




はじめに

新しいSea-Doo®パーソナル・ウォー
タークラフト(PWC)をご購入いただ
き、ありがとうございます。本製品の
サポートは、BRPの保証サービス、お
客様が必要とされる部品、サービスや
アクセサリーを取りそろえてい
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・ネットワー
クが行っています。
各ディーラーとも、お客様が満足され
るように努めています。ディーラー
は、初期調整やウォータークラフトの
点検を行う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
前の最終調整も行っています。詳しい
サービス情報をご希望の場合は、最寄
りの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 CHECK LIST)にご署名を
頂いています。

乗車前に確認すべきこと
お客様や他の乗員が負傷したり死亡す
る危険の回避方法を学ぶために、
ウォータークラフトの操作前に以下の
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貼付されている
すべてのセーフティラベルを熟読のう
え理解し、セーフティビデオを注意深
く視聴してください。
『オペレーターズガイド』の指示内容
に従わない場合は、重傷や死亡事故を
招く恐れがあります。
BRPでは、お客様に安全な航路を取っ
ていただくよう注意を促しています。
お客様の地域のディーラーまたは地元
の監督官庁などにご確認ください。
地域によっては、プレジャーボートを
操縦するために、オペレーター能力
カードの所有が義務付けられていま
す。
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警告
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。このPWCについてよく理解して
ください。

RXT-X

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。

安全上の警告
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使用しています。
安全警告記号 は、人が負傷する恐
れがあることを示しています。

警告
この指示に従わない場合、重傷や死
亡事故を招く恐れがあることを示し
ています。

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。
注記 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
『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、他の人員の指導、メンテ
ナンスおよびトラブルシューティング
の際に参照してください。
本ガイドは、各言語に翻訳されていま
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閲覧やコピー
を希望する場合は、ウェブサイト
www.operatorsguides.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
点で正確なものです。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
と本ガイドに記載の説明または仕様と
の間に差異が生じる場合があります。
BRPは何らの義務を負うことなく、い
かなるときでも製品の仕様、設計、機
能、型式、装置などを変更したり、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
よび安全性DVD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
一酸化炭素中毒の防止
どのエンジンの排気ガスにも、致命的
なガスである一酸化炭素が含まれてい
ます。一酸化炭素を吸うと、頭痛、め
まい、眠気、吐き気、錯乱を招き、場
合によっては死に至ることがありま
す。
一酸化炭素は、エンジンの排気ガスを
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
く致死濃度に達することがあり、急速
にその影響を受けて、自身を守ること
ができなくなります。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から数日に長引く
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
新鮮な空気を吸い、医師にご相談くだ
さい。
一酸化炭素による重傷や死亡を防ぐに
は：
- ボートハウス、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危険な
どの防止
ガソリンは可燃性が極めて高く、爆発
性する可能性が高いものです。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減ら
すために、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。
- 決して口でガソリンを吸い出さな
いようにしてください。

- 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防止
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。火傷を防止す
るために、運転中や運転直後に触らな
いでください。
アクセサリーおよび改造
承認を受けていない改造や、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。
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。
テザーコードクリップは常にオペレー
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
テザーコードを外してください。テ
ザー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。
制御不能、落水、衝突などのリスクを
減らすため、急激な操作は避けてくだ
さい。ウォータークラフトの性能を十
分に理解し、無理をしないようにして
ください。
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。
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
なければならないことにも注意してく
ださい。
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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。
すべての警告ラベルの指示を順守して
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。
同乗者を乗せたり、チューブ、水上ス
キー、ウェイクボードを曳航すると
PWCのハンドリングは変化し、より高
い技量が求められます。
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
航用アイレットあるいはスキーポール
(ウェイクのみ)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』に記載されてい
る、｢使用上の諸注意｣セクションの
ウォータークラフトの操船方法や｢保
証｣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、隠れた障害
物、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。
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。
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。
一部のPWCモデルにはサスペンション
が装備されています。システムは垂直
方向の力の一部を吸収し、身体への影
響を低下させますが、完全に除くこと
はできません。あなたや同乗者が飛び
跳ねて、ウォータークラフトから放り
出されないように、速度を落としてく
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』に定め
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。積載量や定員プレートは、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
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し、安全な作動状態に保ってくださ
い。
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。天候の悪化または他の遅
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
Sea-DooPWCを操作する前に、PWCの
すべてのセーフティラベル、オペレー
ターズガイドおよびその他の安全関連
資料を熟読のうえ理解し、セーフティ
ビデオを注意して視聴してください。
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。
ウォータークラフトを運行するとき
は、常にテザーコードを使用し、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。
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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
がユーザ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、テザー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
エンジンカットオフスイッチから テ
ザー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(ウォー
タークラフトによる曳航)

警告
怪我を避けてください！PWCは他の
船舶、パラセイル、カイト、グライ
ダーまたは離陸するような物体を牽
引するように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。ウォータークラフト
は、設計の対象であるウォータース
ポーツでのみ使用してください。
水上スキー、ウェイクボード、または
膨らませて使う装置を牽引して乗るこ
となどが、ポピュラーなウォータース
ポーツの一例です。どんなウォーター
スポーツに参加する場合でも、参加者
やウォータークラフトのオペレーター
はより安全を認識する必要がありま
す。今までにPWCの後に誰かを牽引し
た経験が無い場合は、観察者として数
時間を過ごすのが良いアイデアであ
り、経験豊かなオペレーターから学び
ましょう。また、牽引される人のスキ
ルや経験を意識することも重要です。
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：
- 同乗者を乗せたり、チューブ、水
上スキー、ウェイクボードを曳航
したりするとウォータークラフト
のハンドリングが変化し、より高
い操縦技量が求められます。
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- 走行時は、同乗者、およびスキー
やウェイクボードの利用者の安全
と快適性を常に考慮してください。

- チューブ、水上スキー、ウェイク
ボードなどを曳航する場合は必ず
監視役を乗せ、牽引されている人
を監視し、仲間の手信号を運転者
に知らせるようにしてください。
オペレーターは常にウォーターク
ラフトの操縦と前方の水域に集中
しなければなりません。

- 必要な速度を超えないようにする
とともに、監視役の指示に従って
走行してください。

- チューブ、水上スキー、ウェイク
ボードを曳航する場合、止むを得
ない場合を除き、急な旋回やブレー
キの使用はしないでください。こ
のPWCには高い操縦性や停止機能
がありますが、牽引されている人
が障害物や牽引しているPWCを避
けられないことがあることを覚え
ておいてください。

- 上手に泳げる人だけが、ウォーター
スポーツに参加できます。

- 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。

- ウォータースポーツを楽しむ場合
は、オペレーターと観察者は引き
綱の位置を注視しなければなりま
せん。緩んだ引き綱は、PWC上や
水中で人や物体に絡むことがあり、
急転したり、旋回する際に深刻な
負傷を引き起こすことがあります。

- どんなウォータースポーツであれ、
人が高濃度の排気ガスを吸入して
しまうような短い引き綱で人を牽
引しないでください。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、傷害や死亡に至る
ことがあります。

- 引き綱は十分な長さと太さのもの
を使用し、適切な方法でしっかり
とウォータークラフトに接続され
ていることを確認します。使用し
ない時は引き綱を保管しておいて
ください。一部のウォータークラ
フトでは特別製の引き綱を取り付
けることができる場合もあります
が、PWCに曳航用ポールを取り付
けることは避けてください。その
上に人が倒れたりすると怪我をす
る恐れがあり、危険です。

- 人が落下した場合には、直ちに注
意してください。人は単独で水中
にいると弱りやすく、他のボート
からも見えないことがあるかもし
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。

- ウォータースポーツは安全な水域
でのみお楽しみください。他のボー
ト、航路、浜辺、制限区域、遊泳
者や航行量が多い水路や水中の障
害物から離れていてください。

- 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
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- 日没から日の出の間は水上スキー
をしないでください。大部分の地
域で違法です。

- 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 で進ん
でいる場合、ウォータークラフト
は、60m前方で水面に落下した人
に約5秒で到達します。

- 近くの水中に人がいる場合は、エ
ンジンを切って、テザーコードを
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45 m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
な怪我を負ったり、溺れたりする恐れ
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。

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。低温の水域
（ 4 � C 以下）で走行する場合、ベス
トスタイルのPFDではなく、体を広く
カバーするコートまたはジャケットス
タイルのPFDの着用を考えてみてくだ
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、近くのボー
ト、仲間の生存者、あるいは掴まっ
たり登ることができる浮遊物に達
するため以外は、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
とする溺れ防止法は推奨されませ
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！

- 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。水
中にいるときに着用していないと、
低体温症の影響を退けるのを助け
てくれません。

14 安全に関する情報
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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：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。
iControl™（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。
オペレーターは指で全てを制御でき、
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。
- iTC™（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）

これらのシステムは協調して機能し、
クルーズコントロール、低速モード、
ブレーキ、オペレータからの入力に対
するウォータークラフト応答の改良、
操作性と制御の向上などの機能を提供
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、能力と制限を理
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：
- ツーリングモード
- スポーツモード
- ECOモード

- クルーズモード(搭載されている場
合)

- 低速モード(クルーズモードが搭載
されている場合)

- スキーモード(搭載されている場合)
ツーリングモード
ツーリングモードは、デフォルトの操
船モードです。
ツーリングモードでは、完全な停止状
態からの加速時や特定の状況で低エン
ジン出力範囲で稼働する場合、使用で
きるエンジンの出力や加速が低減しま
す。
ECOモード
ECOモードを選択するとエンジンRPM
が制限され、スロットルレスポンスは
燃料消費を重視して最適化されます。
このモードは、クルージングや最高の
燃料効率が必要な場合に最適です。
詳細な説明は、動作モードを参照して
ください。
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。
詳細な説明は、動作モードを参照して
ください。
クルーズモード
クルーズモードを使用すると、オペ
レータは3,800 RPM以上で動作してい
る場合に希望する最高速度を設定でき
ます。
クルーズモードは、ウォータークラフ
トの速度を制限しますが、一定の速度
を維持するわけではありません。アク
セルペダルを放しても一定の速度を維
持する自動車用のクルーズコントロー
ルとは違って、オペレータは前進速度
を維持するためにスロットルレバーを
押し続けなければなりません。
一定の航行速度設定で前進し続けるの
で、スロットルレバーは一杯に押した
ままで、状況に関する注意力をよい状
態で保ち続けます。
詳細な説明は、動作モードのクルーズ
モードを参照してください。
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低速モード
低 速 モ ー ド は 、 オ ペ レ ー タ ー
が1.6km/h～11km/hのウォーターク
ラフト速度に対応するアイドリング速
度を調整、設定できるクルーズコント
ロール機能です。低速モードで動作し
ている間は、スロットルレバーは押し
てはなりません。
詳細な説明は、動作モードを参照して
ください。
SKI MODE（スキーモード）
スキーモードでは、水上スキーヤーや
ウェイクボードに乗っている人を曳航
する場合に、コントロールされた発進
や最大曳航速度の正確な維持が可能に
なります。
詳細な説明は、動作モードを参照して
ください。
Learning Key
Sea-Doo LKTM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、初
心者のウォータークラフト操作能力を
超える場合があります。
ラーニングキーの使用やプログラミン
グに関する情報は、動作モードを参照
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ゲートのポジ
ションを制御して、前進スラスト（推
力）、後退スラスト、ブレーキスラス
トおよびニュートラルを提供します。
オペレータは、前進スラストの場合は
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： 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。
熟練したオペレーターがiBRシステム
を搭載したウォータークラフトを操縦
する場合、理想的な条件下であれ
ば、80 km/hから停止するまでの距離
が常に約33%短くなります。
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、飛散防止のメガ
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
ことがあります。
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)
- 15 m以上の浮力を持つ投げ綱
- 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
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とを保証するのはオーナーの責任で
す。
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、II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。
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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
- ファーストエイドキット
- 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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練習の実施
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、テザー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。
練習の実施
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
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：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。
さらに、iBRレバーを作動させながら
練習を繰り返します。iBRシステムも
スロットルの制御を行っていることに
注意してください。
注：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：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。
低速モード、スキーモードおよび
クルーズモード
ウォータークラフトがこれらのモード
である場合の動作を理解し、他の人を
乗せて操船する前にこうした特徴に慣
れておいてください。

警告
スキーモードおよびクルーズモード
は、自動操縦ではありません。あな
たの代わりにウォータークラフトを
運転するわけではありません。
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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
たものです。
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
前方およびあなたの右側の船舶に進路
の権利があります。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。

代表例

追い越し
他の船舶に進路を譲り、距離を保ちま
す。

代表例
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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
船舶、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り、他の
ボー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
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
燃料は、一定の条件下で可燃性およ
び爆発性を持ちます。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。
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。
必ず全員がウォータークラフトから降
りてください。
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。
手近なところに消火器を用意してくだ
さい。
外すためにラッチを指で引っ張るの
で、左手で軽く燃料キャップを押さえ
つけてください。ばねの力によって押
し開けられ、キャップはポンと開きま
す。

代表的な例 -燃料タンクキャップの位置

警告
燃料タンクには圧力がかかっている
ので、ラッチを保持しているキャッ
プを外すときは燃料キャップの上に
片方の手を置いてください。
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。
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。
温度上昇につれて、燃料が膨張し流
出する可能性があります。
燃料タンクのキャップを締めて、正し
くラッチされていることを確認しま
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。
燃料補給後は、必ずシートを開けて、
ベンチレーションボックスを取り外し
（ボックスがある場合）、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。

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。
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燃料に関する要件
注記 必ず新しいガソリンを使用して
ください。ガソリンは酸化します。酸
化すると、オクタン、揮発性化合物の
喪失、およびガム質やワニスの蓄積が
起こり、燃料システムを損傷すること
があります。
アルコール燃料の混合は、国および地
域によって異なります。車両は、推奨
燃料を使用して動作するように設計さ
れていますが、次のことに注意してく
ださい。
- 国の規制によって定められた割合
を超えるアルコールを含んだ燃料
の使用は、推奨されていません。
使用した場合、燃料システムコン
ポーネントに次のような問題が発
生することがあります。
• 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
劣化。

• 金属部品の腐食。
• エンジンの内部部品の損傷。

- ガソリンのアルコール含有量が国
の規制を超えていると疑われる場
合は、燃料漏れまたはその他の燃
料システムの異常がないか頻繁に
点検してください。

- アルコールを混ぜた燃料は水分を
引き寄せて保持するため、燃料の
相分離が生じ、エンジン性能の問
題や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
GTX、GTX S、GTX LTD 230および
WAKE PROモデル
オクタン価が87のAKI (RON+MON)/2,
または91のRONを含んだ通常の無鉛ガ
ソリンを使用してください。
GTX、GTX S、GTX LTD 230および
WAKE PROを除く全モデル
オクタン価が91のAKI (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。
全モデル
注記 他の燃料を試さないでくださ
い。不適切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引き
起こす場合があります。

注記 E85 のラベルがある燃料ポンプ
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
注記 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
端は、ウォータークラフトの長さを上
回ってはいけません。
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
- 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、前面のス
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、
ボーディングプラットフォームや
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。

注記 それらの部分が完全に損傷する
恐れがあるので、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。

WAKE™ Proモデル

警告
ウエイクボードをラックに取り付け
たままにしないでください。ウエイ
クボードのフィンが近くにいる人に
当たって怪我をさせたり、ウエイク
ボードが外れて路上に落ちる可能性
があります。

警告
また、バンジーコードには張力が働
いているため、外れたときに鞭のよ
うに勢いよく戻って、近くにいる人
に当たる恐れがあります。十分に注
意して取り扱ってください。

注：ウォータークラフト2槽をトレー
ラーで運搬する時、内部ウエイクボー
ドラックを取り外さなければならない
こともあります。
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重要な製品に貼付されたラベル
ウォータークラフトの警告ラベル
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、新しいラベルに無料で交
換できます。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：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：このガイドおよび製品に何らかの矛盾がある場合、製品の警告ラベルがこ
のガイドのラベルよりも優先されます。

代表的な例 - GTX LIMITED

代表的な例 - GTX LIMITED S
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代表的な例 - GTX LIMITED 300

代表的な例 - GTX

WAKE PRO
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RXT 260

RXT-X 300
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ラベル 1：代表例

ラベル 2：代表例

ラベル 3：固定デッキモデル

ラベル 3：iS モデル

ラベル 4：代表例

ラベル 5：代表例
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ラベル 6：代表例 ラベル 7：代表例

ラベル8 -固定デッキおよびaSモデル

ラベル8 - S および iSモデル

ラベル 9：代表例 ラベル 10：代表例
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ラベル 11：代表例

ラベル 12：代表例

ラベル 13：代表例

ラベル 14：代表例

ラベル 15：代表例
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ラベル 16：GTX、GTX LIMITED、LIMITED-iS、WAKEおよびRXTモデル

ラベル 16：RXT-XおよびRXT-X ASモデル
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ラベル17

ラベル18 - 260エンジンのみ

適合ラベル

ラベル19
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ラベル20 -カナダと米国向けの全モデルが
該当する。カナダと米国以外の地域におい
ては、認定された当社モデルと等しいモデ
ルが該当する。米国環境保護庁基準

ラベル 21 - 代表的な例

サスペンション搭載モデル
EPA適合ラベルは、フロントベンチ
レーションボックスのライザーにあり
ます。
フロントカバーを開けて、フロントス
トレージビンを取り外して、後を見る
と、ラベルが見えます。

