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ヤンマー舶用総合カタログ
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舶用重機
¢MsER隈

5．15肌Vl帽朋Ⅳ
連続定格出力441H〟（6PS）32∞m爪1

実用■大出力515kW（7PS）川mm1

濃縮法巾力敷4kW

惣恕戸胴　　　93．Ok∴ニ
㌫芸票諾閲m　　　讐票も　　　　　180kW。帥W。，掛

違醜定格出力338MJ（哺PS）封89m■nl　　　シリンダ径×行程1239X165m∫¶　　　　　　シリンダ数6

兼用■大出力誠8kW（50PS）3600mm1　　憬間乾燥Tt1220kg　　　　　　　　　シリンダ径X行程105X125mm

漁船法馬力数3訊W　　　　　　　　　　　違換定格出力93mW（127PS）2料m■nl　　　★Ⅶモ燥T1902kg

10．3kV　22G FY　　　　　シリン殉
4JH3－T

漁船法馬力数93kW

llOkW　4HD35▲
〔濃縮法馬力】
シリンダ勤4

シリンダ径×行程1239×165mm

蘭剛闘川Ⅷ1225kg
連続定格出力110kW日50PS12180【1lnl

濃舶法馬力数110kW
連麟定格出力8鮎kWH2PS）3200m爪1　　　シリンダ径×行程84）く90mm

：霊芝歪莞歪認諾W（14PS一弘加■nl　；農芸：三富芸乙（62。5，。5伽爪，　HH正道

仁王工三二二二「

；；㌍　‾－

10．3kW tr
2YlⅥ15

シリンダ救2

シリンダ径×行程70X74mm

浅間乾燥Ttl13kg

連続定格出力94kW（128PS）3489m爪，

兼用十大出力103相川4PS）36（和mlnl

16．2kWrJ
3YH20
シリング数3

シリンダ径×行程70X74mm

兼用■大出力500kW（鎚PS）3600mlnl

漁船法馬力数4駄W

62．5kW　4eHK

；芝霊芝≡≡禁：乙（。7。5，。5伽爪，　芸蒜買岩；言；書：芯；蒜書；蒜：；：1
実用書大出力699kW（95PS）3600m．。1　　漁船法馬力数56kW

濃縮法馬力数6仙W

連続定格出力164kW（223PS）2520m爪I

実用t大出力180kW（245PS）26叩ml【1

漁船法馬力数164kW

243kW6CH・WSTISI
シリンダ艶6

シリンダ径×行程105×125mm

機間乾燻す1965kg

連続定格出力221kW（300PS）2617mm1

棄用■大出力243kW（330PS12700m【∩’

乱9k㌃蒜芯T　　　　シリンダ机　　　　　　　濃舶法馬力数沼1kW
シリンダ製4　　　　　　　　　　　　シリンダ径×行程105×125m

ご霊監空慧：伽m　　　　…芸……≡≡三豊右脚2肋．。，　け≠閻園

lq．PkW　4JH3・DT
シリンダ数4

シリンダ径×行程84×9〕mm

機贋た♯rt289kg

凄艶定格出力699kW（95PS）封00mm1

実用■大出力糾6kW（115PS）並00mJnl

濃縮法馬力数77kW

…芝≡…≡≡】ご斑気（2。。S，摘柚，l E三二捕獲］ロ御
実用書大出力162kW（2PS）鎚00mLnll　　　　　′

22．1kW
aYH30
シリンダ勤3

シリンダ怪×行程76×82mnl

慎間乾燥11133kg

連続定格出力孤1kWr273PS）M9nl爪’

