-Doo認定ディーラーにご相談
ください。

iBRがニュートラルポジションに戻らない(IBR故障インジケーターはオフである)
1. 操作中、スロットルレバーが完全にリリースされない。
- スロットルレバーを完全にリリースして、iBRゲートがニュート
ラルに戻るか確認します。

2. リリースしても、スロットルレバーが完全に元に戻らない。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
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推進システムからの異常な騒音
1. 水草や異物がインペラーに絡み付いている。
- 清掃してください。特殊な手順のセクションのジェットポンプ
ウォーターインテークとインペラーの清掃を参照してください。

- 損傷がないか点検します。
2. インペラーシャフトまたはドライブシャフトの損傷。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

3. ジェットポンプに水が入り、ベアリングが焼き付いた。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

ビルジ内に水が入った
1. ベイラーシステムの異常。
- Sea-Doo認定ディーラーにシステム点検を依頼してください。

2. エキゾーストシステムが漏れる。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。

3. ドライブシャフトのカーボンリングの磨耗。
- Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
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モニタリングシステム
EMS(エンジンマネージメントシス
テム)iBRの電子部品やその他の電
気系コンポーネントは、システム
によってモニターされています。
何らかの故障が起こると、システ
ムはインフォメーションセンター
に視覚的メッセージを表示した
り、あるいはビープ音による警告
を行って、ある特定の状態が生じ
ていることを知らせます。
故障コードが記録されます。
軽度または一時的な故障が発生し
た場合、故障の原因となった状況
が解消すれば、故障メッセージや
ビープ音は自動的に消えます。
スロットルを放してエンジン回転
数がアイドリングまで落ちると、
通常の作動に復帰する場合があり
ます。これが機能しない場合、エ
ンジンカットオフみてください。
電子システムは故障の種類によっ
て異なる対応をします。重大な故
障の場合は、エンジンが始動でき
なくなる場合があります。その他
の場合には、エンジンは応急帰還
モードで作動します(速度低下)。
故障が起きた場合は、できるだけ
早くSea-Doo認定ディーラーを訪
れ、点検を受けてください。
故障コード(FAULT CODES)
故障が発生すると、故障のタイプ
やシステムによって、数字の故障
コードが記録されます。
これらの故障コードは、Sea-Doo
認定ディーラーがウォータークラ
フトのトラブルシューティングの
際に故障リストと比較して使用し
ます。
故障コードはインフォメーション
センターの多機能表示で表示され
ますが、この機能は故障が続いて
いる場合にだけ利用できます。
有効な故障コードがある場合、オ
ペレーターは多機能表示で見るこ
とができます。次に、オペレー
ターはSea-Doo認定ディーラーに
連絡して、故障コードを伝えま
す。ディーラーはオペレーターに

問題を解決するための手順につい
て助言を与えるか、ウォーターク
ラフトの使用を止めて、修理のた
めにディーラーへ運ぶように伝え
ます。
故障コードの表示
多機能表示で[故障コード(FAULT
CODE)]機能が表示されるまで、
[モード(MODE)]ボタンを繰り返し
押します。
[セット(SET)]ボタンまたは[上]/[下]
ボタンを押して機能に入り、最初
の故障コードを表示して、次に
[上]/[下]ボタンを繰り返し押して、
以後のコードをそれぞれ表示しま
す。
注意最後の故障コードを表示し
て、再度ボタンを押すと、システ
ムは最初に表示した故障コードに
戻り、全ての故障コードが再び表
示されます。[故障コード]モードに
入ったときに1つの有効な故障コー
ドがあり、それが発生済み（もは
や有効ではない）になっている場
合、[有効な故障コードなし(NO
ACTIVE FAULT CODE)]メッセージ
がスクロール表示されます。
[故障コード(FAULT CODE)]表示機
能を終了するには、 [モード
(MODE)]ボタンまたは[セット(SET)]
ボタンを一度押します。この機能
には、タイムアウトはありませ
ん。
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メッセージ表示
ここに故障コードメッセージが表示
されます

該当する故障コードがここに表示さ
れます

故障インジケーターおよびメッセージ表示の情報
インフォメーションセンターに表示されるインジケーターラやメッセー
ジは、特定の状態または例外が発生したことを知らせます。
多機能ゲージで故障インジケーターまたは故障メッセージが表示された
ら、Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
通常の機能インジケーターに関する情報については、モデルに該当する
多機能ゲージのセクションを参照してください。

説明メッセージ表示パイロットラ
ンプ(オン)

バッテリーの電圧が低い/高い

LOWまたはHIGH
BATTERY
VOLTAGE(バッテ
リーの電圧が低い/高
い)

エンジンまたはエキゾーストシステムの
オーバーヒート

エンジン高温(HIGH
TEMPERATURE)

エンジン点検(メンテナンスを要する軽度
の故障)または
LIMP HOME MODE (重度のエンジン故障)

CHECK ENGINE(エン
ジン点検の必要あり)
または LIMP HOME
MODE(応急帰還モー
ド)

油圧の低下
エンジンの油圧が上
がらない(LOW OIL
PRESSURE)
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説明メッセージ表示パイロットラ
ンプ(オン)

ブザー音が鳴り、エンジン点検ライトが
点灯したままになっている：iBRシステム
の異常。（Sea-Doo認定ディーラーにご相
談ください）

IBR モジュールエ
ラー(IBR MODULE

ERROR)

ライトが点滅している：iBRシステムの異
常。（Sea-Doo認定ディーラーにご相談
ください）

_

ブザーなしでライトがONになり続けてい
る:
iBRシステムは作動しますが、Sea-Doo認
定ディーラーからの点検を受ける必要が
あります。

_

OTASシステム故障_
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メッセージ表示情報

ゲージコントロールボタンの作動不良右キーパッドのエラー(RIGHT KEYPAD
ERROR)

エンジンの油圧低下を検出エンジンの油圧が上がらない(LOWOIL
PRESSURE)

排気温度の上昇を検出排気温度が高い(HIGH EXHAUST
TEMPERATURE)

エンジン温度の上昇を検出エンジン高温(HIGH TEMPERATURE)
エンジンシステムの作動不良、または
メンテナンスが必要

エンジン点検の必要あり(CHECK
ENGINE)

バッテリーの電圧上昇を検出バッテリーの電圧が高い(HIGHBATTERY
VOLTAGE)

バッテリーの電圧下降を検出バッテリーの電圧が低い(LOWBATTERY
VOLTAGE)

重度の故障を検出、エンジン出力を制
限応急帰還モード(LIMP HOME MODE)

燃料レベルのセンサーが故障燃料センサー異常(FUEL SENSOR
DEFECTIVE)

iBRシステムの異常IBRモジュールエラー(IBR MODULE
ERROR)