代表例
1. 適合ラベル
2. ベンチレーションボックス
3. ライザー
サスペンションなしのモデル
これらのモデルでは、EPA適合ラベル
はデッキライザーの右手、グローブ
ボックスのすぐ下にあります。
ラベルを見るには、シートを開けて、
ライザーのトップ近くのシートヒンジ
の右を調べます。

代表的な例 - GTX155、RXT-XおよびWAKE
PROモデル
1. EPAラベルの位置
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北米以内のウォータークラフト
GTX S 155、GTX LTD S

ラベル22-カナダ適合性通知(カナダ向けモ
デルのみ)

GTX、GTX LTD、RXT、RXT-Xおよ
びWAKE PRO

ラベル22-カナダ適合性通知(カナダ向けモ
デルのみ)
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北米以外のウォータークラフト
GTX S 155およびGTX LTD S

ラベル22-通常(北米以外のウォータークラ
フト)

GTX、GTX LTD、RXT、RXT-Xおよ
びWAKE PRO

ラベル22-通常(北米以外のウォータークラ
フト)
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オーストラリアのモデルのみ

ラベル23 -GTX SとGTX LTD S以外の全モデ
ル

LABEL 23 - GTX SおよびGTX S LIMITED
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乗船前の点検
車両の「12ヶ月安全点検」を受けていただくことをお勧めします。詳細につい
ては最寄りのディーラーまでご連絡ください。可能な限り、BRP正規ディーラー
でシーズン前点検を受けていただくようお勧めします。BRP正規ディーラーで定
期的に保守を受けていただければ、安全に関するサービスキャンペーンなどをい
ち早くお伝えすることができます。安全に関するサービスキャンペーンのお知ら
せが届いた場合は、できるだけ早くBRP正規ディーラーにお問い合わせいただく
ようお勧めします。

警告
毎回乗車前に、操作中に発生する可能性がある問題を検出するために乗車前の
点検を実施します。乗車前の点検により、問題になる前に磨耗や劣化を監視で
きます。発見した問題に対処して、故障や事故のリスクを低減します。
乗船前点検を実施する前に、コントロールのセクションを読んで、理解してくだ
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
次の各項目の確認を行うまではエンジンをかけず、必ずテザーコードキャップ
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。全項目の点検を終
え、正しく作動することを確認してから、ウォータークラフトを始動してくだ
さい。

注：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
船体、ライドプレートおよびウォー
ターインレットグレートの損傷の点検船体（ハル）

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
燃料を補給してください。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
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✓作業内容項目
作動を点検（レバーが支障なく動くか
確認するために、押したり放したりし
てみる。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
の点検を行います）

iTC レバー

作動を点検（レバーが支障なく動くか
確認するために、押したり放したりし
てみる。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
の点検を行います）

iBRレバー(GTSモデルを除く)

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

ウォータークラフトへの取り付けを確
認して、正しく閉じてラッチをかけ
る。

内蔵タイプ脱着式ストレージビン

- ラックが正しく取り付け、固定さ
れているか確認。

- バンジーコードに損傷などがない
ことを確認。

- ウエイクボードがラックに正しく
取り付け、固定されているか確認。

ウエイクボードラック(WAKE Pro
モデル)

作動の点検と確認。スキー/ウエイクボードポスト
(WAKE Pro モデル)

作動を点検エンジンのスタート/ストップボタ
ン

作動を点検エンジンカットオフスイッチおよ
びモニタリングシステムブザー

月一度バッテリーの状態と接続
月一度の点検 (海水で使用の場合は頻
度を高く)、必要に応じて交換犠牲陽極

船体（ハル）
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。
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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
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. ビルジドレンプラグ
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。
Sea-Doo認定ディーラー、修理工場、
任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請
求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国EPA排出ガス関連保証」を
参照してください。
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。
サスペンション搭載モデル
3箇所のロッキングタブを押してデッ
キ部分に持ち上げてベンチレーション
ボックスを取り外します。

1. ベンチレーションボックス
2. ロッキングタブ
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取り外したベンチレーションボックス

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。
エンジンクーラント
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。火傷の恐れが
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
エンジンを始動する前に、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、
ボーディングプラットフォームお
よびシート
全ての必要な安全および救命装置と追
加の積荷が、ストレージビンに適切に
保管されていることを確認します。
内蔵タイプのストレージビンカバー、
フロントカバー、グローブボックス、
ボーディングプラットフォーム、アク
セスパネルやシートが閉じられて、
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ラッチがかかっていることを確認しま
す。

警告
シート、ボーディングプラット
フォーム、アクセスパネルや全ての
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。

GTX SおよびGTX Limited Sモデル
可動デッキと固定デッキの間に、積荷
や他の器具などがないことを確認して
ください。

警告
可動デッキと固定デッキの間、ある
いはリアサスペンションのコント
ロールアームの付近には、いかなる
種類の積荷も器具も置かないでくだ
さい。デッキや足元に溜まる水が自
由に動けるように、これらの場所に
は一切の障害物がないようにしてく
ださい。用意されているストレージ
コンパートメントだけを使用してく
ださい。

ウエイクボードラック
(WAKE Proモデル)

警告
ウォータークラフトを使用する前
に、ウエイクボードラックがウォー
タークラフトのボディに正しく固定
されていること、およびウエイク
ボードがラックの正しい位置に確実
に固定されていることを確認してく
ださい。ウエイクボードのリテーニ
ングストラップが傷んでいないこと
を確認してください。

スキー/ウエイクボードポスト
(WAKE Proモデル)
使用前に、スキー／ウエイクボードポ
ストがいっぱいまで伸ばされ、ロック
されていることを確認してください。
使用していないときは完全に格納し
て、ロックしてください。

警告
スキーヤー/ウエイクボーダーがロー
プを放すと、ロープが反動でウォー
タークラフトの方へ戻ってくること
がありますので、注意してくださ
い。スキーヤー、ウエイクボーダー
または遊具などを牽引しているとき
は、急旋回を行わないでください。
使用しない時は引き綱を保管してお
いてください。
注記 スキー／ウエイクボードポスト
は、総重量が114 kg のスキーヤーや
ウェイクボーダーを牽引できるよう設
定されています。
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テザー
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テザー
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：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
テザー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テザーコードを取
り外して停止させます。

警告
テザー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テ
ザー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テ
ザー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。
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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)

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
にテザーコードを取り付けます。

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
注記 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。

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)
エンジンを前進スラストで動作させ、
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プリセットトリムポジションもテ
ストします（装備されている場合）。
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このページは
意図的に空白になっています



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：一部の車体の警告ラベルは図に表示されていません。船体の警告ラベルの
情報については、ウォータークラフトの警告ラベルのサブセクションをご参照く
ださい。

GTX 155/GTS S 155

GTX LIMITED/RXT/WAKE PRO
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RXT-X
注：このセクションで説明する表示、
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
エンジンを始動する前に、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)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。

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。
3) 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。
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- ブレーキ
- リバース
- ニュートラル
注： iBR機能を有効にするには、最低
で25%のiBRレバーのストロークが必要
です。

代表例
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
14km/hを超える速度では、iBRレバー
を引くとブレーキがかかります。
注：水流が14 km/h 以上の場合、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。
14km/h未満の速度では、iBRレバーを
引くとリバースに入ります。
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：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、使用上の諸注意を参照
してください。

4)エンジンカットオフスイッ
チ
エンジンカットオフスイッチはハンド
ルバーの中央にあります。

代表例
1. エンジンカットオフスイッチ
2. スタート/ストップボタン
エンジンを始動するには、テザーコー
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。

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。

代表例
1. エンジンカットオフスイッチのテザー

コードキャップ
2. オペレーターの救命胴衣(PFD)につな

がれたテザーコード
エンジンを止めるには、テザーコード
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。
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警告
エンジンを停止すると、ブレーキ機
能や全ての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、必ずテザー
コードを外してください。

ラジオ周波数デジタル暗号化セ
キュリティシステム(RF D.E.S.S.)
テザー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.TM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。追加のテザーコードを購入すれ
ば、それをあなたのウォータークラフ
ト用のD.E.S.S.キーとしてプログラムす
ることができます。
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、B R P認
定Sea-Dooディーラーにご相談くださ
い。
RF D.E.S.S.キーの認識
短いブザー音が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。
RF D.E.S.S.キータイプ
2種類のキーが使用できます。
- ノーマルキー
- ラーニングキー(Learning key)
キーを簡単に見分けられるように、テ
ザー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
黄色または黒通常

緑ラーニング

インフォメーションセンターに、使用
したD.E.S.S.キーのタイプが表示されま
す。

キーのタイプがここに表示されま
す。
次のメッセージが表示される可能性
があります。
- ノーマルキー(NORMAL KEY)
- 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。
ラーニングキーおよびキーに関する詳
細情報は、動作モードのセクションを
参照してください。
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5)エンジンのスタート/ス
トップボタン
エンジンのスタート/ストップボタン
は左手のハンドルバーにあります。

代表例
1. エンジンカットオフスイッチ
2. スタート/ストップボタン
エンジンの始動と停止
エンジンの始動と停止に関する完全な
手順については、使用上の諸注意を参
照してください。
電装システムの起動
エンジンカットオフスイッチにテザー
コードを取り付けずに、一度だけ[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：テザー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。
6)VTS (可変トリムシステム)
ボタン
こ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(上または下ボ
タン)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。

代表例 - VTSコントロールボタン
1. 船首アップ
2. 船首ダウン
詳細は、使用上の諸注意セクションを
参照してください。
7) [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。

代表例
1. [SPORT] 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。
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8) [ECO]ボタン
[ECO]ボタンは左手のハンドルバーに
あります。

代表例
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。
9) [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。

代表例
1. MODE（モード）
2. SET（セット）
3. [上]/[下]ボタン

10) [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。

代表例
1. [上]ボタン
2. [下]ボタン
[上]/[下]ボタンを使用して、インフォ
メーションセンターで設定の選択や変
更を行うことができます。
11)クルーズボタン (RXT-X
モデル以外)
クルーズボタンは右手のハンドルバー
の[上]および[下]ボタンの真下にありま
す。

代表例
1. クルーズボタン (Cruise)
2. [上] および [下] 矢印ボタン
[クルーズ(CRUISE)]モードの起動、停
止や[低速モード(SLOWSPEEDMODE)]
への切り替えに使用します。
詳細な説明は、動作モードを参照して
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
運転中はウォータークラフトを制御できなくなる可能性があるため表示を調整
しないでください。

代表的な例 - GTX、GTX S
A. 多機能ゲージ

代表的な例 - GTX、GTX S以外の全モデル
A. 多機能ゲージ
B. アナログ式スピードメーター
C. アナログ式タコメーター
D. インジケーターライト

54



A)多機能ゲージの機能

代表的な多機能ゲージ
ご使用のモデルに適用される機能を表で確認してください。
下記に機能を解説しています。
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WAKE
PRORXT-XRXT

GTX
LIMITED
GTX

LIMITED S

GTX
GTX S

XXXXX1）多機能ディスプ
レイ

XXXXX2）数値表示
XXXXX3)燃料レベルゲージ

XXXXX4) VTS ポジションイ
ンジケーター

---X-5) 水深の表示
N.A.N.A.N.A.XN.A.6) 湖水温度
XXXXX7)時間メーター表示

XXXXX8) iBR ポジションイ
ンジケーター

XXXXN.A.9) コンパスインジ
ケータ (1)

XX。XXX
10) ツーリングモー
ドインジケーター
(TOURING)

XXXXX
11) スポーツモード
インジケーター
(SPORT)

N.A.XN.A.N.A.N.A.12）ブーストゲージ

XXXXX13) エコモードイン
ジケーター(ECO)

N.A.N.A.N.A.N.A.X
14) クルーズモード
インジケーター
(CRUISE)

X----15) スキーモードイ
ンジケーター(SKI)
X = 標準機能を示します
- =利用の可否については Sea-Doo ディーラーにお問い合せください。
N.A. = 利用不可または機能がオフ
(1) コンパスは全モデルに搭載 (多機能ゲージ)。GTXおよびGTX S にはコンパス
インジケータがありません
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1）多機能ディスプレイ
多機能ディスプレイを使用して、次を
行えます：
- 電源投入時のようこそメッセージ
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：多機能ディスプレイのデフォルト
での表示は、コンパスによる方向表示
です。

多機能ディスプレイ

2）数値表示
数値表示は、多機能ディスプレイの表
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
1. 数値表示の表示
2. 測定単位の表示
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使用できる表示形態は、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
ションに依存します。

WAKE
PRORXT-XRXT

GTX
LIMITED、
GTX
LIMITED
S

GTX
155,
GTX S
155

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
XXXXXエンジン回転数
-X---エンジン温度
N.A.N.A.N.A.XN.A.湖水温度
XXXXX時計

XXXXXラーニングキー(Learningkey)の
設定

X-XXXクルーズ速度(CRUISE SPEED)の
設定

X-XXX低速(SLOWSPEEDMODE)モード
の設定

XXXX-VTSプリセット
N.A.N.A.N.A.N.A.XVTS 設定（ゲージによる）
X----スキーモード(SKI MODE)設定

XXXXX燃料消費
（瞬間および平均）

-X-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

N.A.N.A.N.A.XN.A.高度
X = Xは標準機能を示します
- = Sea-Doo ディーラーにご相談ください。
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、数値表示は前回選択してい
た表示を示します。
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3)燃料レベルゲージ
多機能ディスプレイの下部右手にある
バーグラフは、走行中の燃料タンクの
燃料の量を継続的に表示します。

燃料レベルゲージ

燃料タンクが満杯の場合、インジケー
タの8つセグメント（四角の点）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
燃料残量表示のセグメントが2つしか
表示されない場合（残量が燃料タンク
容量の約25%または14Lの場合）起動
します。
GTX155およびGTXS155以外のす
べてのモデル
燃料残量が少ない（FUEL-LOW）警

告

ON
燃料ゲージの最後の2
セグメント
燃料タンクの記号(LED)

定期的

音による警告（1回の
長いブザー音）
スクロールする LOW
FUELWARNINGのメッ
セージ

GTX 155およびGTX S 155モデル
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)

定期的

音による警告（1回の
長いブザー音）
スクロールする LOW
FUELWARNINGのメッ
セージ

4） 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走
行姿勢を示します。
バーグラフ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
クラフトの船首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は、使用上の
諸注意を参照してください。
5）測深機の表示
測深機の表示は、湖水の深さを表示し
ます。
このシステムでは、船体の下の水深を
段階的に表示し、最大で50 m まで表
示できます。
注：特定の条件下では、深度表示が停
止することがあります。深度の表示能

59

インフォメーションセンター（ゲージ）



力は、使用の状況によって変わりま
す。

測深機の表示
1. 測深機インジケータ
2. 水深の表示

注：深度計インジケータは、深度計が
取り付けられていて、検出している場
合だけオンになります。

警告
深度計を水深が浅い場所で運行する
ときの警告装置として用いないでく
ださい。

6）湖水温度表示
水面の温度を継続的に表示します。

数値表示を選択して、水温を表示する
ことも可能です。このセクションの数
値表示を参照してください。

測定の単位(� Cまたは� F)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。
7）時間メーター表示（HR）
累積エンジン可動時間を継続的に表示
します。

時間メーター表示

8） 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
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9）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が多機能ディスプレイに表
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ディス
プレイに、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。
GTX155およびGTXS155以外のす
べてのモデル
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 (RXT-X以外の全モデル)
1. コンパス表示
2. コンパス作動インジケータ

COMPASS (RXT-Xモデル)
1. コンパス表示
2. コンパス作動インジケータ

注：コンパスを表示できるの
は、5 km/h 以上の場合だけです。

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。

10)ツーリングモードインジケー
ター(TOURING)
ツーリングモードインジケータがオン
であると、デフォルトでツーリング
モードが有効です。

ツーリングモードインジケータ

ツーリングモードに関する詳細情報
は、動作モードのセクションを参照し
てください。
11)スポーツモードインジケーター
(SPORT)

スポーツモードインジケーター

スポーツモードの操作を選択すると、
スポーツモードインジケーターが点灯
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し、スポーツモードを解除するか、
ウォータークラフトを停止するまで点
灯し続けます。
注：スポーツモードは、デフォルトの
操船モードではありません。スポーツ
モードを有効にするには、必ずエンジ
ンを始動してから選択する必要があり
ます。
スポーツモードにする方法について
は、動作モードのセクションを参照し
てください。
GTX Limited/GTX Limited
S/RXT/WAKE PRO
多機能ディスプレイのスポーツモード
インジケータに加え、タコメーターで
もスポーツモードインジケータライト
がONになります。
RXT-X
多機能ディスプレイにはスポーツモー
ドインジケータがありませんが、タコ
メーターにスポーツモードインジケー
タライトがONになります。
12）ブーストゲージ

ブーストインジケータ

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。
13) ECOインジケーター
燃料節約(FUELECONOMYMODE)モー
ドが有効であると、ECOインジケー
ターと燃料タンクの記号の笑顔アイコ
ンが点灯します。

RXT-Xを除く全モデル

ECOモードインジケーター
(燃料節約モード)

RXT-Xモデル

ECOモードインジケーター
(燃料節約モード)

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。
14)クルーズ(CRUSE)モードインジ
ケーター
次の場合に、クルーズモードインジ
ケーターが点灯します：
- クルーズ(CRUISE MODE)モードが
起動されている。