実用上大出力221kW（30PS）3600m川ll

JHsER偲

27．2kW　3JH3
シリンダ敷3

シリンダ往×行程84）く90mm

★開花嬢でt2∞kg
連続定格出力aOkW（封PS13489mln†

兼用書大出力27払W（37PS13600ml【1

濃舶法馬力数25kW

2　　DJeSeは∩gn8

叫0．UkW　35156
【濃船法れカ】
シリンダ穀3

シリンダ径×行程915X135mm

れⅦ乾燥11620kg

連練定格出力48蝕W（655PS）2907nlm1

濃舶法馬力数48kW

【漁舶法馬力】
シリンダ敷4

シリンダ径×行程1069〉り35mm

機関乾姓でt755kg

達観定格出力打2kW（105PS）27∝hl【1

濃舶法馬力数80kW

95．6kW6CHKlpl
シリンダ数6

シリンク径X行程105×125mm

横間乾燥r1698kg

逢艶定格出力打2kW（105PS）25001mn，

実用■大出力956kW（130PS）2600mlnI

濃船；蓋1力数87k〟

臨
103kW4CHK．HTtSI
シリンダ劉4

シリンダ径×行程105X1251¶m

l肌乾燥で■餌4k‡
連続定格出力772kW（105PS）2500mln■

兼用書大出力103kW日用PS）2600mlnl

漁船法■力数93kW

147kW　4¢H．WST
シリンダ勤4

シリンダ径×行事呈105×125nrm

♯Ⅶ乾燥Tt672kg

達観定格出力1封kW（182PS）252加1ln，

実用書大出力14nW（200PS）2600mln，

鳶舶法馬力数134kW

99．31刑　4LH．HT
シリンダ艶4

シリンタ径×行程100xllOmm

サ間鴨横井■422kg
連続定格出力809kW（110PS）2刷mln

兼用■大出力993kW（135PS）3∝旧mlnl

漁船法馬力訟90kVJ

132kW　4LH．UT
シリンダ熱4

シリング径×行程100〉り10nlm

蘭剛闘川は490kg
連続定格出力110kWl150PS）3000mLnl

実用書大出力132kW（18がIS）3200¶胴1

濃縮法馬力数120kW

147kW　4LH．WST
シリンダ数4

シリンダ径X行程100×110mm

サⅦ乾燥r14971g

連続定格出力1封kW（182PS）3101m爪’

実用最大出力147kW（2（旧PS）3200m椚’

濃船法馬力救134kW



パワ丁と耐久性に、環境へのやさしさもプラス。

184kW　臥P．WOT
シリンダ勤6

シリンダ径×行程94×100mm

331kW　6CX卯．GT
シリンダ数6

シリンダ径×行程110×130mm

lⅦ乾燥賞11060kg

連続定格出力302kW（410PS）

実用最大出力3311W（450PS）

漁船法馬力数302kW

凄艶定格出力，馴欄5，S）購3m－：363kW　6CX8S．QT
実用■大出力1糾kW（250PS）刃∞mlnl　　　シリンダ蝕6

濃縮法ホカ瓢158kW

l■1E盃□園

206kW6肪WU叩I
シリンダ教6

シリンダ径X行程100xllOmm

横間乾燥で1631kg

連続定格出力18臥W（256PS）3101rmnl

実用上大出力2防kW【2釦PS）3200mm，

濃縮法馬力数188kW

235kW　らしrWST
シリンダ敷6

シリンダ径×行摺100×110mm

■間た燥Tt640kg

連艮定格出力214kWr為1PS）3101m爪1

天用■大出力235kW（328PS）3200mlnl

濃船法界カ数214kW

279kW　6Lr2＿WST
シリンダ勤6

シリンダ径×行程1059）り10mm

欄間乾燥rt643kg

連続定格出力2封kWr封SPS）3101nlJnl

実用■大出力昔矧仙闇00PS〉　32叩mm1

濃舶法馬力た2封kW

シリンダ径X行程110×130mm

慎間乾坤Ttl貼Okg

芸諾慧l讐恕椚■W【Tシリンダ径×行程1329×165mm

；ご‥∴‥∴‡こ＿、‾
漁船法馬力数423kW

芸苦…要望芸慧：ご：‡；；≡…日宇霊　495kW。H，S＿W【，
濃舶法馬力数3301tW

CZAsER偶

427kW　6¢ZAトWGT
シリンダ鈷6

シリンダ佳×行程1219X150mm

撫聞モ嬢1▲1520kg

連続定格出力389kW（529PS）2229T¶爪1

兼用書大出力42職W（58DPS）2300mJn，

▲舶法馬力数389kW

463kW　6¢Z▲＄＿WGT
シリンダ製6

シリンダ径×行程1219〉（150mm

t朋乾姓で11520kg

連続定格出力4211W（572PS）か26T¶ml

兼用書大出力463kW（630PS）2400m川11

濃縮法馬力数421kW

ニヨ

594州V　6Å≠WET
シリンダ数6

シリンダ径X行種15Sx18mm

サ間檻爆r12970kg（YXH一朗0）

3Mkg（YXH2・240）

凄艶定格出力洪OkW（7誕PS）1帥2mlnl

実用書大出力5％kW（8朋PS）1900m爪1

漁船浅馬力数540kW

671kW　6AYトWGT
シリンダ勤6

シリンダ艶6　　　　　　　　　　　　　　シリング径×行程155〉（180mm

シリンダ径×行程1329）（165】¶m　　　　　　♯聞モ燥Tt297伽g（YXH・240）

機関龍燥111670kg（YXH－13M【4】）　　　　　　　　30咄kg（YXH2・240）

17051g（YXH2・13〇・3【4】）　　　達観定格出力610kW（82gPS）1880nl爪，

1781咤（YXH・1682）　　　　　実用■大出力671kW（912PS）1糾Olm．∩

連続定格出力450kW（612PS）2132m爪　　　　濃船法馬力数610kW

実用t大出力4951W（673PS）2200mlnl

lこ●二十■・糊・i－11呈遡

552kVJ6KXZP＿WGT
シリンク艶6

シリンダ径×行程135×170mm

農間乾燥でt230伽g

連続定格出力5021W（鎚3PS）2035mlnl

兼用t大出力552州ハ758PS）21的m．∩一

議舶法馬力数502kW

594kW　6KXZS＿WGT
シリンダ数6

シリンダ径X行程135×170mm

機間鴨4才123〔伽g
連績定格虻力510kW（734PS）2084m‖1

稟用土大出力594kWは00PS）2150mLnl

漁船法馬力数540kW

736kW　6RY17q．GW
シリンダ敷6

シリンダ径×行程165×219mm

♯聞た■r14糾Okg

連鱗定格出力669kW（910PS）1450m爪’