クラスタのプログラミングにエラー校正チェックサムエラー(CALIBRATION
CHECKSUM ERROR)

ウォータークラフトのメンテナンスが
必要

メンテナンスが必要(MAINTENANCE
REQUIRED)

お知らせ 油圧が低下したままエンジンを回し続 けると、エンジンに重
大な損傷を及ぼす可能性があります。
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ブザーのコード情報
説明ブザーのコード

D.E.S.S.システムの接続不良。
エンジンカットオフスイッチに綱コードを正しく取
り付け直します。

1回の長いビープ音(エン
ジンカットオフスイッチ
への綱コードの取り付け
中)

間違ったD.E.S.S.キー。
そのウォータークラフト用にプログラムされた綱コー
ドを使用してください。
D.E.S.S.キーの異常。
プログラムされた別の綱コードを使用してください。
綱コードキャップに塩水が入り、乾いて塩の結晶が
できている。
綱コードキャップをきれいにして、塩水を取り除い
てください。
エンジンカットオフスイッチの異常。
Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
ECMの誤作動または配線ハーネスの異常。
Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
ウォータークラフトが上下逆さまになっている。
ウォータークラフトを正しい向きにしてください。
特殊な手順を参照してください。

15分間隔で
2秒間のビープ音 エンジンマネージメントシステムの異常。

Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
iBRシステムの異常。
Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
燃料残量が少ない。
燃料の補給。問題が解消されない場合は、Sea-Doo認
定ディーラーにご相談ください。5分間隔で

2秒間のビープ音
燃料タンクのレベルセンサーまたは回路の異常。
Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
エンジン冷却液の温度が高い。
エンジンのオーバーヒートを参照してください。

ビープ音が鳴り続ける
排気温度が高い。
Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
油圧の低下。
できるだけ早くエンジンを止めてください。オイル
レベルを点検し、必要があればオイルを補給しま
す。Sea-Doo認定ディーラーにご相談ください。
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お知らせ モニタリングシステムのブザーが鳴り続ける場合は、ただち
にエンジンを止めてください。
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保証
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BRP限定保証–米国およびカナダ:2014 SEA-DOO®
パーソナルウォータークラフト
1.適用範囲
Bombardier Recreational Products Inc. (以下“BRP”とします)* は、米国
(“USA”)およびカナダの認定BRPディーラー(以下に定義します)によって販
売されたモデル年2014Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトについ
て、指定の期間の間、下記の条件のもとで素材または製造上の欠陥がな
いことを保証します。以下の場合は、この限定保証は無効になります：
(1)Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトを、以前の所有者による行
為である場合も含めて、一度でもレースやその他の競技活動に使用した
場合;または(2)Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトを、変えたか、
その動作、パフォーマンスまたは耐久性に悪影響を与えるような方法で
改変、修正した場合、または、意図された用途を変えるために改変、修
正した場合。
特に指定のない場合を除き、この2014年型のSea-Dooパーソナル・ウォー
タークラフトが納入される際に、BRP認定ディストリビューター／ディー
ラー（その定義は以下に示します）によって取り付けられたすべてのBRP
純正部品およびアクセサリーは、Sea-Dooパーソナルウォータークラフ
ト本体と同じ保証を受けるものとします。

2.責任の範囲
この保証は明示的に付与されるものであり、商品性または特定の目的へ
の適合性の何らかの保証を含むがそれらのみには限定されない明示的ま
たは暗示的なその他のすべての保証に代わるものとして受諾されます。
それらが否認され得ない限りにおいて、暗示的保証は明示的保証の有効
期限内のみに限定されます。付随的および間接的損害は、この保証の範
囲から除外されます。ただし、一部の国では上述の否認、制限、除外が
認められていないため、それらはあなたには適用されない可能性があり
ます。この保証は特定の権利を付与するものであり、あなたは国ごとに
異なるその他の法的権利を留保することができます。
ディストリビューター、BRP正規ディーラー、そしていかなる個人も、
この限定保証に含まれていない確約、表明、または保証を、BRPあるい
はその他の個人に対して行ってはならず、万一行った場合、それらの内
容はBRPに対して強制できるものではありません。BRPはこの保証をいつ
でも変更する権利を留保します。ただし、すでに販売された製品に適用
される保証条件は、その保証が有効な間は変更されないことに同意しま
す。

3.除外規定（以下は保証修理の対象とはなりません）
以下は保証対象ではありません:
- 通常の磨耗および消耗品;
- 定期メンテナンス項目、チューンアップ、調整
- 『オペレーターズガイド』に示されている適正なメンテナンス／保管
を怠ったために発生した損害;

- 部品の取り外し、不適切な修理、整備、メンテナンス、改造、あるい
はBRPによって製造または認定されていない部品の使用の結果として
生じた損傷、あるいは整備を行うBRP認定ディーラー以外の人によっ
て行われた修理の結果として生じた損傷；
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- 誤用、乱用、過失、または『オペレーターズガイド』で説明されてい
る推奨事項に一致しない方法による製品の操作によって発生した損害;

- 事故、水没、火災、盗難、破壊行為、またはあらゆる天災や不可抗力
の結果として生じた損傷;

- 製品に適さない燃料、オイル、または潤滑剤を使っての運転（『オペ
レーターズガイド』を参照）;

- エレメントへのさび、腐食または露出から生じた損傷；
- 異物による冷却システムやジェットポンプの詰まり；
- 水の吸入による損傷；
- 外装のゲルコート仕上げを含むがそれのみには限定されないゲルコー
ト仕上げの損傷、ブリスター（ふくれ）またはブリスターに起因する
ファイバーグラスの層間剥離、ひび割れ、クモの巣状のひび；および

- 間接的な損害、付随的な損害、つまり、牽引、保管、電話、レンタ
ル、タクシー、不便性、保険対象、ローンの支払い、時間の損失、所
得喪失等それらのみに限定されないその種の損害。

4.保証対象期間
この限定的保証は、(1)最初に購入した消費者に納入された日、または(2)
その製品が最初に使用された日のいずれか早い日から、次の該当する期
間有効です。
1. 個人使用の所有者の場合は、連続する12ヶ月間。
2. 業務用使用の所有者の場合は、連続する4ヶ月間。保証期間中の一部
であっても、パーソナル・ウォータークラフトが収入の発生、何ら
かの業務または職業に関連して用いられた場合、そのパーソナル・
ウォータークラフトは商業的用途で使用されたものと見なされます。
また、保証期間中のいずれかの時点でパーソナル・ウォータークラ
フトが商業用として登録されたり、商業用途の使用許可を受けた場
合も、そのパーソナル・ウォータークラフトは商業的用途で使用さ
れたものと見なされます。