- 低速(SLOWSPEEDMODE)モードが
起動されている。
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クルーズモードインジケータ

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。
15)スキー(SKI MODE)モードイン
ジケーター
スキー(SKIMODE)モードが有効である
と、スキー(SKI MODE)モードインジ
ケーターが点灯します。

スキーモードインジケータ

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。
B)アナログ速度計
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。
C)アナログタコメータ
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、実際のエンジンの回転数にな
ります。
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D)インジケータランプ /アイコン
インジケータランプまたはアイコン（LCD）は、選択した機能やシステムの異常
などを知らせます。
インジケータライトに対応して、多機能ディスプレイ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
インジケータ
ランプ /アイ
コン (オン)

メンテナンスが必要。Sea-Doo認定ディー
ラー、修理工場、任意の個人による、整
備、修理、または交換を行ってください。
保証請求に関する詳細は、本書に記載さ
れた「米国 EPA排出ガス関連保証」を参
照してください。

MAINTENANCE
REMINDER（メンテ
ナンス時期の通知）

燃料残量少、タンク容量の約25%、14Lま
たは燃料レベルセンサーの接続外れ。

LOW-FUEL（燃料残
量が少ない）

[クルーズ(CRUISE）]モードまたは[低速
モード(SLOWSPEEDMODE）]動作中動作
モードのサブセクションを参照してくだ
さい。

スクロールする
SLOW SPEED MODE
メッセージ

[スキー]モード動作中。 動作モードのサ
ブセクションを参照してください。

スクロールする SKI
MODEメッセージ

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
MODEmessages（ス
クロールするスポー
ツモードメッセー
ジ）

RXT-X以外の全モデル

省燃費モード動作中。 動作モードのサブ
セクションを参照してください。

FUEL ECO（省燃費
モード）

RXT-X

省燃費モード動作中。 動作モードのサブ
セクションを参照してください。

FUEL ECO（省燃費
モード）

多機能ディスプレイの操作
電装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、 S E A - D O Oへようこそ
（WELCOME ABOARD SEA-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
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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、多機能ディスプレイはコンパスの
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。
多機能ディスプレイは、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が停
止しているときだけに限ってくださ
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。

多機能ディスプレイ

注：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
能ディスプレイ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。
多機能ディスプレイで使用できる様々
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[MODE]
ボタンを繰り返して押します。

- LAP TIME（ラップタイム）
- SKI MODE（スキーモード）
- 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 [SET] ボタンを押して、その機能
に入ります。
注：故障コード機能は、故障がある場
合にだけ使用できます。設定および
キーモード機能は、エンジン停止中に
のみ使用できます。キーモードは、
ノーマルキーでのみ使用できます。
機能の解説
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. 多機能ディスプレイに LAP TIME
（ラップタイム）が表示されるま
で、[MODE]ボタンを繰り返し押し
ます。

メッセージ表示
LAP TIME（ラップタイム）

2. [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。
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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、[SET]
ボタンを押します。

注： [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
[SET] ボタンを押します。

注：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、[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]矢印ボタンを使い
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]矢印ボタンを使いま
す。

メッセージ表示：LAPTIMER（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 [SET] ボタンを押し続けます。
SKI MODE（スキーモード）
スキーモード(Ski mode）は、水上ス
キーヤーやウェイクボードに乗ってい
る人を曳航する場合に、コントロール
された進水を繰り返す場合に使用しま
す。詳細は、動作モードを参照してく
ださい。
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時間当たりの瞬間燃料流量
（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）

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、
｢TIME TO EMPTY｣｢空になるまでに可
能な走行時間｣および｢DISTANCE TO
EMPTY｣｢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。
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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. 多機能ディスプレイに[燃料消費
（FUELCONSUMPTION）]が表示さ
れるまで、[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. [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：燃料消費の値が数値表示されま
す。[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
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、学
習用キー（LEARNING KEY）設定を変
更する場合に使用します。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。
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
設定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. 多機能ディスプレイにDISPLAY が
表示されるまで、右手のハンドル
バーの[MODE]ボタンを押します。

メッセージ表示
DISPLAY（表示）
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2. [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
- 速度
- 湖水温度 (GTX Limitedおよび
GTX S Limited 260のみ)

- 水深
- エンジン温度
- 高度
- トップスピード
- 平均スピード
- トップ回転数
- 平均回転数
- 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. [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

- トップ回転数
- 平均回転数
表示をリセットするには、[SET] ボタ
ン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：これらの機能が有効になるのは、
数値表示として選択した場合だけで
す。
多機能ゲージの設定
時計の設定の変更
1. 多機能ディスプレイに SETTINGS
（設定）が表示されるまで、
[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
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3. [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 - CHANGE CLOCK OFFSET
（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. [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：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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求められ
注：図はすべてのモデルに対して必ずしも正確であるわけではなく、単なる視
覚的なガイドです。
注：一部の車体の警告ラベルは図に表示されていません。船体の警告ラベルの
情報については、ウォータークラフトの警告ラベルのサブセクションをご参照く
ださい。

代表例

WAKE PROモデル
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
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グローブボックスオーガナイザ
(GTX LimitedおよびGTXLimited S
モデルのみ)
取り外し可能なグローブボックスが、
身の回り品の保管や持ち運びに使えま
す。

代表例
1. グローブボックスのオーガナイザ
グローブボックスライナーバッグ
(GTX LimitedおよびGTXLimited S
モデルのみ)
グローブボックスのライナーバッグ
は、グローブボックスのに収納してい
るものを保護します。2 つのアイレッ
トを使って引っ張れば、ライナーバッ
グはグローブボックスから簡単に取り
外せます。

グローブボックスのライナーバッグ
2)フロントストレージビン
大きな身の回り品の持ち運びに使える
防水性のストレージビンがフロントカ
バーの下にあります。ストレージビン
は、内蔵タイプで取り外し可能です。

フロントストレージビン

ストレージビンのアクセス
2 つ（両側）のカバーラッチハンドル
を上に引っ張って、フロントストレー
ジコンパートメントのカバーを開けま
す。

代表的な例 -ストレージビンのアクセス
1. フロントカバーのラッチハンドル（両

側）

71

求められ



ストレージビンカバーの開け方
カバーラッチを外してからカバーハン
ドルを引いて、開けます。

ストレージビンの開け方
手順 1：カバーラッチを外します。
手順 2：カバーを引っ張って開けます。
注記 フロント収納ボックスの最大許
容収納量は9kgです（均等に収納され
た状態）。

警告
重いものや壊れものを固定せずにフ
ロントストレージビンに入れないで
ください。入れすぎてはなりませ
ん。ストレージコンパートメントカ
バーを開けたままの状態でウォー
タークラフトを走らせないでくださ
い。

ストレージビンの取り外し
ストレージビンのカバーのラッチが
しっかりロックされていることを確認
してください。
ストレージビンをロックしているラッ
チをポジションまで押し戻します。次
に、ビンを前方に傾けながらストレー
ジビンのハンドルを引っ張り、フロン
トタブを外し、ウォータークラフトか
ら取り外します。

ストレージビンの取り外し
手順 1：ストレージビンのラッチを押し戻

す
手順 2：持ち上げ、前方に傾けてフロント

タブを外す

警告
1630ACE™HOエンジンを装備したモ
デルでは、ストレージビンの下、お
よび可動デッキと固定デッキの間に
は、絶対に何も置かないでくださ
い。

ストレージビンの下のストレージ
コンパートメント（1630 ACE HO
エンジン）
ストレージビンの下には、補助用のス
トレージコンパートメントがありま
す。このストレージコンパートメント
には、ストレージビンを取り外すこと
でアクセスできます。

警告
重いものや壊れものを固定せずにス
トレージコンパートメントに入れな
いでください。入れすぎてはなりま
せん。

ストレージビンの取り付け
ストレージビンをフロントストレージ
コンパートメントに挿入し、前方に傾
けてストレージビンのフロントタブを
ストレージカバーのショックサポート
の下に挿入します。
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手順 1：ストレージビンのフロントタブを
挿入する

ストレージビンの後側を押し下げて、
ロック用ラッチ(両側)で所定の位置に
固定します。

手順 1：ラッチを押し下げて固定する
ストレージビンが正しくロック用ラッ
チに挿入され、ラッチが前方へ固定さ
れていることを確認してください。
注記 ストレージビンが正しく固定さ
れていない場合は、決してウォーター
クラフトを走らせないでください。
サスペンションがないすべてのモ
デルに適用
注記 フロントストレージビンを取り
付けないでウォータークラフトを使用
しないでください。ビルジに水が入り
ます。
3)リアストレージビン
GTX SおよびGTX Limited Sモデル
リアボーディングプラットフォームの
下には、2 つのストレージビンがあり
ます。曳航用ロープ、救急箱、消火器
などの収納場所として理想的です。

ボーディングプラットフォームを閉じ
ると、両方のストレージビンのカバー
になります。
特に右手のストレージビンは、認定消
火器(別売り）の保管用に設計されてい
ます。

1. 消火器ホルダーの位置
右手のストレージビンは、ウォーター
クラフトの整備の際には取り外せま
す。
ストレージビンを取り外すには、ビン
の（前と後）2つのプラスチック製の
リベットを引っ張って抜き、次にスト
レージビンを固定デッキから持ち上げ
ます。

バッテリーとヒューズのアクセス -右手の
ストレージビンを外した状態
注記 両方のリアストレージビンを取
り付けていない状態では、決して
ウォータークラフトを走らせないでく
ださい。常に、リアボーディングプ
ラットフォームが正しく閉じており、
ストレージビンの上に掛かっているこ
とを確認してください。正しく掛かっ
ていないと、極端な操船によってプ
ラットフォームに流入した水がﾌﾟラッ

73

求められ



トフォームを開け、右手のストレージ
ビンが外れる場合があります。これが
発生すると、水がビルジに入り、エン
ジンの損傷や電子的な問題につながる
恐れがあります。
4)消火器ホルダー
GTX SおよびGTX Limited Sモデル
リアボーディングプラットフォームの
下にある右手のストレージビンを使用
して、消火器をゴム製の固定用具で
しっかり固定します。
リアストレージビンの図を参照してく
ださい。
注：消火器は別売りです。
GTX SおよびGTX Limited Sを除く
モデル
消火器ホルダーはフロントストレージ
ビンの下にあります。
5)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（1503 4-TEC™
エンジン）
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。
シートの開け方（1630 ACE HOエ
ンジン）
シートを持ち上げるには、ラッチハン
ドルを引き上げ、シートの後部を持ち
上げます。

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
シートの取り付け（1503 4-TECエ
ンジン）
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。
シートの取り付け
（1603エンジン）
シートを下ろして押し込み、所定位置
に固定します。
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。
6)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
ドルの後部は、スキーヤー／ウエイク
ボーダー（該当する場合）の監視者や
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。
注記 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
7)ボーディングステップ
（装備されている場合）
水中からウォータークラフトへ乗船す
る際に使用する便利なステップです。

代表例
1. ボーディングステップ

警告
ボーディングステップを使って
ウォータークラフトに乗船する場合
は、必ず事前にエンジンを停止して
ください。
手でステップを引き下げ、足がステッ
プに乗るまで手で押さえておきます。
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水中から乗船するために下げられたボー
ディングステップ
注記
- 陸上にあるウォータークラフトに
乗る際は、決してステップを使わ
ないでください。

- 牽引、曳航、潜水や飛び込み、あ
るいはボーディングステップとし
ての用途以外では、ステップを使
用しないでください。

- ステップの中央に乗ってください。
- 同時に 2 人以上でステップを使用
しないでください。

警告
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。

8)乗降用プラットフォーム
乗降用プラットフォームは、後方の
デッキ部分を覆っています。
プラットフォームにある二箇所の窪み
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で
す。
GTX SおよびGTX Limited Sモデル
プラットフォームの後端近くの2つの
グラブハンドルは、水中から乗船する
人のためのつかみ所です。
また、プラットフォームは、開けたと
きにアクセスできる2つの後方のスト
レージビンの防水性のカバーにもなり
ます。プラットフォームは後の固定
デッキにヒンジでつながっており、前

方の角にある2つのラッチで閉じられ
ています。
乗降用プラットフォームを開けるに
は、それぞれのラッチハンドルを引き
上げ、デッキを完全に持ち上げます。
左側のシリンダーで、プラットフォー
ムを開けたままにできます。

GTX LIMITED Sモデル (図示)
1. 乗降用プラットフォーム
2. 監視者用フットレスト
3. グラブハンドル
4. ラッチハンドル
9)スピードタイ
(GTX LimitedおよびGTX
Limited Sモデル)
ウォータークラフトの係留用に2つの
スピードタイがあります。
1 つは左手のハンドルバーのすぐ下に
あり、もう1つはボーディングプラッ
トフォームの後端の中央にあります。

1. フロントスピードタイ
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1. リアスピードタイ

警告
- ウォータークラフトのエンジンが
動作している間は、格納式のロー
プは使用しないでください。

- ウォータークラフトの曳航には使
用しないでください。ウォーター
クラフトの後方や側面にいる人や
物を牽引するために使用しないで
ください。

- スピードタイのロープをトレー
ラーの固定として使用しないでく
ださい。

注記
- このシステムは、通常の状況での
一時的な使用を意図しています。
継続的な係留システムとしての使
用や、極端な状況(強風、波、など)
での使用は止めてください。

- 定期的にロープの状況を点検して
ください。損傷したロープでウォー
タークラフトをつながないでくだ
さい。BRPロープを他のロープと交
換するとスピードタイの保証が無
効になります。

- スピードタイを塩水で使用した場
合は、真水で定期的にロープを完
全にすすいで、ロープやスピード
タイの機構に塩が溜まらないよう
にしてください。こうすることで
ロープの寿命が延び、機構が適切
に動作します。

注：スピードタイのロープは、通常の
保証でカバーされない消耗品です。
スピードタイの手入れの手順について
はメンテナンスのセクションを参照し
てください。

スピードタイを使ったPWCの係留
1. ウォータークラフトをドックに平
行にし、ドックの係船クリートの
近くに停船させ、レバーを引いて
スピードタイを放します。

2. 係留ラインのストッパーをしっか
りつかんで、十分届く長さまで引
き抜き、係船クリートに結びます。

代表的な例 -フロントスピードタイ
1. スピードタイの係留ライン
2. 係留ラインのストッパー
3. スピードタイのロックレバー
3. スピードタイのロックレバーを押
して、係留ラインをロックします。

注記 必ず、スピードタイのロープが
しっかりロックされていることを確認
してください。ウォータークラフトが
損傷したり、ロープが早く磨耗するこ
とがないように、係留ロープはどこに
も接触しないようにしてください。
4. スピードタイのロープがドックの
クリートにしっかり結ばれていて、
ウォータークラフトがドックと平
行になっている状態で、慎重にドッ
クに踏み出してください。ウォー
タークラフトの足場またはシート
から踏み出し、不安定にならない
ようにウォータークラフトレール
には立たないでください。

5. ウォータークラフトをドックと平
行に保ったまま、リアスピードタ
イの係留操作を繰り返します。リ
アロープを使用する際は、落ちな
いように注意してください。

注：同乗者が船上にいる場合も、基本
的にドック手順は同じです。ただし、
ドック操作中の重心をシートの中心に
維持できるように、オペレータは同乗
者に動かないように指示してくださ
い。同乗者は、必ずフロント係留ロー
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プをドックのクリートにしっかり結ん
でから、ドックへ降りてください。同
乗者が上陸する間は、ウォータークラ
フトをドックと平行に保つために、オ
ペレータはウォータークラフト上に
残っていなければなりません。
注記
- 1 本の格納式ロープだけでウォー
タークラフトを係留することはや
めてください。フロントとリアの
システムを必ず一緒に使用してく
ださい。

- 係留中は、ロープを締めすぎない
でください。必ず、少し緩めてお
いてください。なるべく、流れを
考慮に入れてください。ウォーター
クラフトは必ずロープ部分で係留
し、プラスチック製の終端部は使
わないでください。

- 係留システムは、ウォータークラ
フトがドックにぶつかるのを保護
しません。ドックバンパー(クッ
ション)と格納式ロープを一緒に使
用して、ウォータークラフトを保
護してください。

- 丈夫な係留クリートを使用して、
ウォータークラフトは必ずドック
の適切な高さで係留してください。

スピードタイを使用した出航
1. 出航時は、まずリアスピードタイ
をほどきます。係留ロープを格納
し、係留ロープのストッパーを収
納器の近くで保持し、ロックレバー
を引き上げます。係留ロープを格
納したら、係留ロープのストッパー
を収納器へ投げ入れます。

2. ウォータークラフトに乗船します。
ウォータークラフトの安定性を保
つために、可能な限りウォーター
クラフトの中心に体重がかかるよ
うな位置を心がけてください。

3. 慎重にオペレータのポジションへ
移動します。

4. ドックのクリートからフロント係
留ロープを放し、格納して、リア
スピードタイと同様にストッパー
をロックします。

5. ドックを押すか、流れに任せて、
ウォータークラフトをドックから
離れさせます。

注意 係留ロープの格納時は、十
分に注意してください。レバーのロッ
クを外す前に、必ずストッパーを収納
器の近くに保持してください。格納式
ロープが通る場所に立たないでくださ
い。