実用t大出力736kW日的1PS）1497mLnl

漁船法馬力数669kW

809kW　6RY17P＿GW
シリンダ勤6

シリンダ径×行程165〉（219mm

横間乾燥114640相
違麟定格出力736kW日【HMPS）1500mln，

兼用書大出力809kW（1100PS）1聞mJnl

濃紹法馬力数736kW

Dese】EngnE　　3



∃悪霊喜喜鐘i宰
王柑帥2
十大出力607kWf82P引　3600mが（ディーゼル）

全長×全■×全深910X260xO82m

■大緒川13名　　航行区囁晰

70PS）3200m】nl（ディーゼル）

67X251×087m

航行区域限定沿溝

£斑雪sE。肥S膠わ∠戒r



▲＿LlL二一－＿－．様虔な“漁”に、愛され掛する信頼の高性能。〉＿　－一＿⊃L　　　　　　　　　　＿　　　　　　＿．＿
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DIE811FF
書大出力235kW（320PS）3200mnl（ティーセル）

全長×全■X全課954X2糾X124m

■大搭世人■12名　航行区域何畳泊漕

頭きここ華Lr⊥

凄一字一一一一一
「′藍iト→

上HE三371JJF

t大出力331kW（450PS〉　2700mlnT（ディーゼル）

全長×全蠣X全課1123〉（293X129m

t大橋正人■13名　航行区域随定泊濡

l⊃朗eF
t大出力463kW（630PS）2408mlnl（ディーゼル）

全tX全1×全課1391×323X156m

書大搭t人員14名　航行区域同定泊旛

‾‾　「



丁句ワ′‾L〝「SERlES

′Wa才亡法灯　　　皿摘
最大出力91gkW（125PS）3800mlnl（ディーゼル）

全長×全Ilx全深785×250X136m

七大樗t人■10名　航行区域限定沿柵

二　・鉱コ『『l－

ァ中国Wa∋舶　　国摘
最大出力125kWH70PS）3200rnH11（ディーゼル）

全集X全■×全課855×265×137m

■大様七人■10名　　航行区犠隈定沿海

OutboardEnginesERIES

ルお力わe／九析ゐ′SER佗S



岩⊆i；壷転こしここ　嶋＿＿L」草ナーから本楯刺で、望む“釣り・，を愉しむため。。

的∋　　　　　皿摘
書大出力279hW（鎚OPS）3200mln－（チノーセル）

全長×全1X全課1063×330X190－れ

貴大搭七人■12名　航行区囁限定沿利治」■対応可）

瓜■FL－

∈闇五郎は　　　園拍
書大出力㌘9kW（誠PS）328Dmlnllディーゼル）

全点×全■×全深1138×282X152■¶

最大搭徽人員13名　航行区域陽定沿議

訊恥購封ノモコン1タイヤルタイフ

「流し釣り」をより手掛こ楽しみたいあなたへ。
スバンカーとのコンビで実力を発揮、

自動シフト操作でポイントをキ‾プする国

［釣楽リモコン］
凰卦潮流に応じてダイヤルを目盛りに合わせるだけで、僅定されたtiな

シフト操作を自動的に繰り返し・ポートをポイント上にキープ。面倒な射乍か

ら解放されるので・自由なポジションで釣りに暮中でき、ビギナーでも桝

に漬し釣りを楽しめます。

遭べる　■1ダイヤルタイプ　　●2ダイヤルタイプ　　■2＋1ダイヤルタイプ

【ぷ完‰言護曇慧羞言蕊諾言霊孟㌫訂㌶J農芸警
擁作＋エンジン回転教練作　合わせたタイプです－
もできます」

‾‾　‾▼‘■　‾－　‾‾‾’一，‾　‾　■‾　、一一1■ソ羊ノT■」J′」＞ノ■己－モ】Flこ己で（1

「釣藁リモコー」は椎葉■套晶てす軋く■iお近くのヤンマーにこ那くたさい　マルチトライ7棚即）みてす

甜E′『ロ　　　旺ヨ蟻
書大出力495kW（673PS）2200mnl（ディーゼル）

全長×全書×全深1498）く348×195m

■大橋七人■14名　航行区域随定沿穐（沿欄対応可）

「
■＿＿二ヤー

＝　クリームイエロー　　一一　　‾Y
一一′ここ亡一一■‾

l

L■ユー

二　アイスブルー　　　一一　　‾‾r

ロシークリーン　　L†二二　零r

■サンドフラウン　　　‾‾‾二二‾

対応鐘■

何㍍28才ー〝5′；烹256

馳∈コr　∈コr三才J

閲41＝ヱβar三Iき

昭7Z

和6ルている写紬q盗品・オブ／ヨンヨなとを芯口してu彫しています　柏ngeM17