3. 米国で登録されたEPA認定Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフ
トに取り付けられた排出関連のコンポーネントは、連続する 30ヶ
月間またはエンジン使用175時間のどちらか早い方の期間が適用さ
れます。排出ガス関連コンポーネントは連続する 24ヶ月間保証さ
れます。本書に記載の別の適用される保証期間中にエンジン使用が
175時間に達しても、通常の保証期間の終了までは、排出関連のコ
ンポーネントは BRP標準限定保証でカバーされます。

4. Sea-Doo パーソナル・ウォータークラフトはカリフォルニア州での
販売を意図してBRP製造されており、本来はカリフォルニア州の住
民に販売され、その後保証はそれらの州の住民に登録されます。本
書に記載された関係するカリフォルニア州の排出ガス制御保証規定
もご覧ください。

現在保証されている排出関連のコンポーネントの一覧をご覧になるには、
Sea-Doo認定ディーラーにお問い合わせください。
該当するいかなる保証によるパーツの修理または交換、あるいはサービ
スの実施によっても、保証の本来の有効期限を超えてこの保証が延長さ
れることはありません。
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5.保証の適用を受けるための条件
次の各条件が満たされたときにのみこの限定的保証は適用されます。
- 2014年型のSea-Dooパーソナル・ウォータークラフトは、その販売が
行われた国においてSea-Dooパーソナル・ウォータークラフト製品の
販売を許可されているBRPディーラーから、最初のオーナーによって
未使用の新品として購入される必要があります。

- BRPが指定した納入前点検を完全に実施し、納入前点検チェックリス
トを作成し、購入者が署名しなければなりません;

- 2014Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトはBRP認定ディーラー
によって正しく登録されなければなりません;

- 2014 Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトは、購入者が居住す
る国で購入する必要があり;

- 保証の有効性を維持するには、『オペレーターズガイド』で概説され
ている定期メンテナンスが適切な時期に実施されていなければなりま
せん。BRPは、この保証を適用する際の条件として、適切なメンテナ
ンス実施の証明を求める権利を留保します。

BRPは、上記条件が満たされない場合、個人使用の所有者または業務用
に使用する所有者に対して限定保証を与えません。このような制限は、
BRPが製品の安全ばかりでなく、消費者と一般の人々の安全を確保する
ためにも必要です。

6.保証を受けるためにしていただくこと
お客様は、異常が現れた際はSea-Dooパーソナル・ウォータークラフト
の使用をやめなければなりません。お客様は欠陥の発現から3日以内に、
整備を行うBRPディーラーにその旨を通知し、合理的と認められる製品
へのアクセスと修理の機会をディーラーにあたえなければなりません。
また、お客様は製品の購入を証明するものをBRPディーラーに提示しな
ければならず、保証修理を有効にするため、その修理の開始に先立って
修理／作業注文書に署名しなければなりません。この限定保証に基づい
て交換された部品は、すべてBRPの所有となります。

7. BRPが行うこと
この保証に基づくBRPの義務は以下に記載する条件の下で、該当する保
証期間中、通常の使用、メンテナンス、および整備が行われたにもかか
わらず故障した部品を、部品代および工賃を請求することなく、任意の
BRP認定ディーラーにおいて、当社の判断により修理するか、または新
しいSEA-DOO純正部品と交換することに限定されます。保証の不履行に
対する請求は、Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトのオーナーへ
の販売のキャンセルまたは撤回の理由とはなりません。
最初の販売の国以外でサービスが必要である場合には、例えば輸送料金、
保険、税金、ライセンス料、関税、および、いかなるそして全ての他の
金融手数料に関して、これらに限定せず、政府、州、領域やそれぞれの
機関によって課される場合も含めて、オーナーは地域の慣習や状況によ
る全ての追加料金に関する責任を負います。
BRPは、それ以前に製造された製品に同様の改良を加える義務を負うこ
となく、製品の改良または変更を継続して行う権利を留保します。
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8.所有権の移転
保証期間中に製品の所有権が移転された場合は、この保証も同時に移転
され、以下のような方法で所有権の移転がBRPに通知されることを条件
に、残りの保証期間の間も有効となります：
1. 旧所有者がBRP(下記の電話番号）またはBRP認定ディーラーへ連絡
し、新しい所有者の連絡先を知らせる;

2. BRPまたは正規BRPディーラーが、旧所有者が所有権の移転に同意し
たことの証明書、および新しい所有者の連絡先を受領する。

9.消費者への支援
このBRP限定保証に関連して議論または論争が生じた場合、BRPはまず問
題をディーラーレベルで解決すべく努力されることをお勧めします。そ
の問題については、認定BRPディーラーのサービスマネージャーまたは
店主とよく話し合ってください。
それでも問題が解決されない場合は、ご不満の内容を書面で提出するか、
下記の適切な番号までお電話ください：

米国の場合カナダの場合
BRP US Inc.
Customer Assistance Center
7575 Bombardier Court
Wausau WI 54401
電話番号： 715 848-4957

Bombardier Recreational Products Inc.
Customer Assistance Center
75 J.-A. Bombardier Street
Sherbrooke QC J1L 1W3
電話番号：819 566-3366

* 米国内では、製品の流通とサービスはBRP US Inc.が行います。
© 2013 Bombardier Recreational Products Inc. 無断複写・転載を禁じます。
® Bombardier Recreational Products Inc.またはその子会社の登録商標。
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2014年型のSEA-DOO®パーソナルウォータークラフ
トに対するカリフォルニア州の排出ガス制御保証規
定
カリフォルニア州では、2014Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフト
にはカリフォルニア大気資源委員会が規定した特別な環境ラベルを貼り
ます。ラベルには、1、2、3、4スターがあります。パーソナル・ウォー
タークラフトの品質表示票にはスター等級システムの意味が説明されて
います。
スターラベルは、クリーンな船舶用エンジンを意味します
クリーンな船舶用エンジンの記号：

クリーンな空気と水
より健康的なライフスタイルと環境。

燃料節約
燃料節約 従来の気化2ストロークエンジンと比べてガソリンとオイルの
燃焼を30 - 40パーセント減らし、資金と資源を節約します。

排気ガス保証の延長
消費者が心配なく操業できるよう保護します。

1スター–低排出
1スターラベルは、パーソナル・ウォータークラフト、船外、船尾、船
内エンジンが大気資源委員会のパーソナル・ウォータークラフトと船外
船舶用エンジン 2001 年排気物質基準を満たしていることを示します。
この基準を満たすエンジンは、従来の気化2ストロークエンジンより排
気物質を75%削減します。これらのエンジンは、船舶用エンジンのU.S.
EPAの2006基準と同等です。