注意 ウォータークラフトを始動
する前に、ロープが正しく格納され、
ストッパーを投げ入れてあることを必
ず確認してください。
10)フロントおよびリアのア
イレット
アイレットは係留、曳航、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

代表例
1. フロントアイレット
リアアイレット

代表例
1. アイレット
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代表例
1. アイレット
11)係船クリート
これらのクリートは、給油時などの一
時的なドッキングで使用できます。

代表例
1. 係船クリート
注記 係船クリートは、絶対にウォー
タークラフトの曳航や吊り上げには使
わないでください。
12)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。

代表例
1. ドレンプラグ
2. 締まる
3. 緩める
注記 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。
13)調整式スポンソン
(RXT-X)
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。

代表的な例—左側を示す
1. 調整式スポンソン
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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。
注：スポンソンを工場出荷時設定（ス
ポーツ）とは別の設定に調整する場
合、トリムタブは出荷時設定 (0) に残
しておく必要があります。

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。全
体的な走行条件（特に荒
れた水面上では）または
同乗者を乗せて走行する
のに望ましい設定

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：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。

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。
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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/N 250 000
572) (新しい
スクリューー
が必要)

反対側も同じように取り付けます。

警告
両方のスポンソンを同じ高さに取り
付け、調整する必要があります。ス
ポンソンの消失または不適切な調整
により、操船および安定性が影響を
受け、ウォータークラフトのコント
ロールを失うことがあります。

14)スキー/ウエイクボードポ
スト(WAKE Proモデル)
ノブを引っ張り、ポストを引き出しま
す。スキーやウエイクボードのロープ
をつなぐ前に、必ずポストの両脚が完
全に引き出され、正しくロックされて
いることを確認してください。

代表的な例 -引き出されたスキー／ウエイ
クボードポスト
1. このノブを引いて、引き出す

引き出されたスキー/ウエイクボードポスト
ポストを格納するには、ポストの上を
まっすぐ下へ押します。
ポストの引き出しや格納がうまくいか
ないときは、ロッキングクリップの両
側を同時にウォータークラフトの前方
方向へ押します。

前方へ押してロックを解除し、取り外す
1. ロッキングクリップ

警告
使用前に、スキー／ウエイクボード
ポストがいっぱいまで伸ばされ、
ロックされていることを確認してく
ださい。使用していないときは完全
に格納して、ロックしてください。
スキーヤー/ウエイクボーダーがロー
プを放すと、ロープが反動でウォー
タークラフトの方へ戻ってくること
がありますので、注意してくださ
い。スキーヤー、ウエイクボーダー
または遊具などを牽引しているとき
は、急旋回を行わないでください。.
使用しない時は引き綱を保管してお
いてください。
注記 スキー／ウエイクボードポスト
は、総重量が114 kg のスキーヤーや
ウェイクボーダーを牽引できるよう設
定されています。
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必ずオペレーターの他にもうひとり後
方を監視する人を同乗させてくださ
い。
注：スキー/ウエイクボードポストの
ハンドルは、監視役のつかみ所になり
ます。
注記 スキー/ウエイクボードポストを
他のウォータークラフトの曳航に使用
しないでください。スキー/ウエイク
ボードポストの最大重量制限規格を尊
重してください。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。
15)ウエイクボードラック
(WAKE Proモデル)
水上でウエイクボードをウォーターク
ラフトに運ぶのに便利な取り外しもで
きるラックです。
注：ウエイクボードラックは、ウォー
タークラフトの左手側に取り付けられ
ます。
取り付け：
1. ラックの下部分のフックを、船体
の左手、側面バンパーの下にある
下部固定ブラケットに差し込みま
す。

ウエイクボードラック用固定ブラケット
1. 下部固定ブラケット
2. 上部固定ブラケット

1. 下部ブラケットにフックしたラック
の一部

2. ラックを上方向へ回転させ、ハン
ドルが上部固定ブラケットでロッ
クするまで、ラックのトップを押
します。

警告
ラックがウォータークラフトに正し
く固定されていないと、突然ラック
が緩んで外れる可能性があり、近く
にいる人が怪我をする恐れがありま
す。ラックがサポート部分に正しく
ロックされていることを定期的に確
認してください。
3. ラックにウエイクボードを取り付
ける場合は、ウエイクボードのフィ
ンをボートのヒールで外側に向け
て、PWCの乾舷付近に向くように
配置します。

4. バンジーコードを使ってウエイク
ボードを固定します。

警告
ウエイクボードのフィンによる怪我
や切り傷を防ぐため、必ずフィンを
外側に向けてください。

フィンを外側に向けて取り付けたウエイク
ボード
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5. 取り付けを終えたら、ウエイクボー
ドを押したり引いたりして、ラッ
クにしっかり固定されていること
を確認します。

警告
ウエイクボードがラックに正しく固
定されていないと、突然ボードが緩
んで外れる可能性があり、近くにい
る人がケガをする恐れがあります。
これを防ぐには：
- バンジーコードの状態を点検し、
損傷があれば交換してください。

- ウエイクボードをラックに正しく
固定してください。

- ボードがしっかり固定されている
か、定期的に確認してください。

注：ウエイクボードをラックから外し
ているときは、バンジーコードを固定
して、ウォータークラフトの航行中に
コードが動き回らないようにしてくだ
さい。
注記 このラックは 1 枚のウエイク
ボードを積むように設計されていま
す。2 枚以上のウエイクボードを積ん
だり、水上スキーやその他のものの運
搬に使用したりしないでください。ま
た、ラックを係留ポイントとして使っ
たり、水中からウォータークラフトに
上がるときの手がかりとして利用した
りしないでください。

警告
ウェイクボードやラックを取り付け
た場合は、特に注意を払う必要があ
ります。
- 決して、スピンアウトなどの激し
い操船を行わないでください。

- 決して、波を乗り越えるときに
ジャンプしないでください。

- 常識を働かせ、スピードを制限し
てください。

こうした点への注意を怠ると、ウエ
イクボードが外れたり、乗員が振り
落とされ、ウエイクボードまたは
ラックにぶつかって怪我をする恐れ
があります。

警告
ウエイクボードをラックに取り付け
たまま、ウォータークラフトをト
レーラーで運搬しないでください。
ウエイクボードのフィンが近くにい
る人に当たって怪我をさせたり、ウ
エイクボードが外れて路上に落ちる
可能性があります。また、バンジー
コードには張力が働いているため、
外れたときに鞭のように勢いよく
戻って、近くにいる人に当たる恐れ
があります。十分に注意して取り
扱ってください。
ウエイクボードラックを取り外す場合
は、ラックのトップにあるレバーを押
して、固定ブラケットから取り外しま
す。

ウエイクボードラックの取り外し
1. このハンドルを押して、ウエイクボー

ドラックを外す
16)ステアリングチルトハン
ドル
ライダーの好みに合わせて、ハンドル
バーのポジションを調整できます。
この調整を行うには、グローブボック
スのすぐ前のステアリングコラムの付
け根にあるリリースハンドルを引っ張
り、希望するポジションまでハンドル
バーを傾けます。
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代表例
1. リリースハンドル
2. 可能なチルト調整範囲
3. 多機能ゲージ
ハンドルバーが希望するポジションに
なったら、ラッチハンドルを放し、
ラッチのつめがステアリングコラムの
溝にきちんと掛かっていることを確認
します。また、ラッチハンドルが前進
ポジションにあることも確認してくだ
さい。

警告
ステアリングコラムが突然動かない
ように、ステアリングコラムのラッ
チのつめがステアリングコラムの溝
の一つにきちんと掛かっていること
を確認してください。

しっかり掛かっていないステアリングコラ
ムの調整ラッチ
1. ステアリングコラムの溝にかかって

いるラッチのつめ
2. ロックされていないリリースハンド

ル

しっかり掛かっているステアリングコラム
の調整ラッチ
1. 掛かっているラッチのつめ
2. 前向きにロックされたリリースハン

ドル
17)調整式人間工学ステアリ
ング (AES) (RXT-X)
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：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
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サスペンション (GTX SおよびGTX LIMITED S)
サスペンション(S)によって、可動デッ
キが固定デッキから独立して動くた
め、ライダーや同乗者を荒れた水面に
よる衝撃から守ります。
運転手の体重に合わせて水面からの衝
撃を吸収（緩和）するために、可動
デッキを手動で調整することが可能で
す。

警告
サスペンションシステムは垂直方向
の力の一部を吸収し、身体への影響
を低下させますが、完全に和らげる
ことはできません。運転者や同乗者
が飛び跳ねて、ウォータークラフト
から放り出されないように速度を調
整してください。

警告
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。

スプリングプリロード調整
ばねプリロードは1/2"ドライブナット
(アジャスター)で簡単に調節できます。
スプリング負荷式プリロードアジャス
ターは、シートの下にあります。

スプリング式
アジャスター
をクリックす
る回数

（時計方向*）

ライダーの総重量
(KG/LBS)

068 kg
279 kg
490 kg
6102 kg
8113 kg
10125 kg
12136 kg
14147 kg
16159 kg
18170 kg

*0は、完全に緩めた位置（反時計ま
わり）です。

85



慣らし期間
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。
注記 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
間の巡航は有害です。
注： 230、260および300エンジン：
最初の5時間は、エンジンを保護する
ため、エンジン管理によってエンジン
の最大速度が制限されます。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、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
もう一方の側へと体重を移動して
ウォータークラフトのバランスを取り
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。

水深の浅いところでの乗船
水深の浅いところでは、ウォーターク
ラフトの側面または後方から乗り込ん
でください。

警告
- ジェットノズルやインテークグ
レートに脚を近づけないでくださ
い。

- ウォータークラフトに乗り込むと
きに、推進システムを手でつかん
だり、足をかけたりしないでくだ
さい。

船体後部の最低位置の下に少なくとも
90 cmの水深があることを確認してく
ださい。
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。ジェットポンプが砂や小石を吸い
込んでしまわないように、この指定さ
れた水深を必ず保つようにしてくださ
い。

A. すべての乗員が乗り込んだ状態で、
船体後部の最低位置の下に少なくと
も90 cmの水深があることを確認す
る

注記
- 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、インペラーや
その他のジェットポンプのコンポー
ネントを損傷する恐れがあります。

- ステップの中央に乗ってください。
- 同時に 2 人以上でステップを使用
しないでください。
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警告
iBRシステム搭載のウォータークラフ
ト：
- 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に乗り込むと
きに、iBRシステムを手でつかん
だり、足をかけたりしないでくだ
さい。

水深の深いところでの乗船

警告
- 推進システムやインテークグレー
トに脚を近づけないでください。

- ウォータークラフトに乗り込むと
きに、推進システムを手でつかん
だり、足をかけたりしないでくだ
さい。

- 経験の浅いオペレーターは、水深
の深いところへ出る前に岸の近く
で水中から乗船する方法（ここで
解説するすべての方法）を練習し
てください。

警告
iBRシステム搭載のウォータークラフ
ト：
- 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に乗り込むと
きに、推進システムやiBRシステ
ムを手でつかんだり、足をかけた
りしないでください。

オペレーターだけの場合
ボーディングステップなしのモデ
ル
1. 片手を使って、リアハンドルをつ
かみます。

2. もう片方の手でボーディングプラッ
トフォームをつかみながら、ボー
ディングプラットフォームに方膝
を乗っけられるまで体を持ち上げ
ます。

3. もう片方の膝をボーディングプラッ
トフォームに乗せます。

4. シートのストラップを持ってバラ
ンスを保ちながら、シートのいず
れかの側でフットボードの上へと
前進してください。

シートを跨いで座ってください。
ボーディングステップ付きのモデ
ル
ウォータークラフトの後ろまで泳いで
いきます。
片手を使って、ボーディングステップ
を下げます。

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
ディングステップの上で跪けるように
自分の体を引き上げてください。
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注記
- ステップの中央に乗ってください。
- 同時に 2 人以上でステップを使用
しないでください。

片方の手を前方へ伸ばして、シートの
後の鋳造されたハンドルを掴み、ボー
ディングステップの上に立ちます。

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、シートのいずれかの側

でフットボードの上へと前進してくだ
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。
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。

注記
- ステップの中央に乗ってください。
- 同時に 2 人以上でステップを使用
しないでください。

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。

代表的な例 -ボーディングステップ付きの
モデル
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代表的な例 -ボーディングステップ付きの
モデル
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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
しく座る。

- つかみ所をしっかり掴むか、前の
人の腰につかまる。

- 地元の監督官庁等が認定した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のこ
と。

注記 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。水深が浅すぎると、インペ
ラーまたはその他のジェットポンプの
コンポーネントが損傷する恐れがあり
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、両足をフットボードに置い
てください。

3. エンジンのスタート/ストップボタ
ンを押して、電子システムを起動
します。

4. 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すので、
エンジンカットオフスイッチにテ
ザーコードを取り付けます。

警告
ウォータークラフトを始動または操
作する場合は、必ずテザーコードを
オペレーターの救命胴衣または手首
（リストストラップが必要）につな
いでください。
5. スタート/ストップボタンを軽く押
して、エンジンを始動します。

注：エンジンを始動させるには、エン
ジンカットオフスイッチにテザーコー
ドを取り付けてから5秒以内にスター

ト/ストップボタンを押す必要があり
ます。
注記 エンジンがすぐに始動しなくて
も、スターターを過熱させないために
10 秒以上スタート/ストップボタンを
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。 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。
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、必ずテザーコードを
オペレーターの救命胴衣につないで
ください。

注：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テ
ザーコードを取り付けなければなりま
せん。テザーコードを取り付けた時に
2回の短いブザー音以外の警告音が聞
こえた場合は、何か修正するべき問題
があることを示しています。ブザー
コード信号の識別については、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。
注：スタート/ストップボタンを使用
して停止した場合は、3分以内であれ
ばエンジンを再始動できます。それ以
上時間が過ぎている場合は、始動の手
順をやり直してください。
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。
エンジンを停止するには、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テザーコード
キャップを引き抜きます。
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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テザー
コードを取り外してください。
スタート/ストップボタンを使用して
エンジンを止め、テザーコードがエン
ジンカットオフスイッチに残っている
場合、バッテリーの放電を防ぐため、
約3分後にインフォメーションセンター
と全ての電源が停止します。
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。ハンドルバーを右に切ると、
ウォータークラフトは右へ旋回し、左
に切れば左に旋回します。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。
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。
注記 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。
ニュートラルにする方法

警告
iBRゲートがニュートラルポジション
にセットされていても、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iBRゲートをニュートラルポジ
ションにセットします。
ゲートが前進スラストのポジションに
ある場合は、iBRレバーを軽く叩いて
ください。ゲートがニュートラルに移
動します。
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ブレーキあるいはリバースを使用し
て、スロットルを使用しないでiBRレ
バーを放すと、iBRゲートがニュート
ラルポジションに移動します。
注： iBRレバーを放したときに、iBR
ゲートをニュートラルポジションに移
動させるには、スロットルレバーを完
全に放さなければなりません。
前進または後進中にエンジンを停止す
ると、エンジンが止まったときにiBR
ゲートはニュートラルポジションに移
動します。
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：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進している場
合は、VTSの[下]ボタンまたは[下]ボタ
ン（VTSスイッチが装備されていない
場合）を短く押します。
ウォータークラフトが後退している場
合は、VTSの[上]ボタンまたは[上]ボタ
ン（VTSスイッチが装備されていない
場合）を短く押します。

代表例 - VTSコントロールボタン
1. 船首アップ
2. 船首ダウン

代表的な例-iBRの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：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、VTSの[上/下]ボタンま
たは[上/下]ボタン（VTSスイッチが装
備されていない場合）を繰り返し押し
ます。
前進にする方法
ニュートラルから前進スラストにする
には、スロットルレバーを叩いてくだ
さい。ゲートが前進スラストに移動
し、ウォータークラフトは前進で加速
します。
リバースから前進スラストにするに
は、スロットルを少し動かしている間
にiBRレバーを放します。
ブレーキから再度前進スラストにする
には、iBRレバーを放しながら同時に
スロットルレバーを引きます。少し遅
れて、ウォータークラフトは前進で加
速します。
リバースの使用方法
リバースに入れられるのは、速度がア
イドリング速度以上で、前進基準速
度14 km/h 以下の場合だけです。
後退スラストにするには、左手のハン
ドルバーのiBRレバーを少なくとも遊
びの25%は引っ張らなくてはなりませ
ん。
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。
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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： 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、後方への速度
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。ただし、状況によって
は14 km/h以上の後退速度が得られる
場合もあります。

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 後退スラストでのステアリ
ングの方向は前進スラスト時とは反対
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
域で後退スラストの操作を練習してく
ださい。
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。

- ブレーキは前進動作中だけ利用可
能であり、後方への速度には効果
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、基準速度の14 km/h
以上で前進している場合にだけ有効で
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。
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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： 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の速度を14 km/h
より低くすると、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。

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。
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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。
ノズルを上向きのポジションにする
と、水の推進力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。
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： 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。

インフォメーションセンター-VTSポジショ
ンインジケータ
1. 船首アップ
2. 船首ダウン
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
WAKE
PRO