2スター–超低排出
2 スターラベルは、パーソナル・ウォータークラフト、船外、船尾、船
内エンジンが大気資源委員会のパーソナル・ウォータークラフトと船外
船舶用エンジン 2004 年排気物質基準を満たしていることを示します。
これらの基準を満たすエンジンは、1スター-低排出エンジンより排気物
質を20%削減します。
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3スター–極超低排出
3スターラベルは、エンジンが大気資源委員会のパーソナル・ウォーター
クラフトと船外船舶用エンジン 2008 年排気物質基準または船尾と船内
船舶用エンジン 2003 年排気物質基準を満たしていることを示します。
これらの基準を満たすエンジンは、1スター低排出エンジンより排気物
質を65%削減します。

4スター–スーパー極超低排出
4 スターラベルは、エンジンが大気資源委員会の船尾と船内船舶用エン
ジン2012年排気物質基準を満たしていることを示します。パーソナル・
ウォータークラフトと船外船舶用エンジンもこれらの基準に準拠します。
これらの基準を満たすエンジンは、1スター低排出エンジンより排気物
質を90%削減します。

クリーンなウォータークラフト。–詳細は次の通りです。
1 800 END-SMOG
www.arb.ca.gov

詳細:

排出ガス制御保証権利と義務
カリフォルニア大気資源委員会およびBombardier Recreational Products
Inc. (“BRP”)は、2014年モデルSea-Dooパーソナル・ウォータークラフト
の排出ガス制御システム保証について説明いたします。カリフォルニア
では、新規のパーソナル・ウォータークラフトのエンジンを州のスモッ
グ防止基準を満たすように設計、組み立て、装備しなければなりません。
BRPは、貴方のパーソナル・ウォータークラフトを酷使、不注意、不適
切なメンテナンスがない限り下記の期間パーソナル・ウォータークラフ
トのエンジンの排出ガス制御システムを保証しなければなりません。
排出ガス制御システムには、噴射装置、イグニッションシステム、触媒
コンバータ等の部分が含まれます。またホース、ベルト、コネクタ、そ
の他の排出関連のアッセンブリーが含まれます。
保証可能な条件が存在する場合、BRPは、BRP認定ディーラーによってな
される場合に限り、診断、部品代および工賃を含めて、貴方のパーソナ
ル・ウォータークラフトのエンジンを無償で修理します。

製造業者’の限定補償範囲
この排出ガス保証は、カリフォルニアでの販売を意図してBRPによって
認証そして製造された 2014 年モデル Sea-Dooパーソナル・ウォーター
クラフトに適用され、本来はカリフォルニアの住民に販売され、その後
保証はカリフォルニアの住民に登録されます。Sea-Dooパーソナル・
ウォータークラフト用のBRP限定保証条件は、必要な改変を加えたこれ
らのモデルに適用可能です。2014Sea-Dooパーソナル・ウォータークラ
フトの排出ガス制御パーツに関して、最初に購入した消費者に納入され
た日から4年間または250使用時間のうちどちらか先に訪れた保証時期を
選択してください。しかし、時間に基づく保証適用は適切な時間メーター
または同等品を装備したパーソナル・ウォータークラフトにのみ可能で
す。エンジンの排出関連の部品が異常な場合、保証の元にBRPが修理ま
たは交換します。
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保証される2014年型のSea-Doo®パーソナルウォータークラフトの部品は
以下の通りです。

エアインテークアダプターアイドルバイパスバルブ
スパークプラグスロットルポジションセンサー
イグニッションコイル吸気マニホルド気圧センサー
エアボックス吸気マニホルド気温センサー
インテークおよびエキゾーストバルブお
よびシールエンジン温度センサー

吸気マニホルドノッキングセンサー

クランクケースベンチレーションバルブエンジンコントロールモジュール
ECM

スロットルボディシールスロットルボディ
吸気マニホルドシール燃料レール
配線ハーネスとコネクタ燃料インジェクター
燃料フィルター燃圧レギュレータ
スーパーチャージャー燃料ポンプ

排出ガス保証は、保証部分の異常によって引き起こされる他のエンジン
コンポーネントの損傷に適用されます。BRPオペレーターズガイドは、
パーソナル・ウォータークラフトの正しいメンテナンスと使用に関する
指示を記載しています。すべての排出ガス保証部品は、『オペレーター
ズガイド』のメンテナンスで要求されている部品交換を予定していない
限りパーソナル・ウォータークラフトの保証期間全体で保証されます。
メンテナンスを必要とする、交換を予定している排出ガス保証部品は、
部品の最初の交換予定日までの期間の間BRPにより保証されます。定期
的な交換ではなく、通常点検を予定している排出ガス保証部品は、パー
ソナル・ウォータークラフトの保証期間全体でBRPにより保証されます。
この保証規定の条項の元で修理または交換された排出ガス保証部品は、
本来の部品の保証期間の残りの間BRPにより保証されます。この限定保
証に基づいて交換された部品は、すべてBRPの所有となります。
メンテナンスの受け入れと記録は、パーソナル・ウォータークラフトの
次の各所有者に移転されます。
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オーナーの保証責任
2014Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトのオーナーとして、『オ
ペレーターズガイド』に記載された要求されているメンテナンスを実施
する責任があります。パーソナル・ウォータークラフトのエンジンに関
係する全受領書を保持することをBRPは推奨しますが、受領書の紛失ま
たはすべての予定メンテナンスの不履行だけを理由にしてBRPは保証適
用を拒否できません。
Sea-Doo®パーソナル・ウォータークラフトのオーナーとして、BRPが酷
使、不注意、不適切なメンテナンス、不適切な改変によりパーソナル・
ウォータークラフトのエンジンまたは部品に対する保証適用を拒否でき
ることに留意してください。
問題が発生した場合、エンジンをBRP認定ディーラーにできるだけ早く
見せます。保証修理は、30日を超えない合理的な長さの期間内に完了し
ます。
保証の権利と責任、または最寄のBRP認定ディーラーの名前と場所に関
して質問がある場合、Consumer Assistence Center までお問い合わせく
ださい (1 715 848-4957)。

© 2013 Bombardier Recreational Products Inc. 無断複写・転載を禁じます。
® Bombardier Recreational Products Inc.またはその子会社の登録商標。
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BRP国際限定保証:2014SEA-DOO®パーソナルウォー
タークラフト
1.限定保証の範囲
Bombardier Recreational Products Inc. (以下“「BRP」”とします)* は、米
国、カナダ、欧州経済地域("EEA")の加盟国(欧州連合にノルウェー、アイ
スランドおよびリヒテンシュタインを加えて構成される)、独立国家共同
体(ウクライナ、トルクメニスタンを含む)の加盟国（「CIS」）、および
トルコ以外の地域にSea-Dooパーソナルウォータークラフトを供給する
ためにBRP認定ディストリビューター／ディーラー (以下「Sea-Doo
ディストリビューター/ディーラー」とします)によって販売された2014
年型のSEA-DOOパーソナル・ウォータークラフト（以下「パーソナル
ウォータークラフト」とします）について、指定された期間、下記の条
件の下で素材または製造上の欠陥がないことを保証します。
この2014Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトが納入される際に、
Sea-Doo認定ディストリビューター/ディーラーによって取り付けられた
ウォータークラフトのすべてのBRP純正部品およびアクセサリーは、パー
ソナル・ウォータークラフト本体と同じ保証を受けるものとします。
以下の場合は、この限定保証は無効になります：(1)パーソナル・ウォー
タークラフトを、以前の所有者による行為である場合も含めて、一度で
もレースやその他の競技活動に使用した場合; または (2) パーソナル・
ウォータークラフトを、変えたか、その動作、パフォーマンスまたは耐
久性に悪影響を与えるような方法で改変、修正した場合、(3) または、
パーソナルウォータークラフトの意図された用途を変えるために改変、
修正した場合。

2.責任の範囲
法律が許す範囲内で、この保証は明示的に付与されるものであり、商品
性または特定の目的への適合性の何らかの保証を含むがそれだけに限定
されない明示的または暗示的なその他のすべての保証に代わるものとし
て受諾されます。それらが否認され得ない限りにおいて、暗示的保証は
明示的保証の有効期限内のみに限定されます。付随的および間接的損害
は、この保証の範囲から除外されます。ただし、一部の国では上述の否
認、制限、除外が認められておらず、それがあなたにも適用される可能
性があります。この保証は特定の権利を付与するものであり、権利者は
国ごとに異なるその他の法的権利を留保することができます。(オースト
ラリアで購入された製品については、以下の第4項をご参照ください)。
Sea-Dooのディストリビューター/ディーラーまたはその他の人物のいず
れにおいても、この限定保証に含まれるもの以外に、製品に関する確認、
表示、保証を行う権限は与えられておらず、それが行われた場合にも
BRPに対する強制力はありません。
BRPはこの保証をいつでも変更する権利を留保します。ただし、すでに
販売された製品に適用される保証条件は、その保証が有効な間は変更さ
れないことに同意します。
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3.除外規定（以下は保証修理の対象とはなりません）
どのような場合においても、以下はこの限定的保証の対象ではありませ
ん。
- 通常の磨耗および損耗による部品交換;
- 限定ではないが、チューンアップ、調整、オイル、潤滑とクーラント
交換、スパークプラグ交換、ウォーターポンプ等を含む定期メンテナ
ンスが必要な部品と整備。

- 『オペレーターズガイド』に示されている過失、または適正なメンテ
ナンス／保管を怠ったために発生した損害。

- 合理的な判断によって製品と互換性がない、あるいはその操作、性能
や耐久性に悪影響を与えると判断される、部品の取り外し、不適切な
修理、整備、メンテナンス、改造、あるいはBRPによって製造または
認定されていない部品またはアクセサリーの使用の結果として生じた
損傷、あるいは整備を行うSea-Doo認定ディストリビューター／ディー
ラー以外の人によって行われた修理の結果として生じた損傷。

- 誤用、誤用、乱用、過失、不適切な操作、または『オペレーターズガ
イド』で説明されている推奨事項に一致しない方法による製品の操作
によって発生した損害。

- 外部の損害、事故、浸水、火災、水または異物の吸い込み、窃盗、破
壊行為またはあらゆる天災や不可抗力の結果として生じた損傷。

- 製品に適さない燃料、オイル、または潤滑剤を使っての運転（『オペ
レーターズガイド』を参照）;

- エレメントへのさび、腐食または露出から生じた損傷。
- 異物による冷却システムやジェットポンプの詰まりから生じた損傷；
- ゲルコート仕上げの外見的な損傷、水膨れ、瘢痕化、ひび割れなどの
外装のゲルコート仕上げの損傷、水膨れ、ひび割れ、クモの巣、また
は髪の毛状の割れ目に起因するファイバーグラスの層間剥離、および

- 二次的または間接的な損害、あるいは牽引、保管、交通費、電話、借
用、タクシー、不便、保険担保、 ローンの支払い、時間的損失、収
入の損失、またはをメンテナンス作業に関わる作業停止時間による収
入および時間の損失を含むがそれらのみに限定されないその種の損
害。

4.保証対象期間
この限定的保証は、(1)最初に購入した消費者に納入された日、または(2)
その製品が最初に使用された日のいずれか早い日から、次の期間有効で
す。
1. 個人がレクリエーション用途で使用する場合は連続する12ヵ月間。
2. 業務用使用の場合は連続する4ヶ月。
保証期間中の一部であっても、パーソナル・ウォータークラフトが
収入の発生、何らかの業務または職業に関連して用いられた場合、
そのパーソナル・ウォータークラフトは商業的用途で使用されたも
のと見なされます。また、保証期間中のいずれかの時点でパーソナ
ル・ウォータークラフトが商業用として登録されたり、商業用途の
使用許可を受けた場合も、そのパーソナル・ウォータークラフトは
商業的用途で使用されたものと見なされます。
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この保証によるパーツの修理または交換、あるいはサービスの実施によっ
て、保証の本来の有効期限を超えてこの保証が延長されることはありま
せん。
保証期間および保証の他の条件は、お客様の国で適用される関連する法
令に従います。

オーストラリアで販売された製品のみに適用
これらの保証の利用規約は、オーストラリアの消費者法またはその他の
法律を含む、CompetitionandConsumerAct 2010（Cth)（2010年競争・
消費者法）によって授与または黙示されるいかなる条件、保証、請け合
い、権利または救済手段の適用を除外、制限または変更しないものとし、
法律を違反しないものとします。もし違反する利用規約がある場合、そ
れは無効となります。この限定的保証で得られるメリットは、オースト
ラリアの法律で守られている権利および救済手段に加えて与えられます。
弊社の製品の保証は、オーストラリアの消費者法によって守られていま
す。重度の故障に対する交換または払い戻し、またはその他のいかなる
合理的に予見可能な損失または損害に対しても補償が約束されます。お
客様には、製品が許容される品質を満たせず、その故障が重度の故障と
ならない場合、その製品を修理または交換する権利があります。