RXT
RXT-X

GTX LIMITED
GTX LIMITED S

GTX
GTX S 155可能なVTSのトリム方法

XXXN.A.VTSトリム・ボタン

XXXN.A.VTS「double click」トリ
ミング

XXXN.A.VTS「presets」

N.A.N.A.N.A.X多機能ゲージによるVTS
トリム
X =標準機能を示します
N.A. = 利用不可
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VTSボタンによるVTSのトリム
トリムポジションは9か所あります。
ウォータークラフトを前進スラストで
動作させている場合、以下のように進
めます。
注：エンジンを前進スラストで動作さ
せないでVTSトリムポジションを押す
と、表示だけが変わります。前進推力
が出力されると、ノズルは選択したVTS
トリムポジションに移動します。
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。

2. VTSの[下](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. 船首アップ
2. 船首ダウン

インフォメーションセンター-VTSポジショ
ンインジケータ
1. 船首アップ
2. 船首ダウン

注： VTSの[上](UP)または[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)に達するまで、
ポンプのノズルが動き続けます。
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：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。

代表的な例- [上]または[下]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]ボタンの最高プリセットポジショ

ン
2. [下]ボタン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。
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テ
ザーコードを取り付けます。
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3. 右手のハンドルバーで、[VTSモー
ド(VTS MODE)]が表示されるまで
[モード (MODE)]ボタンを押しま
す。

代表例
1. [モード]ボタン（MODE）
2. [セット]ボタン（SET）
3. [上]/[下]ボタン（UP/DOWN）

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(PRESET 1)]を表示します。

5. VTSの[上]または[下]矢印ボタンを
押して、[プリセット 1(PRESET 2)]
VTSポジションを変更します。[プ
リセット1(PRESET2)]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 (PRESET 2)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(PRESET1)]を保存し、[プリ
セット2(PRESET2)]を表示します。

7. VTSの[上]または[下]矢印ボタンを
押して、[プリセット 2(PRESET 2)]
VTSポジションを変更します。[プ
リセット2(PRESET2)]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2 (PRESET 1)
1. プリセット2 (PRESET 2)メッセー
ジ

2. VTS設定の番号
3. 設定9のVTSポジションインジケー
タ(バウが上がっている状態)

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。
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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。
ゲージを使用するVTSのトリム
1. エンジンが前進スラストを出力し
ているときに、[モード (MODE)]ボ
タンを押して、多機能表示に[VTS]
機能を表示させます。

2. 右手のハンドルバーで、[上]または
[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、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： 1から 9までのVTS設定が使用可
能です。
注：エンジンが前進スラストで動作し
ていないと、VTSシステムのテストは
できません。エンジンが前進スラスト
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。

一般的な操作の推奨
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。

注：一部のモデルのウォータークラフ
トには、荒い水面やウェイクを航行す
る際の衝撃を緩和するサスペンション
システムが装備されています。非常に
荒れた水面や大きな航跡では、必ず半
立ちの姿勢でいなければなりません。
オペレータは必要に応じて速度を落と
し、ウォータークラフトの制御を失っ
たり、乗っている人が落とされないよ
うに注意しなければなりません。
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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。
iBRシステムは、減速や迅速な停止に
も使用できますし、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。

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
度で練習するべきです。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。

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。
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。
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浜辺に乗り上げるとき
注記 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。
浜辺に向かってゆっくり進み、船体後
部の最も低い場所の下の水深が90 cm
未満になる前にエンジンを停止してく
ださい。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。
注記 水深が浅すぎる場所でウォー
タークラフトを走らせると、インペ
ラー、iBRコンポーネントまたはその
他のジェットポンプのコンポーネント
が損傷する恐れがあります。水深が
90 cm未満になる前に必ずエンジンを
停止し、絶対にリバースやブレーキを
使用しないでください。
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動作モード

WAKE
PRORXT-XRXT

GTX
LIMITED、
GTX
LIMITED
S

GTX 155,
GTX S 155可能な動作モード

XXXXXツーリングモード
XXXXXスポーツモード

XXXXXECOモード

X-XXXクルーズモード

X-XXX低速モード

X----スキーモード

XXXXXラーニングキーモード

X =標準機能を示します
- = Sea-Doo ディーラーにご相談ください。
N.A. = 適用できない

ツーリングモード
デフォルトでは、始動時はウォーター
クラフトはツーリング(TOURING）モー
ドに設定されます。
RXT-Xを除く全モデル
多機能ゲージでツーリング(TOURING）
モードインジケータがオンであれば、
有効な動作モードを確認できます。

ツーリングモードインジケータ
（RXT-X以外のすべてのモデル）
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スポーツモード
選択すると、スポーツ(SPORTMODE）
モードではスロットルの俊敏な応答が
可能になり、ツーリング(TOURING
MODE）モードより速い加速ができま
す。
注：スポーツモードはラーニングキー
が使用されている場合、使用できませ
ん。
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
トでツーリング(TOURINGMODE）モー
ドに戻るまで、スポーツ(SPORT
MODE）モードのままになります。
スポーツモードを起動する
速度を上げながら迅速にスポーツモー
ドを起動するには、次を実行します：

警告
スポーツモードを起動している間
は、他のウォータークラフト、障害
物や水中にいる人など周囲に対して
十分に注意してください。
1. [SPORT]ボタンを3秒以上押したま
まにします。

代表例
1. [SPORT] ボタン
次のメッセージが表示されます。

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[SET]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（SPORT MODE
ACTIVATED）というメッセージがしば
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。
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メッセージ表示
スポーツモード有効（SPORT MODE
ACTIVATED）

注：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（RXT-X
以外のすべてのモデルに適用）

注：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
ケータが点灯しています。
RXT-X
多機能表示にはスポーツモードインジ
ケータがありませんが、タコメーター
にスポーツモードインジケータライト
が搭載されています。

スポーツモードの停止
速度を上げながら迅速にスポーツモー
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. [SPORT]ボタンを3秒以上押したま
まにします。

代表例
1. [SPORT] ボタン
注：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（SPORTMODEDEACTIVATED）.

メッセージ表示
スポーツモード無効（SPORT MODE
DEACTIVATED）

注：数秒で、ゲージは通常の表示に戻
ります。
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RXT-Xを除く全モデル
2. ツーリング(TOURING）モードイン
ジケータが点灯していることを確
認します。

ツーリングモードインジケータ
（RXT-X以外のすべてのモデル）

ECOモード
（燃料節約モード）
ECOモードを有効にする方法
1. ECOボタンを1秒以上押します。

代表例
1. [ECO]ボタン
多機能表示に次のメッセージが表示さ
れます：

メッセージ表示
ECOモード

メッセージ表示
燃料節約モード- [セット]を押し続け
ると起動、[モード]を押し続けると終
了します(FUEL ECONOMY MODE -
HOLDSET TOACTIVATEORMODETO
EXIT）

ECOモードインジケータも有効になり
ます。
ECOモードを無効にする方法
1. ECOボタンを1秒以上押します。
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代表例
1. [ECO]ボタン
ECOモードインジケータも無効になり
ます。
クルーズモード
クルーズモードは、オペレータが希望
するウォータークラフトの最高速度を
設定できるiTC（インテリジェント・
スロットル・コントロール）システム
の機能です。
長距離の航行、速度制限がある区域で
の操作、あるいは水上スキーヤーや
チューブまたはウェイクボードに乗っ
ている人を曳航している場合など、こ
の機能は便利です。
前進速度を維持するには、オペレータ
はスロットルを押し続けなければなり
ません。
最高クルーズ速度を設定すると、オペ
レータはスロットルレバーを使って、
ウォータークラフトの速度をアイドリ
ング速度から設定されたクルーズ速度
までの間で変えられます。スロットル
レバーを一杯まで押しても、設定され
たクルーズ速度を超えることはできま
せん。
一定のクルージング速度設定の下で進
むので、状況に関する注意力をよい状
態で保ち続けます。
減速するには、セットポイントよりも
スロットルレバーを放すか、あるいは
iBRレバーを引っ張ります。
ブレーキのためにiBRレバーを引くと、
クルーズモードより優先しますが、ク
ルーズモードは無効にはなりません。
iBRレバーを放して、スロットルを前
進スラストまで引くと、クルーズ機能
が前に設定されていたウォータークラ
フト速度に制限します。

クルーズモードを起動するための
前提条件
注：低速モードまたはスキーモードに
なっていると、クルーズモードは使用
できません。
クルーズモード(CRUISE MODE)を起動
するには：
- 前進スラストでアイドリング
- 一定の速度を維持している。
クルーズモードの起動(CRUISE)
1. 一定の速度を維持します。
2. クルーズボタンを約 1秒間、押し
続けます。

代表例
1. [クルーズ (CRUISE)]ボタン
2. スロットルレバー
3. UP ボタン
4. DOWNボタン
クルーズモードに入ったことを知らせ
るブザー音が聞こえ、緑色の[クルーズ
(CRUISE)]インジケータが点灯します。

代表的な例-[クルーズ(CRUISEMODE)]モー
ドのインジケーターライト
注：クルーズモードを起動しても、ス
ロットルレバーを押したときの最高速
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度を制限するだけです。前進速度を維
持するには、スロットルレバーを押し
続けなければなりません。クルーズ機
能が起動された場合、ウォータークラ
フトの速度はアイドル速度から、設定
されたクルーズ速度までの間で変化し
ます。ウォータークラフトの速度は、
航行中の水面の状況によって変化しま
す。
アイドリング速度でクルーズモー
ドを起動する
注：この機能を使用できるのは、時速
が10 km/h 以下のときです。
アイドリング速度の前進スラストで[ク
ルーズ(CRUISE)モード]を起動およびプ
リセットするには：
1. 多機能表示に以下のメッセージが
表示されるまで、クルーズボタン
を押し続けます。

メッセージ表示
クルーズモード_速度を選択_ [セッ
ト]を押すと確定し、[モード]を押す
と終了します（CRUISE MODE _
SELECT SPEED _ PRESS SET TO
ACCEPT OR MODE TO EXIT）

2. 多機能表示に希望するクルーズ速
度が表示されるまで、[上]ボタンを
押します。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：

メッセージ表示
クルーズモード_速度調整（CRUISE
MODE _ SPEED ADJUSTING）

3. [セット(SET)]ボタンを押して、ク
ルーズ速度を保存し、クルーズ速
度機能に入ります。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：

メッセージ表示
クルーズモード有効（CRUISEMODE
ACTIVE）

クルーズ速度の設定の変更
設定したクルーズ速度を上げるまたは
下げるには：
1. スロットルレバーを完全に押し下
げておきます。

2. [上]/[下]ボタンを押します。
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メッセージ表示
クルーズモード_速度調整（CRUISE
MODE _ SPEED ADJUSTING）

3. [上]/[下]ボタンを押して、速度を調
節します。

クルーズモードの停止
クルーズモードを停止するには：
1. スロットルレバーを放します。
2. クルーズボタンを押します。
クルーズモードの停止は、以下によっ
て示されます。
- スピードメーター表示の[クルーズ
(CRUISE)]インジケーターライトが
消えます。

- ブザー音が聞こえます。
注：クルーズモードを停止するために
クルーズボタンを押しても、スロット
ルレバーを完全に放していないと、ブ
ザー音は聞こえず、クルーズ灯は点灯
したままです。スロットルレバーを完
全に放して、ブザー音が聞こえ、ク
ルーズ灯が消えるまで、クルーズモー
ドの速度制限機能は有効です。
低速モード (RXT-X以外のす
べてのモデル)
インテリジェントスロットルコント
ロールにより、運転者がアイドリング
速度を調整、設定できる低速モードが
可能になります。この機能は、運転者
が障害物の回避に特別な注意を払わな
くてはならない低速エリアでの操作で
便利です。

オペレータは、1.6km/h～11km/hの
間にアイドリング速度を設定できま
す。
約14km/hより速い速度まで加速する
と、低速モードが無効になり、スロッ
トルを放すとエンジンはアイドリング
回転数に戻ります。
危険な状況を回避するために、オペ
レータが停止または急加速をしなけれ
ばならなくなった場合には、iBRレバー
を引くか、スロットルを引けば低速
モードが無効になり、オペレータは
ウォータークラフトを通常通り制御で
きるようになります。
低速モードの起動
低速モードの動作を起動するには：
1. アイドリングの回転数になるまで
スロットルレバーを放します。

2. iBRレバーを引いて、放して、
ニュートラルにします。

3. クルーズボタンを約 1 秒間、押し
続けます。

代表例
1. [クルーズ (CRUISE)]ボタン
スピードメーターまたは多機能表示に
[クルーズ(CRUISE）]インジケータが点
灯し、クルーズの起動を示します。
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代表例 -スピードメーターに[クルーズ
(CRUISE MODE）]モードのインジケータラ
イトが表示される
低速モードになっていることを通知す
る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
低速モード _速度調整(SLOW SPEED
MODE _ SPEED ADJUSTING）

デフォルトの低速設定である｢1｣が数
秒の間、数値表示に表示されます。

低速モードの表示(SLOW SPEED
MODE）
1. 低速モードの起動メッセージ
2. ここに低速設定が数秒間表示され
ます

注：低速モードを起動している間は、
SLOWSPEEDMODEというメッセージ
のスクロールが続きます。数秒後に、
数値表示は以前の表示内容に戻りま
す。

低速モードの表示(SLOW SPEED
MODE）
1. 低速モード(SLOWSPEEDMODE）
メッセージ

2. 数値表示が以前の表示内容に戻る
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低速設定の変更
設定した低速を上げるまたは下げるに
は、右手のハンドルバーの[上]/[下]矢
印ボタンを一度、あるいは繰り返し押
します。

メッセージ表示
低速モード _速度調整(SLOW SPEED
MODE _ SPEED ADJUSTING）

デジタル画面の設定ポイント表示が現
れ、低速設定の変更を示します。

低速モードの表示(SLOW SPEED
MODE）
1. 低速モード(SLOWSPEEDMODE）
メッセージ

2. 数値表示が以前の表示内容に戻る

最後に[上]または[下]ボタンを起動して
から数秒後に、表示が前の表示に戻り
ます。
注：5つの低速設定が使用可能です（1
から5まで）。低速モードを、希望す
る速度に調節します。
以下のメッセージが多機能表示に定期
的にスクロール表示されて、注意を促
します。

メッセージ表示
低速モード有効（SLOWSPEEDMODE
ACTIVE）

最後に[上]または[下]ボタンを起動して
から数秒後に、表示が前の表示に戻り
ます。
低速モードの停止
低速モードは、以下の方法でも停止で
きます：
- クルーズボタンを押す
- iBRレバーを押し下げる
- 設定した低速を超える速度へ加速
する

クルーズボタンを押すか、スロットル
レバーを使って加速して、[低速モー
ド]を停止しても、iBRゲートは前進ポ
ジションのままです。
iBRレバーを使用すると、iBRゲートは
後退ポジションに移動し、レバーを放
すとニュートラルになります。
次のようにして、低速モード(SLOW
SPEEDMODE）が停止したことが表示
されます：
- クルーズ(CRUISE)インジケーターが
消灯する。

- SLOW SPEEDMODE ACTIVEという
メッセージのスクロール表示が止
まる。

SKI MODE（スキーモード）
スキーモードでは正確にコントロール
された進水の繰り返しや、特に水上ス
キーヤーやウェイクボードに乗ってい
る人の曳航のための曳航速度の設定が
可能です。
スキーモードはラーニングキーが使用
されている場合、使用できません。
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RAMP機能
RAMP機能は、事前にプログラムされ
た設定を提供し、PWCの進水や加速を
可能にします。
RAMP 1の機能：
- 最も低速な進水（最も滑らかな進
水）

- 最も緩やかな加速度
- 最低速度の目標速度(TARGE T
SPEED）範囲。

RAMP 5の機能：
- 最も高速な進水
- 最も急激な加速度
- 最高速度の目標速度(TARGE T
SPEED）範囲。

目標速度 (TARGET SPEED）機能
目標速度(TARGETSPEED）機能は最大
曳航速度を制限します。
RAMPを選択すると、そのRAMPでの平
均PWC目標速度が数値表示に表示され
ます。
表示される平均速度や可能な速度範囲
は、選択したRAMPによります。RAMP
の数字が高くなると、速度範囲も高く
なります。
オペレーターは、選択したRAMP速度
範囲内で目標速度を任意の値に増減で
きます。
注：選択したRAMPで希望する目標速
度に設定できない場合は、一度スキー
モードを終了して、再度スキーモード
に入ってから、別のRAMPを選択して
ください。
スキーモードの使用方法
(SKI MODE)
スキーモードに入るには、以下のス
テップを実行します：
1. スロットルレバーを放します。
注：スロットルを完全に放していない
場合やクルーズモードまたは低速モー
ドに入っている場合は、スキーモード
に設定できません。状況を知らせる
メッセージが多機能表示に表示されま
す。表示される指示に従います。

2. 多機能表示に SKI MODEが表示さ
れるまで、[MODE]ボタンを繰り返
し押します。

代表例
1. [モード]ボタン（MODE）

メッセージ表示
SKI MODE（スキーモード）

3. [SET]ボタンを押して、機能に入り
ます。多機能ゲージのメッセージ
がRAMPに変わります。数値表示に
RAMP設定番号が表示されます。

代表例
1. [セット]ボタン（SET）
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最初の可能な設定 - RAMP
1. RAMPメッセージ
2. RAMP設定