5.保証の適用を受けるための条件
この保証適用は、次の各条件が満たされたときにのみ適用されます:
- 2014年モデルSea-Dooパーソナル・ウォータークラフトとは、その販
売が行われた国においてSea-Dooパーソナル・ウォータークラフト製
品の販売を許可されているSea-Dooディストリビューター／ディーラー
から、最初のオーナーによって未使用の新品として購入されたものを
意味します。

- BRPが指定した納入前点検を完全に実施し、納入前点検チェックリス
トを作成しなければなりません;

- 2014 Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトはSea-Doo認
定ディストリビューター／ディーラーによって正しく登録されなけれ
ばなりません。

- 2014年モデルSea-Dooパーソナル・ウォータークラフトは、購入者
が居住する国で購入される必要があります。

- 保証の有効性を維持するには、『オペレーターズガイド』で概説され
ている定期メンテナンスが適切な時期に実施されていなければなりま
せん。BRPは、この保証を適用する際の条件として、適切なメンテナ
ンス実施の証明を求める権利を留保します。

BRPは、上記条件が満たされない場合、個人使用の所有者または業務用
に使用する所有者に対して限定保証を与えません。このような制限は、
BRPが製品の安全ばかりでなく、消費者と一般の人々の安全を確保する
ためにも必要です。

6.本書に記載されている保証を受けるためにしていただくこ
と
お客様は、異常が現れた際はSea-Dooパーソナル・ウォータークラフト
の使用をやめなければなりません。お客様は欠陥の発現から2日以内に、
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整備を行うSea-Dooディストリビューター／ディーラーにその旨を通知
し、合理的と認められる製品へのアクセスと修理の機会をディーラーに
あたえなければなりません。また、お客様は製品の購入を証明するもの
をSea-Dooディストリビューター／ディーラーに提示しなければならず、
保証修理を有効にするため、その修理の開始に先立って修理/作業注文書
に署名しなければなりません。この限定保証に基づいて交換された部品
は、すべてBRPの所有となります。
通知期間はお客様の国で適用される関連する法令に従うことに留意くだ
さい。

7. BRPが行うこと
法律が許す範囲内において、この保証に基づくBRPの義務は以下に記載
する条件の下で、保証期間中、通常の使用、メンテナンス、および整備
が行われたにもかかわらず故障した部品を、部品代および工賃を請求す
ることなく、任意のSea-Doo認定ディストリビューター/ディーラーにお
いて、当社の判断により修理するかまたは新しいBRP純正部品と交換す
ることに限定されます。BRPの責任は、部品の必要な修理または交換を
行うことだけに限定されます。保証の不履行に対する請求は、Sea-Doo
パーソナル・ウォータークラフトのオーナーへの販売のキャンセルまた
は撤回の理由とはなりません。権利者は国ごとに異なるその他の法的権
利を留保することができます。
最初の販売の国以外でサービスが必要である場合には、例えば輸送料金、
保険、税金、ライセンス料、関税、および、いかなるそして全ての他の
金融手数料に関して、これらに限定せず、政府、州、領域やそれぞれの
機関によって課される場合も含めて、オーナーは地域の慣習や状況によ
る全ての追加料金に関する責任を負います。
BRPは、それ以前に製造された製品に同様の改良を加える義務を負うこ
となく、製品の改良または変更を継続して行う権利を留保します。

8.所有権の移転
保証期間中に製品の所有権が移転された場合は、この保証も同時に移転
され、BRPまたはSea-Doo認定ディストリビューター／ディーラーが、旧
所有者が所有権の移転に同意したことの証明書、および新しい所有者の
連絡先を受領することを条件に、残りの保証期間の間も有効となります。

9.消費者への支援
1. 本限定保証に関して論争または紛争が生じた場合、第一にSea-Doo
のディストリビューター／ディーラーレベルで問題解決を試みてく
ださい。その問題について、認定Sea-
Dooディストリビューター／ディーラーのサービスマネージャーま
たは店主とよく話し合ってください。

2. さらに支援が必要な場合は、Sea-Doo
ディストリビューター／ディーラーのサービス部門にご相談くださ
い。

3. それでも解決できない場合は、問題の内容を書面にして、下記に提
出してください。
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中東およびアフリカの方々は、ヨーロッパオフィスまでご連絡ください。
BRP EUROPE N.V.
Customer Assistance Center(消費者支援センター)
Skaldenstraat 125
9042 Gent
Belgium
電話: +32 9 218 26 00

上記以外の国の方々は、現地のSea-Dooディストリビューター/ディーラー
(連絡先については、www.brp.com for contact informationを参照)、ま
たは以下の弊社北米オフィスまでお問い合わせください。
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.
Customer Assistance Center(消費者支援センター)
75, J.-A. Bombardier Street
Sherbrooke, QC J1L 1W3
電話: +1 819 566-3366

* この限定保証が適用される地域では、製品の流通とサービスはBombardier
Recreational Products Inc.または子会社が行います。
© 2013 Bombardier Recreational Products Inc. 無断複写・転載を禁じます。
® Bombardier Recreational Products Inc.の登録商標です。
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欧州経済地域、独立国家共同体の加盟国およびトル
ク向けBRP限定保証:2014 SEA-DOO®パーソナル
ウォータークラフト
1.限定保証の範囲
Bombardier Recreational Products Inc. (以下「BRP」とします)*は、米欧
州経済地域("EEA")の加盟国(欧州連合にノルウェー、アイスランドおよび
リヒテンシュタインを加えて構成される)、独立国家共同体(ウクライナ、
トルクメニスタンを含む)の加盟国（「CIS」）、およびトルコの地域に、
Sea-Dooパーソナルウォータークラフトを供給するためにBRP認定ディス
トリビューター／ディーラー (以下「Sea -Doo
ディストリビューター/ディーラー」とします)によって販売された2014
年型のSEA-DOOパーソナル・ウォータークラフト（以下「パーソナル
ウォータークラフト」とします）について、指定された期間、下記の条
件の下で素材または製造上の欠陥がないことを保証します。
この2014Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトが納入される際に、
Sea-Doo認定ディストリビューター/ディーラーによって取り付けられた
ウォータークラフトのすべてのBRP純正部品およびアクセサリーは、パー
ソナル・ウォータークラフト本体と同じ保証を受けるものとします。
以下の場合は、この限定保証は無効になります：(1)パーソナル・ウォー
タークラフトを、以前の所有者による行為である場合も含めて、一度で
もレースやその他の競技活動に使用した場合; または (2) パーソナル・
ウォータークラフトを、変えたか、その動作、パフォーマンスまたは耐
久性に悪影響を与えるような方法で改変、修正した場合、(3) または、
パーソナルウォータークラフトの意図された用途を変えるために改変、
修正した場合。