4. RAMP設定を変更するには、数値
表示に希望する RAMP番号が表示
されるまで、[上]/[下] 矢印ボタン
を押します。

5. RAMP設定で[SET] ボタンを押す
と、多機能表示が目標速度(TARGET
SPEED）設定機能に切り替わりま
す。

2番目の可能な設定 -目標速度
1. 目標速度(TARGET SPEED）メッ
セージ

2. 目標速度設定

6. [上]/[下] 矢印ボタンを押して、目
標速度を増減します。

7. [SET] ボタンを押して目標速度に
ロックすると、以下のスクロール
メッセージが表示されます。

メッセージ表示
スキーモード_[セット]を押して開
始、[モード]で終了(SKI
MODE_PRESS_SET_TO START OR
MODE TO EXIT）

注：5秒ごとにブザー音が聞こえて、
スキーモードであることを知らせま
す。
8. [セット(SET）]をもう一度押すと、
以下の確認メッセージが表示され
ます。

メッセージ表示
スキーモード有効_[モード]を押して
アイドル状態に戻ってキャンセル(SKI
MODE ACTIVE_PRESS_MODE_AND
RETURN TO IDLE TO CANCEL）

注：スキーモードが有効になると、ス
キー(SKI MODE）モードインジケータ
も点滅します。オペレーターがスロッ
トルレバーをハンドルバーまで一杯に
引き続けると、オンのままになりま
す。
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スキーモードインジケータ

9. スキーモードでPWCを進水させる
場合は、スロットルレバーをハン
ドルバーまで一杯に引き続けます。
PWCは設定されている目標速度
(TARGET SPEED）まで加速し、ス
キーモード(SKIMODE）インジケー
タライトが点灯し続けます。

10. スキー走行中に目標速度(TARGET
SPEED）を増減するには、[上]/[下]
矢印ボタンを押します。スロット
ルレバーは離さないでください。

代表例
1. スロットルレバーを引き続ける
2. [上]ボタンを押して、速度を上げる
3. [下]ボタンを押して、速度を下げる
注：スキー走行中にスロットルを部分
的に放すと、SKI MODE（スキーモー
ド）インジケータライトが点滅し始
め、[上]/[下] 矢印ボタンを使った速度
調整機能は無効になります。
11. スキー走行を止めるか、水中に落
ちたスキーヤーやウエイクボーダー
を拾い上げる場合は、完全にスロッ
トルを放して通常のスロットルコ
ントロールに戻します。

注：スキーモードの作動中に完全にス
ロットルを放すと、システムはスキー
モードに入る前の状態に戻ります。ス
キーモード(SKI MODE）インジケータ
ライトは消灯しますが、スキーモード
に入ったままの状態であり、多機能表
示にはその効果を示すメッセージが表
示されます。
12. [SET]ボタンを押すとスキーモード
が再開し、スロットルレバーを完
全に引くと次のスキー走行が始ま
ります。

スキーモードの停止
スキーモード設定プロセス中の任意の
時点でスキーモードを終了するには、
[MODE] ボタンを押します。
スキー走行を終了し、完全にスキー
モードを停止するには、スロットルレ
バーをアイドルまで放し、[MODE] ボ
タンを押します。
ラーニングキーモード
5つの速度設定が可能です。
デフォルトでは、速度は｢3｣です。
ラーニングキーの速度設定を変更
する
注：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。
ラーニングキーの設定を変更するに
は、以下を実行します。
1. [START]/[STOP] ボタンを押して電
装システムを起動し、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、[MODE]ボタンを繰り返
して押します。
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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

メッセージ表示
KEY MODE（キーモード）

4. [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。設定に対応する制限
速度はテーブルを参照してくださ
い。

6. [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：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。従って、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
LEARNING
KEY（ラー
ニング
キー）

74 km/h4
68 km/h3
60 km/h2
51 km/h1
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特殊手順
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恐れがあ
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恐
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
イッチからテザーコードを取り外し
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。
注記 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。
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
ジェットポンプまわりの清掃を行う
場合は、誤ってエンジンを始動して
しまわないように、必ずテザーコー
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。

代表例
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。

115



注記 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。
ジェットポンプまわりへアクセスしや
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オーバーライド機能
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： 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。
注記 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
テザーコードを取り外します。

- 5分以上待ちます。
- [START]/[STOP]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オーバーライド機能の起動
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テ
ザーコードを取り付けます。

注：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す
べての表示が消えないように、テザー
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. 手順の間、iBRレバーを引いて保持
しておきます。

1. iBRレバーを引いて保持した状態
4. 以下のメッセージが多機能ゲージ
に表示されたら、[SET]ボタンを押
します。
多機能ゲージのメッセージ

｢ENTERING iBROVERRIDE - PRESS SET
BUTTON（iBR優先機能を有効にしま
す-[SET]ボタンを押してください）｣

数秒後、以下のメッセージが多機能
ゲージに定期的にスクロール表示され
ます。

多機能ゲージのメッセージ
｢iBR OVERRIDE ON- RELEASE LEVER
TO EXIT（iBR優先機能が有効になり
ました -停止するにはレバーを放し

ます）｣

5. iBRレバーを保持したままで、VTS
の[上/下]ボタンまたは[上/下]（VTS
スイッチが装備されていない場合）
を押し、iBRゲートを希望の位置ま
で移動させます。多機能ゲージ内
のVTSの表示が、iBRゲートの移動
とともに変わることを確認してく
ださい。iBRゲートが上方に動け
ば、表示が上方に動きます。
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6. iBRレバーを放します。
7. エンジンカットオフスイッチから
テザー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
テザーコードを取り外します。

- 5分以上待ちます。
- [START]/[STOP]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優先機能を停止するには、iBRレ
バーを放します。多機能ゲージ内の
｢iBR OVERRIDE ON- RELEASE LEVER TO
EXIT｣（iBR優先機能が有効になりまし
た - 停止するにはレバーを放します）
メッセージのスクロール表示が消えま
す。
注：エンジンを始動すると、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：一部の車体の警告ラベルは図に表
示されていません。船体の警告ラベル
の情報については、ウォータークラフ
トの警告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、まずエンジンが止まっているこ
と、D.E.S.S.キーがポストから外れてい
ることを確かめてから、インレットグ
レートをつかみ、側面のバンパーレー
ルに足をかけ、体重を利用してウォー
タークラフトをどちらかの方向へ回転
させてください。
注：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。

代表例
4-TECTM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。
注記 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
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ディーラーに整備を依頼してくださ
い。
注記 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恐れ
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。
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。
ビルジの排水を行います。
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。
注記 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。
注記 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
注記 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。
注記 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。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。
注記 この指示を守らないとエンジン
に損傷を及ぼす恐れがあります。自力
走行できなくなったウォータークラフ
トを曳航する場合、最高曳航速度
の24 km/h以下の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

119



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。
サービス店または担当整備士が、排出ガス制御装置およびシステムのメンテナン
ス、交換、または修理を実施できます。これらの手順には BRP または Sea-Doo
認定ディーラーによるサービスや部品は必要ありません。Sea-Doo 認定ディー
ラーは、Sea-Dooパーソナル・ウォータークラフトのサービスに関する高度な知
識とツールを有していますが、排出ガス関連保証は、Sea-Doo認定ディーラーま
たは BRD と取引のある工場の使用を条件としていません。排出ガス関連保証の
請求では、BRPは排出ガス関連部品の診断と修理をSea-Doo認定ディーラーに制
限しています。詳細は、本書に記載された米国 EPA 排出ガス関連保証を参照し
てください。適切なメンテナンスを行うことは、オーナーの責任です。オーナー
による不適切なメンテナンスや使用が原因で問題が起こった場合などは、保証請
求が拒否されることもあります。
本書の給油セクションに記載されている燃料に関する要件の指示に従ってくださ
い。エタノールの含有率が10体積%を超えるガソリンが広く販売されている場合
でも、米国 EPA はエタノールの含有率が10体積%を超えるガソリンの使用を禁
止しています。これは、この車両にも適用されています。このエンジンに、エタ
ノールの含有率が10体積%を超えるガソリンを使用すると、排出ガス制御シス
テムを損傷する恐れがあります。
指定された時期になったら、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：例：200時間または2年を経過した場合は、この表のすべての項目、および
100時間または1年ごとのメンテナンス表のすべての項目も実施します。

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、日常点検は必要です。

最初の 50時間
エンジンオイルとフィルター交換 (1630 ACE HOエンジン)

年一度シーズン前に、または100運転時間ごと
（いずれか早い方）

故障コードの有無の確認
走行前の点検に記載されているすべての項目を実施してください。
エンジンオイルとフィルターの交換
エンジンラバーマウントの点検
エンジンコンパートメントの金属部品への防錆潤滑剤の吹き付け（塩水環境の
場合は10時間ごと）
エキゾーストシステムの漏れ、ホースやクランプの緩みを点検。（塩水または
汚れた水で使用した後は毎回洗浄）。
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年一度シーズン前に、または100運転時間ごと
（いずれか早い方）

冷却システムの点検（クーラントのレベル、ホースおよびファスナでの漏れ）
エンジンの濯ぎ（海水で使用後は毎回）
燃料システムの漏れテスト
スロットルボディおよび接続ソケットから吸気マニホールドまで点検
エアインテークホースおよびクランプの損傷を点検。
スパークプラグとイグニッションコイルを点検
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）の点検
ジェットポンプハウジングブッシュを点検
カーボンリングとドライブシャフトラバーブーツの点検（汚れた水の中でPWC
を使用している場合はより頻繁に点検）
インペラ、インペラブーツおよびウエアリングの状態の点検
インペラとインペラウエアリングのクリアランスの測定
インペラシャフトの半径方向の遊びの確認
ジェットポンプハウジングの点検
ドライブシャフトのスプラインおよびインペラの確認と潤滑
iBRゲートバックラッシュの確認
VTSトリムリング、リバースサポートおよびiBRゲートの確認
iBR保護ガードの点検
以下の項目は、年数に関係なく100時間毎に行ってください。
スパークプラグの交換（1630 ACE HOエンジン）
以下の項目は、100使用時間の経過または保管時期の、どちらか先に訪れた時
に行ってください。
インペラシャフトシール、スリーブ、Oリングおよびインペラカバーを点検す
る
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、接続の点検

走行200時間ごと
スパークプラグの交換（1503 4-TECエンジン）
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メンテナンスフリー
(1630 ACE HOエンジン)

スーパーチャージャーはメンテナンスフリーです*。
*沖合いでの運転やスロットルを開いた状態での長時間の運転など、過酷な条
件で使用している場合は、(年数に関係なく) 200時間ごとにスーパーチャー
ジャーを点検してください。

注記 ユニットは、工場にて仕様に合わせて微調整が行われていますので、スー
パーチャージャーアッセンブリの部品を交換しようとしないでください。この指
示を守らないと、スーパーチャージャーやエンジンを損傷することがあります。

5年に一度、または走行300時間ごと
(いずれか早い方)

クーラントの交換
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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。

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。
注記 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
155エンジン
XPS 4ストローク合成ブレンドオイル
(P/N 293 600 121)を使用します。推奨
XP-Sエンジンオイルが使用できない場
合は、APIサービス等級SM、SLまたは
SJ、SL、SMまたはSNの要件に適合す
る5W40または10W40エンジンオイル
を使用してください。
230、260および300エンジン
XPS 4ストローク合成ブレンドオイル
(P/N 293 600 121)を使用します。
注記 これらのエンジンは、BRP XPS
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
ことを推奨いたします。推奨XPSエン
ジンオイルを入手できない場合、湿式
クラッチ対応で、同時にAPIサービス
等級SL、SJ、SMまたはSNおよびJASO
MA2等級の両要件に適合する10W40の
モーターサイクル用オイルを使用して
ください。推奨オイルには何も添加し
ないでください。エンジンに適さない
オイルによる損傷は、BRP限定保証の
対象とならないことがあります。

エンジンオイルレベル
注記 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。
入れ過ぎないでください。不適切なオ
イルレベルの状態でエンジンを動作し
た場合、エンジンへの重度な損害を起
こす可能性があります。

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
注記 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。火傷の恐れがありますの
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。
サスペンションが搭載されたモデ
ル
3. デッキ部分からベンチレーション
ボックスを取り外し、エンジンコ
ンパートメントに部分的にアクセ
スできるようにします。

注：ベンチレーションボックスを取り
外すには、留めている3つのクリップ
を外して、デッキ部分から持ち上げる
だけです。
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1. ベンチレーションボックス
2. デッキ延長部
3. 保持クリップ
全モデル
4. 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。

注記
- 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。

5. 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。

6. 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。

代表的な例 - 260エンジン
1. オイルレベルゲージの位置

代表的な例 - 260エンジン搭載モデルを除
く全モデル
1. オイルレベルゲージの位置
7. 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。

8. 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。オイルレベルは FULL
（満タン）とADD（給油）のマー
クの間でなければなりません。

代表例
1. 満タン
2. 追加
3. 動作範囲
注：300エンジンでは、最小/最大読み
取り値の間には 1 Lの差があります。
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9. 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：入れ過ぎないでください。

代表的な例 - 260エンジン搭載モデル
1. オイルフィラーキャップの位置

代表的な例 - 260エンジン搭載モデルを除
く全モデル
1. オイルフィラーキャップの位置
注：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。
10. 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。

注記 オイルフィラーキャップが正し
く閉じられていることを確認します。
閉じられていないと、大量のオイルが
オイルフィラーキャップからこぼれる
ことになります。

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、修理工場、任意
の個人により実施してください。
エンジンクーラント
推奨エンジンクーラント

クーラントBRP推奨品
ロングライフアン
チフリーズ（F）
(P/N 619 590 204)

フィンランド、
ノルウェー、ス
ウェーデン

ロングライフアン
チフリーズ

(P/N 219 702 685)
その他のすべて

の国

蒸留水と不凍液の
溶液 (蒸留水
50％、不凍液
50％)

代替品あるいは
推奨品が入手で
きない場合

注記 内燃機関であるアルミニウムエ
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。
不凍液の劣化を防ぐため、いつも同じ
ブランドおよびグレードの不凍液を
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、
ブランドまたはグレードの異なる不凍
液を混ぜないでください。
エンジン冷却液レベル

警告
クーラントレベルは、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、クーラ
ントをクーリングシステムに注ぎ足
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。
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ベンチレーションボックスを取り外し
ます。手順については、｢エンジンオ
イルレベル｣を参照してください。
リザーバータンクのキャップを探しま
す。

代表的な例 - 260エンジン搭載モデル
1. リザーバータンクのキャップ

代表的な例 - 260エンジン搭載モデルを除
く全モデル
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：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を補充しま
す。推奨エンジン冷却液を参照してく
ださい。こぼさないように、じょうご
を使ってください。入れ過ぎないでく
ださい。
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。
注：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認定ディーラーまで
お問い合わせください。
エンジンクーラントの交換
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へのアクセ
ス
サスペンションが搭載されたモデ
ル
1. シートを開きます。
2. 後部のリヤベンチレーションボッ
クスを取り外します。
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サスペンションなしのモデル
1. シートを開きます。
2. エンジンカバーを取り外します。
イグニッションコイルの取り外し
（260エンジンおよびサスペン
ション付きモデル）
1. イグニッションコイルコネクター
を外します。

注記 入力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
ヤーを損傷する場合があります。損傷
を防ぐため、イグニッションコイルを
ドライバーでこじり取らないでくださ
い。
注：イグニッションコイルを両方向に
ねじりながら、上へ引っ張ります。
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取り外し
（260エンジンおよびサスペン
ション付きを除くモデル）
1. イグニッションコイルコネクター
を外します。

注記 イグニッションコイルを工具で
こじらないでください。
2. イグニッションコイル取り付けス
クリューを取り外します。

3. イグニッションコイルを上へ引く
と同時に左右に回転させながらス
パークプラグから取り外します。

イグニッションコイルへの注油
（260エンジンおよびサスペンショ
ン付きモデル）
1. ラバーシールを引き下げます。

1. 下されたラバーシール

2. 図に示すようにDOWCORNING111
(P/N 413 707 000)、または同等品
をラバーシールに塗布します。

1. ここに塗布する
3. ラバーシールをシートのマーキン
グまで引っ張り上げ、イグニッショ
ンコイルのタブとシールのスロッ
トを合わせます。

4. 図示のように、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ておきます。
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DOWCORNING111
(P/N 413 707 000)、または同等品
をラバーシール接着部に塗布しま
す。

1. ここに塗布する
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イグニッションコイルの取り付け
（260エンジンおよびサスペン
ション付きモデル）
注：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。

代表例
1. 正しく収まっている状態のシール
イグニッションコイルの取り付け
（260エンジンおよびサスペン
ション付きを除くモデル）
1. スパークプラグにイグニッション
コイルを取り付けます。

2. イグニッションコイルの取り付け
スクリュー穴をバルブカバーのね
じ穴に合わせます。

3. イグニッションコイルを、バルブ
カバーに乗るまで一番下まで押し
下げます。

4. 取り付けスクリューを取り付けて
締め付けます。

締め付けトルク

9 N•m± 1 N•m
イグニッション
コイル取り付け
スクリュー

5. イグニッションコイルコネクター
を元通りに接続してください。

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. リアベンチレーションボックスを
取り外します(ボックスがある場
合)。

3. 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。

4. 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取
り外しを参照してください。

警告
絶対に、ワイヤリングハーネスから
取り外す前にイグニッションコイル
をスパークプラグから取り外さない
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。テ
ザー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。
5. スパークプラグソケットを使用し
てスパークプラグを緩めます。