2.責任の範囲
法律が許す範囲内で、この保証は明示的に付与されるものであり、商品
性または特定の目的への適合性の何らかの保証を含むがそれだけに限定
されない明示的または暗示的なその他のすべての保証に代わるものとし
て受諾されます。それらが否認され得ない限りにおいて、暗示的保証は
明示的保証の有効期限内のみに限定されます。付随的および間接的損害
は、この保証の範囲から除外されます。ただし、一部の国では上述の否
認、制限、除外が認められておらず、それがあなたにも適用される可能
性があります。この保証は特定の権利を付与するものであり、あなたは
国ごとに異なるその他の法的権利を留保することができます。
Sea-Dooのディストリビューター/ディーラーまたはその他の人物のいず
れにおいても、この限定保証に含まれるもの以外に、製品に関する確認、
表示、保証を行う権限は与えられておらず、それが行われた場合にも
BRPに対する強制力はありません。
BRPはこの保証をいつでも変更する権利を留保します。ただし、すでに
販売された製品に適用される保証条件は、その保証が有効な間は変更さ
れないことに同意します。
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3.除外規定（以下は保証修理の対象とはなりません）
どのような場合においても、以下はこの限定的保証の対象ではありませ
ん。
- 通常の磨耗および損耗による部品交換;
- 限定ではないが、チューンアップ、調整、オイル、潤滑とクーラント
交換、スパークプラグ交換、ウォーターポンプ等を含む定期メンテナ
ンスが必要な部品と整備。

- 『オペレーターズガイド』に示されている過失、または適正なメンテ
ナンス／保管を怠ったために発生した損害。

- 合理的な判断によって製品と互換性がない、あるいはその操作、性能
や耐久性に悪影響を与えると判断される、部品の取り外し、不適切な
修理、整備、メンテナンス、改造、あるいはBRPによって製造または
認定されていない部品またはアクセサリーの使用の結果として生じた
損 傷 、 あ る い は 整 備 を 行 う S e a - D o o 認
定ディストリビューター／ディーラー以外の人によって行われた修理
の結果として生じた損傷。

- 誤用、誤用、乱用、過失、不適切な操作、または『オペレーターズガ
イド』で説明されている推奨事項に一致しない方法による製品の操作
によって発生した損害。

- 外部の損害、事故、浸水、火災、水または異物の吸い込み、窃盗、破
壊行為またはあらゆる天災や不可抗力の結果として生じた損傷。

- 製品に適さない燃料、オイル、または潤滑剤を使っての運転（『オペ
レーターズガイド』を参照）;

- エレメントへのさび、腐食または露出から生じた損傷。
- 異物による冷却システムやジェットポンプの詰まりから生じた損傷；
- ゲルコート仕上げの外見的な損傷、水膨れ、瘢痕化、ひび割れなどの
外装のゲルコート仕上げの損傷、水膨れ、ひび割れ、クモの巣、また
は髪の毛状の割れ目に起因するファイバーグラスの層間剥離、および

- 二次的または間接的な損害、あるいは牽引、保管、交通費、電話、借
用、タクシー、不便、保険担保、 ローンの支払い、時間的損失、収
入の損失、またはをメンテナンス作業に関わる作業停止時間による収
入および時間の損失を含むがそれらのみに限定されないその種の損
害。

4.保証対象期間
この限定的保証は、(1)最初に購入した消費者に納入された日、または(2)
その製品が最初に使用された日のいずれか早い日から、次の期間有効で
す。
1. 個人がレクレーション用途で使用する場合は連続する24ヵ月間。
2. 業務用使用の場合は連続する4ヶ月。
保証期間中の一部であっても、パーソナル・ウォータークラフトが
収入の発生、何らかの業務または職業に関連して用いられた場合、
そのパーソナル・ウォータークラフトは商業的用途で使用されたも
のと見なされます。また、保証期間中のいずれかの時点でパーソナ
ル・ウォータークラフトが商業用として登録されたり、商業用途の
使用許可を受けた場合も、そのパーソナル・ウォータークラフトは
商業的用途で使用されたものと見なされます。
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この保証によるパーツの修理または交換、あるいはサービスの実施によっ
て、保証の本来の有効期限を超えてこの保証が延長されることはありま
せん。
保証期間および保証の他の条件は、お客様の国で適用される関連する法
令に従います。

5.保証の適用を受けるための条件
この保証適用は、次の各条件が満たされたときにのみ適用されます:
- 2014年モデルSea-Dooパーソナル・ウォータークラフトとは、その販
売が行われた国においてSea-Dooパーソナル・ウォータークラフト製
品の販売を許可されているSea-Dooディストリビューター／ディーラー
から、最初のオーナーによって未使用の新品として購入されたものを
意味します。

- BRPが指定した納入前点検を完全に実施し、納入前点検チェックリス
トを作成しなければなりません;

- 2014 Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトはSea-Doo認
定ディストリビューター／ディーラーによって正しく登録されなけれ
ばなりません。

- 2014年のSea-Dooパーソナル・ウォータークラフトは、EEA域内では
EEA居住者、CIS域内ではCIS居住者、およびトルコではトルク居住者
によって購入されなければなりません。さらに、

- 保証の有効性を維持するには、『オペレーターズガイド』で概説され
ている定期メンテナンスが適切な時期に実施されていなければなりま
せん。BRPは、この保証を適用する際の条件として、適切なメンテナ
ンス実施の証明を求める権利を留保します。

BRPは、上記条件が満たされない場合、個人使用の所有者または業務用
に使用する所有者に対して限定保証を与えません。このような制限は、
BRPが製品の安全ばかりでなく、消費者と一般の人々の安全を確保する
ためにも必要です。

6.本書に記載されている保証を受けるためにしていただくこ
と
お客様は、異常が現れた際はSea-Dooパーソナル・ウォータークラフト
の使用をやめなければなりません。お客様は欠陥の発現から 2ヶ月以内
に、整備を行うSea-Dooディストリビューター／ディーラーにその旨を
通知し、合理的と認められる製品へのアクセスと修理の機会をディー
ラーにあたえなければなりません。また、お客様は製品の購入を証明す
るものをSea-Dooディストリビューター／ディーラーに提示しなければ
ならず、保証修理を有効にするため、その修理の開始に先立って修理/作
業注文書に署名しなければなりません。この限定保証に基づいて交換さ
れた部品は、すべてBRPの所有となります。
通知期間はお客様の国で適用される関連する法令に従うことに留意くだ
さい。