1. 適切なソケット
2. 不適切なソケット
6. 圧縮エアでスパークプラグ周りの
シリンダーヘッド穴を清掃します。

7. 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。
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代表的な例 - 260エンジンおよびサスペン
ション付きモデル
1. イグニッションコイル
2. スパークプラグ

代表的な例 - 260エンジンおよびサスペン
ション付きを除くモデル
1. 取り付けスクリュー
2. イグニッションコイル
3. スパークプラグ
スパークプラグの取り付け（260
エンジンおよびサスペンション付
きモデル）
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汚れが付い
ていないことを確認します。
1. ワイヤ型シックネスゲージを使用
して、仕様に従って電極のギャッ
プを調整します。

2. スパークプラグのねじ山にLOCTITE
767（焼き付き防止潤滑剤） (P/N
293800070)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、適
切なスパークプラグソケットを使
用して、スパークプラグを時計方
向へ指定のトルクで締め付けます。

4. 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の取
り付けを参照してください。

5. シートを閉じます。
スパークプラグの取り付け（260
エンジンおよびサスペンション付
きを除くモデル）
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汚れが付い
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、技術仕様で指定するように電
極のギャップを点検します。

2. スパークプラグのねじ山にLOCTITE
767（焼き付き防止潤滑剤） (P/N
293800070)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。次に適切
なスパークプラグソケットを使用
して、スパークプラグを指定のト
ルクで締め付けます。

締め付けトルク

13 N•m± 1 N•mスパークプラ
グ

4. 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の取
り付けを参照してください。

5. シートを閉じます。
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とイ
ンタークーラー(スーパーチャージャー
付きモデル)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。
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。これによって
ウォータージャケット (エキゾースト
システム、インタークーラー （スー
パーチャージャー付きエンジン）、お
よびホース）内の砂、塩、貝殻などの
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異物をある程度まで取り除くこともで
きます。
エキゾーストシステムのフラッシング
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。
注：植物、藻類、海草など、長いゴミ
のある水域で使用した場合、船尾右舷
側でフラッシングを繰り返します。
注記 必要に応じてシステムのフラッ
シングを行わないと、エキゾーストシ
ステムに重大な損傷を及ぼす可能性が
あります。手順全体でエンジンの作動
を確認してください。

警告
この作業は換気のよい場所で行って
ください。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
ンジンが回っている間は、電気系の
部品やジェットポンプまわりに触れ
ないでください。

警告
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。火傷の恐れがありますの
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後部にあるコネク
ターに、散水用ホースを接続してくだ
さい。まだ水栓は開かないでくださ
い。

1. 取水口コネクター
注：散水用ホースの取り付けを簡単に
するためにクイックコネクトアダプ

ターを使用する場合は、以下のツール
を推奨します。

推奨する工具
フラッシングコネク
ターアダプター
(P/N 295 500 473)

1. クイックコネクトアダプター
2. フラッシングコネクターアダプター
エキゾーストシステムのフラッシング
を行うには、まず左右エンジンをかけ
てから、その後直ちに水栓を開いてく
ださい。
注記 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。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。
エンジンを4,000 - 5,000 rpmの高速ア
イドリングで約 20 秒間回します。
注記 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。
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。
先に水栓を閉めてから、その後エンジ
ンを止めます。
注記 必ず水栓を閉めてから、エンジ
ンを止めてください。
散水用ホースを取り外します。
注記 作業を終えたら、フラッシング
コネクターアダプターを取り外してく
ださい（使用した場合）。
230、260および300エンジン搭載
モデル
注記 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
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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：
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。火傷の恐れがありますの
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。
注記 必ずエンジンを起動してから、
水栓を開けてください。さもないと、
水がエンジン内に入ってしまいます。

代表例
1. フラッシングコネクターの位置
注：オプションのクイックコネクト
ホースアダプターおよびホース金具を
使用できます(P/N295 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。

クイック接続ホースアダプター

代表例
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
回っている間は、電気系の部品や
ジェットポンプまわりに触れないでく
ださい。
注記 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。
注記 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。

131

メンテナンスの手順



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。
注記 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5,000RPMで5
秒間走らせ、エンジンを止めます。
注記 必ず水栓を閉めてから、エンジ
ンを止めてください。さもないと、水
がエンジン内に入ってしまいます。
注記 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、必ず前もってテザーコードをエ
ンジンカットオフスイッチから取り
外してください。

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
犠牲陽極
犠牲陽極の点検
犠牲陽極は以下の部品上にあります。
- ポンプ
- ライドプレート
- インタークーラー（1630 ACE HO
エンジン）

磨耗を確認します。半分以上磨耗して
いる場合は、認定Sea-Dooディーラー
に陽極の交換をご依頼ください。
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スキー/ウエイクボードポス
ト (Wake)
スキー／ウエイクボードポストの
点検
スキー/ウエイクボードポストの機能
を点検します。スムーズに上下にスラ
イドすることを確認してください。
ロック機構の作動を確認します。締め
付け具の締め付けを点検します。何か
問題がある場合は、スキー／ウエイク
ボードポストを使用せず、Sea-Doo認
定ディーラーに修理を依頼してくださ
い。
スキー／ウエイクボードポストの
潤滑
スキー/ウエイクボードポストを清掃
し、SUPER LUBE GREASE (P/N 293 550
030)または同等品を軽く塗布します。
ポストは全長にわたって潤滑します。
余分なグリースをすべて拭き取り、ポ
ストをもう一度取り付けます。
何度か引き出しては押し込んで、潤滑
剤をよく行き渡らせてください。
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
すべてのヒューズは、単一のフューズ
ボックスの中にあります。
ヒューズボックスをアクセスするに
は：
サスペンション搭載モデル
乗降用プラットホームを開きます。

1. 乗降用プラットフォーム
右手の後部ストレージビンを固定して
いる2つのプラスチック製のリベット
を取り外し、固定デッキからストレー
ジビンを取り外します。ヒューズボッ
クスはストレージビンの真下にあり、
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バッテリーホルダーの前部に取り付け
られています。

代表例
1. ヒューズボックス
2. バッテリーホルダー
3. 収納ボックス
サスペンションなしのモデル
シートを開くか、取り外します。

代表例
1. ヒューズボックス
全モデル
ヒューズボックスカバーを取り外すに
は、両方のロッキングタブを同時につ
まみ、そのままヒューズボックスカ
バーを引いて開けます。
注：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。

ヒューズの説明
説明定格ヒューズ

未使用5A1
診断コネクター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30 A7
バッテリー30 A8
未使用—9
未使用—10
深度計(装備の場
合)3 A11

ゲージおよび
CAPS3 A12

1番シリンダー
（イグニッション
コイルと燃料噴
射）

10 A13

2番シリンダー
（イグニッション
コイルと燃料噴
射）

10 A14

3番シリンダー
（イグニッション
コイルと燃料噴
射）

10 A15

スターターソレノ
イド5 A16

iBRコントロール5 A17
燃料ポンプ10 A18
ECM15 A19
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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。
注：スーパーチャージャー付きモデル
では、インタークーラーも同時に洗浄
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。
注記 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。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。
注記 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、
XPS多目的クリーナー (P/N 219 701
709)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（24 oz 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。
環境を守るため、燃料、オイル、洗浄
用溶剤などを水路に流さないでくださ
い。
スピードタイのロープ
スピードタイ部分や係留ロープを使用
可能な状態に保つには、最低限度のメ
ンテナンスが必要です。
ロック機構や係留ロープを真水で洗っ
て、塩分、砂あるいはその他の堆積物
を取り除きます。
注記 スピードタイ部分を洗う際は、
高圧の水は使わないでください。
乾燥させてください。
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保管

警告
燃料とオイルは可燃性です。定期点
検チャート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、修理工場、
任意の個人にご依頼ください。
長期保管の前には、Sea-Doo認定
ディーラー、修理工場、任意の個人に
よる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：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。
注記 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
600016)または同等品を塗布してくだ
さい。

警告
ジェットポンプまわりの清掃を行う
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 テザー
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
Sea-Doo認定ディーラーまでお問い合
わせください。
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/N413 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。

注記 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。
注記 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。
エンジンおよび排気
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、修理工場、任意
の個人により実施してください。
230、260および300エンジン搭載
モデル
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：
サスペンション搭載モデル
1. ボーディングプラットホームを開
け、右手の収納ボックスを取り外
します。

サスペンションなしのモデル
2. シートを持ち上げます。
全モデル
3. インタークーラーのインレットホー
スにアライメント合わせ用ライン
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。

4. インタークーラーのインレットホー
スを保持しているクランプを緩め
ます。

5. インタークーラーからインタークー
ラーインレットホースを取り外し
ます。
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注：このホースは、高温高圧のエア
を、エンジンスーパーチャージャーか
らインタークーラーインレットに供給
します。

代表的な例 - 1630 ACE HOエンジン
1. ホースの調整線
2. ホースクランプ
3. インタークーラーのインレットホー

ス
6. 1630 ACE HOエンジンのインター
クーラーエア側は、インタークー
ラーインレット側マニホールドへ
のセルフドレイン式になっていま
す。インタークーラーインレット
ホースを切り離すことで、凝集水
の有無を目視で確認し、エンジン
を作動させることなく適切に排出
することができます。

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
注記 エキゾーストシステムを排水し
ないと、インタークーラー(スーパー
チャージャー付きモデル)やエキゾース
トマニホールドに重大な損傷が起きる
恐れがあります。
特殊工具を取り外します。
エンジン内部の潤滑
1. シートを開きます。
エンジンの上にあるエアベンチレー
ションボックスを取り外します(ボック
スがある場合)。
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。
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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：不凍液の劣化を防ぐため、300時
間ごと、あるいは5年ごとに不凍液を
交換してください。
注記 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恐れがあります。
これはエンジンに重大な損傷を及ぼし
ます。
電装システム
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ルーブ潤滑剤
(P/N 293 600 016)または同等品をスプ
レーしてください。
注：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。
注記 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。
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。
注記 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
メンテナンスのスケジュールに従って
メンテナンスの準備を行います。
100時間または1年ごとの表に記載され
ている全作業を必ず実施してくださ
い。
シーズン前のメンテナンス準備は、
Sea-Doo認定ディーラー、修理工場、
任意の個人により実施してください。
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注：メーカーによる安全に関するサー
ビスキャンペーン作業を認定Sea-Doo
ディーラーで受けられる場合は、同時
に、ディーラーにてシーズン前メンテ
ナンスを受けていただくようお勧めし
ます。

警告
メンテナンスのスケジュールに記述
されている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。
注記 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
フト後部のフットボードの上にありま
す。

代表例
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。

代表例
1. エンジン識別番号（EIN)
エンジンメーカー識別表示

代表例
1. エンジンメーカー識別表示
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RF D.E.S.S. キー
この装置は、FCC (米国連邦通信委員
会) 第15部およびIndustry Canada (カ
ナダ産業省)ライセンス免除RSS基準に
準拠しています。
操作には、以下の二つの状態が条件で
す。(1)この装置は干渉を発生させませ
ん。また、(2)この装置は、装置に望ま
しくない動作を発生させる恐れのある
干渉を含めて、あらゆる干渉に順応す
る必要があります。
コンプライアンス責任者によって明白
に承認されていない変更や改良がされ
た場合、ユーザーが機器を操縦する権
限が無効になる場合があります。
IC (カナダ産業省) 登録番号：12006A-
M01456
FCC ID:2ACERM01456
私は、コンプライアンス責任者とし
て、この機器は以下の欧州委員会指令
に準拠していることを、全責任をもっ
て宣言します。2014/53/EU。この宣言
に関連するものは、必須要件およびそ
の他の関連要件に準拠しています。こ
の製品は、以下の指令、整合規格およ
び規制に準拠しています。
無線装置指令(RED) 2014/53/EUおよび
整合規格：
EN 300 330-2、EN 60950-1
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エンジンの排出ガスに関する情報
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
1999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。
排出ガス関連部品の交換または修理
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
Certification Division
Gasoline Engine Compliance Center
2000 Traverwood Drive
Ann Arbor MI 48105
USA
EPAのインターネットウエブサイト：
www.epa.gov/otaq
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仕様
1503 NA、1503 HOおよび1500 HO ACE 4-TECエンジン
エンジン

ROTAX® 1503 4-TEC™、4スト
ローク、シングルオーバーヘッ
ドカムシャフト（SOHC）

エンジンタイプ

106 kW @ 7,500 rpm155

定格出力(1) 169 kW @ 8,000 rpm230
179 kW @ 8,000 rpm260

自然吸気155
吸気 インタークーラー装備スーパー

チャージド230/260

3シリンダー数
12バルブ、油圧リフター装備

（調整不可）バルブ数

100 mmボア
63.4 mmストローク
1,493.8 cm³排気量
10.6:1155

圧縮比
8.4:1230/260

(1)プロペラシャフトに関するISO 8665に基づく定格出力。
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潤滑システム
XPS 4ストローク合成オイル（夏
用） (P/N 293 600 121)、または
APIサービス等級SM、SLまたは
SJ、SL、SMまたはSNの要件に適
合する 5W40または10W40エン
ジンオイルを使用してください。

155エン
ジン

オイルタ
イプ

潤滑
XPS 4ストローク合成オイル（夏
用） (P/N 293 600 121)またはま
たはAPIサービス等級SM、SLまた
はSJ、SL、SMまたはSNおよび
JASOMA2の要件に適合する湿式
クラッチ対応のモーターサイク
ルオイルを使用してください。

その他の
全エンジ
ン

3 Lオイル＆フィルター交換
4.8 Lトータル容量

クーリングシステム
クローズドループ冷却システムタイプ
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。

クーラント

5.5 L トータル冷却システム容量

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 (60 mm)

燃料噴射タイプ

87

GTX 155
GTX S
155
GTX LTD
230
WAKE
PRO 230

北米
((RON + MON)/2)燃料タイプ

91またはそれ以上その他の
全モデル
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燃料システム

91

GTX 155
GTX S
155GTX
LTD 230
WAKE
PRO 230

北米以外（RON）燃料タイプ

95またはそれ以上その他の
全モデル

60 L
GTX 155
GTX LTD 230
RXT 260
WAKE PRO 230

燃料タンク容
量（リザーブ
を含む）

70 LGTX S 155
GTX S LTD 260

電装システム
IDI（誘導放電点火）イグニッションシステム形式
12 V、18 A•hバッテリー

NGK DCPR8E ネジ付き電極また
は同等品

GTX S
155
GTX S
LTD 260

メーカー
と型式

スパークプラグ

NGK DCPR8E ネジ無し電極また
は同等品

GTX 155
GTX LTD
230
RXT 260
WAKE
PRO 230

0.7 mm～ 0.8 mm
GTX S
155
GTX S
LTD 260

ギャップ

0.80 mm～ 0.90 mm

GTX 155
GTX LTD
230
RXT 260
WAKE
PRO 230
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推進
軸流式単段タイプジェットポンプ

クラウンスプライン、直接駆動カップリングタイプドライブシャフト

IBRおよびVTS
2つのプリセットポジション付き
VTS制御ボタンによる電子制御VTSシステム

重量および積載量
399 kgGTX

乾燥重量

462 kgGTX S

406 kg
GTX LTD

RXT
WAKE
PRO

465 kgGTX S
LTD

3定員（操縦者を含む）

227 kg
GTX S

GTX LTD
S

最大積載量（乗員＋荷物）

272 kg

GTX
GTX LTD

RXT
WAKE
PRO

63 L
GTX S

GTX LTD
S

収納容量

162 L

GTX
GTX LTD

RXT
WAKE
PRO
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寸法
353.5 cm全長
122.4 cm全幅

116.6 cm

GTX
GTX LTD

RXT
WAKE
PRO全高

111.4 cm
GTX S

GTX LTD
S

材質

ステンレスインペラ素材

アルミニウムインペラハウジング/ステーター
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1630 ACE HOエンジン
エンジン

ROTAX® 1630 ACE™ HO、4スト
ローク、シングルオーバーヘッド
カムシャフト（SOHC）

エンジンタイプ

217 kW @ 8,000 rpm定格出力(1)
インタークーラー装備スーパー

チャージド吸気

3シリンダー数
12バルブ、油圧リフター装備

（調整不可）バルブ数

100 mmボア
69.2 mmストローク
1,630.5 cm³排気量
8.45:1圧縮比

(1)プロペラシャフトに関するISO 8665に基づく定格出力。
潤滑システム

XPS 4ストローク合成オイル（夏
用） (P/N 293 600 121)またはま
たはAPIサービス等級SL、SJ、SM
またはSNおよびJASOMA2の要件
に適合する湿式クラッチ対応の
モーターサイクルオイルを使用

してください。

オイルタイプ
潤滑

3 Lオイル＆フィルター交換
5 Lトータル容量

クーリングシステム
クローズドループ冷却システムタイプ
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。

クーラント

5.5 L トータル冷却システム容量
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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（60 mm）