7. BRPが行うこと
法律が許す範囲内において、この保証に基づくBRPの義務は以下に記載
する条件の下で、保証期間中、通常の使用、メンテナンス、および整備

143

欧州経済地域、独立国家共同体の加盟国およびトルク向けBRP限定保証:2014 SEA-DOO®パーソナル
ウォータークラフト



が行われたにもかかわらず故障した部品を、部品代および工賃を請求す
ることなく、任意のSea-Doo認定ディストリビューター/ディーラーにお
いて、当社の判断により修理するかまたは新しいSea-Doo純正部品と交
換することに限定されます。BRPの責任は、部品の必要な修理または交
換を行うことだけに限定されます。保証の不履行に対する請求は、Sea-
Dooパーソナル・ウォータークラフトのオーナーへの販売のキャンセル
または撤回の理由とはなりません。権利者は国ごとに異なるその他の法
的権利を留保することができます。
最初の販売の国以外でサービスが必要である場合には、またはEEA居住
者がEEA外で、およびCIS居住者がCIS外でサービスを必要とする場合、例
えば輸送料金、保険、税金、ライセンス料、関税、および、いかなるそ
して全ての他の金融手数料に関して、これらに限定せず、政府、州、領
域やそれぞれの機関によって課される場合も含めて、オーナーは地域の
慣習や状況による全ての追加料金に関する責任を負います。
BRPは、それ以前に製造された製品に同様の改良を加える義務を負うこ
となく、製品の改良または変更を継続して行う権利を留保します。

8.所有権の移転
保証期間中に製品の所有権が移転された場合は、この保証も同時に移転
され、BRPまたはSea-Doo認定ディストリビューター／ディーラーが、旧
所有者が所有権の移転に同意したことの証明書、および新しい所有者の
連絡先を受領することを条件に、残りの保証期間の間も有効となります。

9.消費者への支援
1. 本限定保証に関して論争または紛争が生じた場合、第一にSea-Doo
のディストリビューター／ディーラーレベルで問題解決を試みてください。その問題について、認定Sea-Dooディストリビューター／ディーラーディストリビューター／ディーラーディストリビューター／ディーラー
のサービスマネージャーまたは店主とよく話し合ってください。

2. さらに支援が必要な場合は、Sea-Doo
ディストリビューター／ディーラーのサービス部門にご相談くださ
い。

3. それでも問題が解決しない場合、下記の住所のBRPに連絡をとって
ください。

スカンジナビア諸国を除いて、EEA,CISまたはトルコの諸国においては、
弊社のヨーロッパオフィスまでお問い合わせください。
BRP EUROPE N.V.
Customer Assistance Center(消費者支援センター)
Skaldenstraat 125
9042 Gent
Belgium
電話: +32 9 218 26 00
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北欧諸国の方々は、フィンランドオフィスまでご連絡ください:
BRP FINLAND OY
Service Department
Isoaavantie 7
Fin-96320 Rovaniemi
Finland
電話: +358 163 208 111
現地のSea-Doo ディストリビューター/ディーラーの 連絡先は、
www.brp.comに記載されています。

フランスのみ適用する追加利用規約
次の利用規約はフランスで販売されている製品だけに適用されます。
販売者は契約を遵守する製品を配送し、配送時に認められる欠陥の責任
を負います。販売者は、契約による自らの責任で、または自らの責任で
行われたパッケージング、組み立て指示または取り付けに起因する欠陥
の責任を負います。契約に準拠するには、製品は次の条件をクリアする
必要があります。
1. 同等品の通常動作を行うことができ、該当する場合、次の条件もク
リアする必要があります。
• 製品の特性は販売者の説明と一致し、特性はサンプルまたは模型
により購入者に説明されていること。

• 製品は、広告やラベルを含めた販売者および製造業者の公共宣言
により合法的に購入者によって期待される特性を持っているこ
と。

2. 製品は、当事者間で相互に合意された特性を持っている、または購
入者が事前に販売者に特定の使用目的を相談し、販売者が目的を満
たせると承諾した特性を持っていること。

仕様不遵守に対する処置は、配送から2年間有効です。販売者は、製品
に購入者の使用目的が満たせられなくなるほどの隠された欠陥がある場
合、またはその欠陥を事前に知っていたらより低い値段で買っていた場
合、その隠れた欠陥に対する保証の責任を負います。そのような隠れた
欠陥に対する賠償要求は、欠陥の発見から2年以内に購入者によって行
われる必要があります。

* EEAでは、製品の流通とサービスはBRP European Distribution S.A.およびBRPの
その他の関連会社または子会社によって行われます。
© 2013 Bombardier Recreational Products Inc. 無断複写・転載を禁じます。
® Bombardier Recreational Products Inc.の登録商標です。
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顧客情報
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プライバシー情報
あなたのご連絡先情報は安全性の確保と保証に関する目的で使わせてい
ただきます。さらに、BRPおよび子会社は顧客リストを使用してBRPおよ
び関連製品のマーケティングおよびプロモーション情報を配布させてい
ただくことがあります。
お客様のデータについて相談、訂正する、あるいはダイレクトマーケティ
ング用の宛先人リストからの削除を希望される場合は、BRPまでご連絡
ください。

privacyofficer@brp.com電子メー
ル：

BRP
Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726 St-Joseph
Valcourt, QC
Canada
J0E 2L0

郵便：
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住所と所有権の変更
お客様が住所を変更された場合またはウォータークラフトの新しい所有
者になった場合は、以下のいずれかの方法でBRPに通知してください。
- 以下の宛先にカードを郵送する;
- 北米のみ: 715 848-4957 (米国) または 819 566-3366 (カナダ)へ電話;
- BRP認定ディストリビューター／ディーラーに問い合わせる。
所有権の変更の場合は、以前の所有者が譲渡に合意している証明書を添
付してください。
例えば、安全上のリコールを開始した場合など、BRPが必要に応じて
ウォータークラフトの所有者に連絡できるように、限定保証の期間が終
了した後でも、BRPに通知することが重要です。BRPに通知するのは、所
有者の責任です。
盗難に遭った場合:ウォータークラフトが盗まれた場合は、お住まいの地
域を管轄するディストリビューターの保証部門までご連絡ください。’お
客様のお名前、ご住所、電話番号、船体識別番号、そして盗難の日付を
お知らせください。
北米
Bombardier Recreational Products Inc.
Warranty Department(保証部門)
75 J.-A. Bombardier Street
Sherbrooke, QC J1L 1W3
Canada
スカンジナビア諸国
BRP Finland OY
Service Department(サービス部門)
Isoaavantie 7
Fin-96320 Rovaniemi
Finland
他の国々
BRP European Distribution
Warranty Department(保証部門)
Chemin de Messidor 5-7
1006 Lausanne
Switzerland
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