燃料噴射タイプ

91またはそれ以上北米
((RON + MON)/2)燃料タイプ

95またはそれ以上北米以外（RON）
60 L燃料タンク容量（リザーブを含む）

電装システム
IDI（誘導放電点火）イグニッションシステム形式
密閉型、12 V、18 A•hバッテリー
NGK KR9C-Gまたは同等品メーカーと型式

スパークプラグ
0.7 mm～ 0.8 mmギャップ

推進
軸流式単段タイプジェットポンプ

クラウンスプライン、直接駆動カップリングタイプドライブシャフト

IBRおよびVTS
2つのプリセットポジション付き
VTS制御ボタンによる電子制御VTSシステム

重量および積載量

412 kgGTX
Limited

乾燥重量
415 kgRXT-Xシ

リーズ

3
GTXリミ
テッド
RXT-Xシ
リーズ

定員（操縦者を含む）
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重量および積載量

272 kg
GTXリミ
テッド
RXT-Xシ
リーズ

最大積載量（乗員＋荷物）

162 L
GTXリミ
テッド
RXT-Xシ
リーズ

収納容量

寸法

353.5 cm
GTXリミ
テッド
RXT-Xシ
リーズ

全長

122.4 cm
GTXリミ
テッド
RXT-Xシ
リーズ

全幅

116.6 cmGTX
Limited

全高
118.1 cmRXT-Xシ

リーズ

材質
ステンレスインペラ素材
アルミニウムインペラハウジング/ステーター

注：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. テザー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
スイッチにテザーコードキャップを取り付けます。

- 2回の｢beep｣ブザー音が聞こえたら、スタート／ストップボタンを押しま
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。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」を参照してください。

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。

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。
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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）。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」を参照してください。

6. 燃料ポンプの異常。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」を参照してください。

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。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」を参照してください。

4. インジェクターの詰まり。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」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）。
- 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。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」を参照してください。

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。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」を参照してください。

3. エンジン内部の損傷。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」を参照してください。
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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、修理工場、任意の個人による、整備、修理、または交換を
行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載された「米国EPA
排出ガス関連保証」を参照してください。

エンジンの加速力または出力不足
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. スポーツモードではない。
- スポーツモードを選択してください。

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。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」を参照してください。

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。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」を参照してください。

9. 燃圧が低い。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」を参照してください。

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。
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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(スーパーチャージャー
付きモデル)。
- 認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人による、整備、修理、ま
たは交換を行ってください。保証請求に関する詳細は、本書に記載され
た「米国 EPA排出ガス関連保証」を参照してください。

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。
- [クルーズ (CRUISE)]ボタンを押して、低速モードを起動します。
- 低速モードを使用して岸に戻ります。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。
- テザーコードを取り外し、4分間待って、キーを再び取り付けて、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インジケータランプはOFF）
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。

158

トラブルシューティングのガイドライン



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、あるいはブザー音による
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、故障メッセージやブザー音は自
動的に消えます。
スロットルを完全に戻してエンジン回
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。
それでも復帰しない場合は、いったん
テザーコードをエンジンカットオフス
イッチから外して、取り付け直してみ
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かも
しれません。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）。
何らかの故障が起こった場合に、保証
請求に関する詳細は、本書に記載され
た米国EPA排出ガス関連保証を参照し
てください。
故障コード
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、
[MODE] ボタンを繰り返し押します。
[セット(SET)]ボタンあるいは[上]また
は[下]ボタンを押して機能に入り、最
初の故障コードを表示させ、次に[上]
または[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させま
す。
注：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、すべての
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（FAULTCODE）]表示機能
を終了するには、[MODE] ボタンまた
は [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。

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
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該当する故障コードがここに表示さ
れます
インジケータライト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のインジケーターライト(パイロットランプ)やメッ
セージ表示は、特定の状態または例外が発生したことを知らせます。
通常のインジケーターライトの情報については、インフォメーションセンター
(ゲージ)を参照してください。

説明メッセージ表示
インジケータ
ランプ /アイ
コン (オン)

バッテリーの電圧が低い/高い
LOW or 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

HIGHTEMPERATURE
（エンジン高温）

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
LOW OIL PRESSURE
（エンジンの油圧が
上がらない）
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説明メッセージ表示
インジケータ
ランプ /アイ
コン (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
(IBRMODULEERROR)

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。

_
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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RIGHT KEYPAD ERROR（右キーパッド
のエラー）

エンジンの油圧低下を検出LOW OIL PRESSURE（エンジンの油圧
が上がらない）

排気温度の上昇を検出HIGHEXHAUSTTEMPERATURE（排気温
度が高い）

エンジン温度の上昇を検出HIGH TEMPERATURE（エンジン高温）
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

CHECK ENGINE（エンジン点検の必要
あり）

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

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

重度の故障を検出、エンジン出力を制
限

LIMPHOMEMODE（リンプホームモー
ド）

燃料レベルセンサー故障FUEL SENSOR DEFECTIVE（燃料セン
サー異常）

iBRに問題、水温情報が送信されない。WATER TEMP SENSOR DEFECTIVE（水
温センサー異常）

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

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

ウォータークラフトのメンテナンスが
必要

MAINTENANCEREQUIRED（メンテナン
スが必要）

注記 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
名称ブザーのコード

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テザーコードキャッ
プを再取り付けします。

1回の長いブザー音
(ウォータークラフトのエ
ンジンカットオフスイッ
チへのテザーコードの取
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テザー
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D.E.S.S.キーのテザーコードを
使用してください。
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、修理工場、任意の個人によ
る、整備、修理、または交換を行ってください。保
証請求に関する詳細は、本書に記載された「米国EPA
排出ガス関連保証」を参照してください。
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秒間のブ
ザー音

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、修理工場、任意の個人によ
る、整備、修理、または交換を行ってください。保
証請求に関する詳細は、本書に記載された「米国EPA
排出ガス関連保証」を参照してください。
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秒間のブ

ザー音
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。
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名称ブザーのコード
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。

ブザー音が鳴り続ける

排気温度が高過ぎ。
認定Sea-Doo、修理工場、任意の個人による、整備、
修理、または交換を行ってください。保証請求に関
する詳細は、本書に記載された「米国 EPA 排出ガス
関連保証」を参照してください。
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。
認定Sea-Dooディーラー、修理工場、任意の個人によ
る、整備、修理、または交換を行ってください。保
証請求に関する詳細は、本書に記載された「米国EPA
排出ガス関連保証」を参照してください。

注記 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：2017SEA-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 2017 Sea-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。
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、明示的または黙示的な保
証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、黙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、それらは所有者には適
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、所
有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。
ディストリビューター、BRP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はこの限定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
変更し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:
- 通常の摩耗および消耗品；
- 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；

- 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；
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- 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。これは最小限の保障期間で、場
合によっては適用される保証プロモーションプログラムによる延長が可能で
す。

3. 排出ガス関連のコンポーネントに関しては、本書に記載された米国EPA排出
ガス関連保証も参照してください。

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またはニュー
ヨーク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
またはニューヨーク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およびニュー
ヨーク州の排出ガス制御保証規定もご覧ください。

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。
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。
- 2017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;

- 2017 Sea-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;

- 2017Sea-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ために、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ることが必要です。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。
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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、適用される保証期間
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。
8.所有権の譲渡
保証期間中に製品の所有権が譲渡された場合、この限定保証もその諸条項に基づ
いて譲渡され、BRPまたは認定Sea-Dooディストリビューター/ディーラーが、も
との所有者が所有権の譲渡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、残りの保証期間中も有効になります。
9.お客様への支援
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 BRP 認定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。
解決されない問題がまだ存在する場合、www.brp.comにあるお客様連絡先フォー
ムに記入してBRPに連絡するか、このガイドの「お客様窓口」のセクションに記
載されている所在地のいずれかに郵便でご連絡ください。

*米国内では、製品の流通とサービスはBRP US Inc.が行います。
© 2016 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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米国EPA排出ガス関連保証
Bombardier Recreational Products Inc（以下「BRP｣）* は、最終購入者および各
二次購入者に対して、排気ガス制御システムおよび蒸発ガス制御システムのすべ
ての部品を含むこの新しいエンジンは、下記の2つの事項を満たしていることを
保証します。
1. 最終購入者への販売時に、40 CFR 1045 および 40 CFR 1060 の要件に準拠す
るよう設計、組み立て、装備されています。

2. 40 CFR 1045 および 40 CFR 1060 の要件への準拠を妨げるような部材および
製造上の欠陥はありません。

保証の対象となるものがある場合は、BRPは表示された保障期間中、エンジンか
らの規制汚染物質の排出量を増加させる部材または製造上の欠陥がある部品やコ
ンポーネントの修理または取り換えを、排出ガス関連部品の診断、修理または取
り換の費用を含み、無償で行います。この保証に基づいて交換された欠陥部品
は、すべてBRPの所有となります。
すべての排出ガス関連保証の請求では、以下のリストの項目2によって要求され
る緊急修理を除き、BRPは排出ガス関連部品の診断と修理をSea-Doo認定ディー
ラーに制限しています。
認証メーカーとして、BRPは下記事項を理由として排出ガス関連保証の請求を拒
否することはありません。
1. BRPまたはBRP認定工場が行ったメンテナンスまたはその他のサービス。
2. 運転者がなるべく早くエンジン/機器を適切な構成を復元するために行った、
BRPに起因する危険で緊急な状態を矯正するためのエンジン/設備の修理。

3. 補償請求とは無関係な、運転者による処置の有無。
4. BRPが指定する回数よりも頻繁に行われたメンテナンス。
5. BRPの過失または責任であることのすべて。
6. 機器を稼動させる場所で一般に入手可能な燃料を使用すること（ただし、BRP
のメンテナンス注意事項にその燃料が機器の排出ガス制御システムを損傷す
ると記載され、運転者が適切な燃料を簡単に入手できる場合を除く）。メン
テナンス情報のセクションおよび給油のセクションにある燃料に関する要件
を参照してください。

排出ガス関連の保証期間
排出ガス関連保証は、以下の期間のうち最も短い期間となります。

月数時間
30175排出ガス関連コンポーネント
24非適用蒸発ガス関連コンポーネント

保証が適用されるコンポーネント
排出ガス関連の保証は、以下に挙げるコンポーネントを含め、故障した場合にエ
ンジンからの規制汚染物質の排出量を増加させるコンポーネントのすべてを対象
とします。
1. 排出ガスについては、以下のシステムに関連するエンジン部品を含む排出ガ
ス関連のコンポーネント
- 吸気システム
- 燃料システム
- イグニッションシステム
- 排気ガス再循環システム
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2. 以下の部品も排出ガスの排出関連コンポーネントとみなされます。
- 後処理機器
- クランクケースベンチレーションバルブ
- センサー
- 電子制御ユニット

3. 以下の部品は蒸発ガスの排出関連コンポーネントとみなされます。
- 燃料タンク
- 燃料キャップ
- 燃料管路
- 燃料管路フィッティング
- クランプ*
- プレッシャーリリーフバルブ*
- 制御バルブ*
- 制御ソレノイド*
- 電子制御*
- 真空制御ダイヤフラム*
- 制御ケーブル*
- コントロールリンケージ*
- パージバルブ
- 蒸気ホース
- 液体/蒸気セパレータ
- カーボンキャニスター
- キャニスターのマウンティングブラケット
- キャブレターパージポートコネクター

4. 排出ガス関連のコンポーネントには、排出ガスを減少させることだけが目的
の他の部品や、故障してもエンジン/機器の性能を大きく低下させずに排出ガ
スを増加させる部品も含まれています。

適用範囲制限
認証メーカーとして、BRPは所有者または運転者の不適切なメンテナンスや使
用、メーカーには一切責任がない事故、または天災や不可抗力によって生じた故
障の排出ガス関連の保証請求を拒否する場合があります。例えば、運転者による
エンジン/機器の酷使、または運転者による設計目的以外の使用方法が直接の原
因で発生し、メーカーは全く原因に関与していない故障に関しては、排出ガス関
連の保証請求は付与されません。

*蒸発ガス制御システム関連
*米国内では、製品の流通とサービスはBRP US Inc.が行います。
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2017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およびニューヨーク州
の排出ガス制御保証規定
カリフォルニア州およびニューヨーク州では、2017Sea-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。
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。
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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、ニューヨーク州環境保護局、およびBombardier
Recreational Products Inc.（「BRP」）は、2017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、カリフォルニア州またはニューヨーク州での販売を意図し
てBRPによって認証そして製造された2017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州またはニューヨーク州の住民
に販売され、その後保証はカリフォルニア州またはニューヨーク州の住民に登録
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。2017Sea-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2017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

インテークマニホールドノックセンサー

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フューエルレール
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
有者に移譲されます。

173

2017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およびニューヨーク州
の排出ガス制御保証規定



所有者の保証責任
2017 Sea-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)。

© 2016 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:2017SEA-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2017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。
この限定保証は、工場以外で取り付けられた部品やアクセサリーを保証しませ
ん。該当する部品およびアクセサリーの限定保証に関する文章を参照してくださ
い。
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、黙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、それが所有者に
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項を参照してください）。
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。
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。
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- 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）

- エレメントの錆、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. 連続する4ヶ月間の商業利用には、
これは最小限の保障期間で、場合によっては適用される保証プロモーション
プログラムによる延長が可能です。.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。

この保証による部品の修理もしくは交換、または整備の実施によって、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、Competition and Consumer Act 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、権利または善後策の適
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。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、オーストアリアの法律で守られている権利および善後策に加えて与
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
失または損害に対する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。
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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。
- 2017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
成していること。

- 2017 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。

- 2017 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ために、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ることが必要です。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付与しません。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2日以内に、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、国、州、地域やそれぞれの機関によって課される場合
も含めて、所有者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.所有権の譲渡
保証期間中に製品の所有権が移譲された場合は、この保証も同時に移譲され、
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
権の移譲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.お客様への支援
本限定保証に関して論争または紛争が生じた場合、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。
解決されない問題がまだ存在する場合、www.brp.comにあるお客様連絡先フォー
ムに記入してBRPに連絡するか、このガイドの「お客様窓口」のセクションに記
載されている所在地のいずれかに郵便でご連絡ください。

*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ボンバルディエ
レクリエーショナルプロダクツまたは子会社が行います。
© 2016 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：2017 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2017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。
この限定保証は、工場以外で取り付けられた部品やアクセサリーを保証しませ
ん。該当する部品およびアクセサリーの限定保証に関する文章を参照してくださ
い。
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、黙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、それが所有者に
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、
所有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。
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。
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
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- 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）;

- エレメントの錆、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。

この保証による部品の修理もしくは交換、または整備の実施によって、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。
- 2017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
成していること。

- 2017 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。

180

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：2017 SEA-DOO®パーソナル
ウォータークラフト



- 2017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ために、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ることが必要です。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付与しません。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 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.所有権の譲渡
保証期間中に製品の所有権が移譲された場合は、この保証も同時に移譲され、
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
権の移譲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.お客様への支援
本限定保証に関して論争または紛争が生じた場合、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。
解決されない問題がまだ存在する場合、www.brp.comにあるお客様連絡先フォー
ムに記入してBRPに連絡するか、このガイドの「お客様窓口」のセクションに記
載されている所在地のいずれかに郵便でご連絡ください。
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フランスのみに適用する追加利用規約
次の諸条項はフランスで販売されている製品だけに適用されます。
販売者は契約に適合する製品を納品し、納品時に認められる瑕疵の責任を負いま
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。契約を
成立させるには、製品は次の条件をクリアする必要があります。
1. 同等品の通常の用途に適合していること。さらに、該当する場合：
• 製品が販売者の説明に合致し、サンプルまたは模型により購入者に説明
された品質を有していること；

• 製品が、広告やラベルを含む、販売者、見本の製造業者の公的発表によ
り購入者が合理的に期待する品質を有していること；または

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。

不適合に関する訴訟は、納品から2年間と定められています。販売者は、製品に
購入者の使用目的を満足できなくなるほどの潜在的な欠陥がある場合、またはそ
の欠陥を事前に知っていればより安価で購入していた可能性がある場合、その潜
在的欠陥に対する保証の責任を負います。そのような潜在的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。
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顧客情報
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個人情報
お客様の連絡先情報は、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。また、BRPおよびその子会社は、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.comEメール：
BRP
Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726 St-Joseph
Valcourt QC
Canada
J0E 2L0

郵便：
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お客様窓口
www.brp.com
北米
565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Canada
Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177
U.S.A.
Circuito de la Productividad #111
Parque Industrial Guadalajara
Col. Las Pintas
El Salto, Jalisco, 45690
Mexico
Av. Ferrocarril # 202
Parque Industrial Querétaro
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Querétaro
C.P. 76220 México
ヨーロッパ
Skaldenstraat 125
B-9042 Gent
Belgium
Itterpark 11
D-40724 Hilden
Germany
ARTEPARC Bâtiment B
Route de la côte d'Azur, Le Canet
13590 Meyreuil
France
Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondeim
Norway
Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi
Formvägen 16
S-906 21 Umeå
Sweden
Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne
Switzerland
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オセアニア
6 Lord Street
Lakes Business Park
Botany, NSW 2019
Australia
南米
Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Condominio Empresarial AZTech
Avenida James Clerck Maxwell, 280 - Modulo 04
13069-380, Campinas SP
Brazil
アジア
15/F Parale Mitsui Building,8
Higashida-Cho, Kawasaki-ku
Kawasaki 210-0005
Japan
Room Dubai, level 12, Platinum Tower
233 Tai Cang Road
Xintiandi, Lu Wan District
Shanghai 200020
PR China
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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ボー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。
- Sea-Doo認定ディーラーまでお問い合わせください。
- 北米のみ：1 888 272-9222に電話する。
- このガイドの「お客様窓口」のセクションに記載されているBRPの住所のい
ずれかに、以降のページにある住所変更カードを郵送する。

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が必要に応じてボートの所
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に連絡することは所有者の責任です。
盗難に遭った場合：あなたのスポーツボー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。
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