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「一人で釣りに出掛けたい」「一人で流し釣りを楽しみたい」、

そんなベテランアングラーのご要望に応えたのが

」このフィッシング・サポート・リモコン＝FSR（FishingSupporlRemotecontroILer）です。

ヤマハでは、WTB＋オフセットスバンカーで風流れが抑止効果を上げ、続いて「補機操船　FSRには、手動ではコントロールしきれないデリケートなシフトのONとOFFを時間管理する

システム」によりポイントをキープすることに成功しました。そしてさらにそのポイントキープの　プログラムが組み込まれています。

利便性を向上させ新しい流し釣りシステムとして開発されたのが「FSR」なのです。　従来は釣りながら、同時にシフト、神速の操作をしなければなりませんでしたが、フィッシング

推進力コントロールイメージ比較

薯≡芸勤胤

鱒

スロットル操作

手動コント⊂トールの

物理的な限界

qPOINT

FSRの腔の

プログラムされた

挙動イメージ

超低遠のエンジン

コントロールを

可能にしました。

サポートリモコン作動時は風速・潮流に合わせてレバーを目盛にシフトしておくだけで、シフト

操作を自動的に繰り返してくれるので、煩わしい操作から解放され、釣りに集中できます。

≡基表療感感
従来鰹

転幸三＝＝二軍≡≡＝書芸冨≡：一芸主
フィッシングサポートリモコン装備纏

シフト操作がタイマーで自動化され、釣りに集甲できる。

超低速・微速が可能となり、これまでの微速装置で対応のできなかった微風矧こも効果軋

後進の自動シフトも可弘逆潮の時にもポイントキープが可能。

＊風流れを完全にキヤノセルするものではありません。（ポイ／ト自動キープ機能ではありません。）風潮の強さが変わったと引二は、レバー位置を調整するせ、要があります。＊風向き潮流海象により舵スバノカーの操作が必要です。＊ブイツソノクサポートリモコ／を使用

しての流し釣り（ポイノトキープ）を行うためには、スバノカー（船外機艇の場合にはオフセットスパノカー）の装着が必要となります。＊フィンノノグサポートリモコ／のご僕用に際しては周囲の他艇等の障書物がなし、事を充分に確諺のうえご使用ください。
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あなたは風速目盛りに

シフトレハ」を合わせるだけ。

FSRのシフトタイミンクの目安

レバーの位置　　　　7　　5

▲
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YFシリースでの釣行を考慮したスタイル・樽能はそのままに、より簡単に流し釣りを楽しむ装備を充実させました。

YF－27EXFSRとYF－23EXFSR、YF・23EXHGには、アフトステアリンクボックス＆

7イツシンクサポートリモコンが標準装備。YF－23FSRは、フィッシングサポートリモコンが標準装備されています。

エンジンはYF・23FSRとYF－23EXFSR、YF・23EXHGは、Fl15とF150から、

YF－27EXFSRはF225とF250の船外機からそれぞれ選択できます。

良　一

晶
シフト“入野の時間（秒）12　8　　2　1

シフト“即の時間（秒）　3　　4　12　25

＼

※ブイツソングサポートリモコンはスパンカーとの組合せでご使用ください。

道YFシリーズのフィッシングサポートリモコン搭載纏は下記のモデルより、お選びください。

YF－27EXFSRF225，F250
●全長871m●全幅270m●定員12名

YF－23FSRF115，F150

Yf－23EXfSRF115，F150

Yト23EXHGF115，F150
●全長750m●全幅255m●定員10名

裟偉晶等詳細は次々項をご参照くださし。

．三，＿ヲ要撃垂萎」、
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YF－27・27EX・27EXFSR筈蒜違憲。，F115X2，F225

YF－27EXf300筈温
YF＿27・27EXに経済性の高いF225からハワフルな走りのF150X2仕様まで、4タイプ

の工／ジンハリエーンヨンを用意しました。

さらに異次元の航走性能を体感できる、専用装備をまとったYF27EX F300がフラッグ

シソプモデルとして加わりました。

下記モデルは、平成21年3月末日をもって販売を終了させて
頂きました。詳しくは、販売店までお問い合わせ下さい。

釣るために必要な機能をすへて満たしたレイアウトとパワーかある。

静かに、しかし力強く回る4ストロークエンジン音と、ウェイブスラスターフレードの水を掻き

分ける心地よいハルの響きだけが、鏡のようなへ夕凪の朝焼けの海に、白い航跡となって

一直線に延びていく。狙いの沖のポイントまで約1時間。余裕のパワーが心強く感じる一

瞬だ。昨晩、愛腰に着き自恒のアンダーバースで仮眠を十分とったから、気分も爽快。今日

こそは、と意気込みつつ水温計とGPSに注意をはらいながら走るこの時間がたまらない。

広いスターンデッキでの今日のファイトを期待しながら・日。



ロノ（ウデッキ釣りに役立つ段差付きのフロアと、一体型′くウスプrノットのアンカーロ1ラー

アンカ‾ウインチ（OP）とロープロッカ1が機能的に配置されています。

ロスターンデッキスターンテノキは慌ただしいファイト時でも動きやすい広々としたフラノ柏

スペース。荒れた幕でも動、ブルワづにより立ち姿勢での体のホールド性に優れています。

またオープンガンネルの採用‘こより、埋込型ロンドホルダーも設置可拒です。

8ドライノトスシートすっきりと翻鰍二レイアウトされた操船唐。スライド尉韓付きの

ドライバ⊥ズシートをEXに標準装備＝写員の■ノモコーは2ステー／ヨノ（OP瀾欄塵のリモコ／です．）

ロコックピット10イ／チGPS魚探と7インチレーダー引司時に設置可能なタンシュボードは

前方視認似こ優れたボックス型を採用。メーターパネルはコンパクトで機能的なデジタルタコ

メ1タ‾とデジタルスピードメ，ターを見やすくレイアウト。

YF－27EXF300

きタイプを採用し、備ただしい時でも片手で開けられます。

口Jてウ／トス大人2名がくつろける広い′りパースです。個卦イレルーム（工場OP）装備

しても＼身体が大きな人もゆったり横になれる広さを確保しました○′くウパースパネルを開けると、

釣り道具などの収鰍こ便利なスペ1スとなります。

8アンダーバースキャビンフロア下に2人が仮眠できるアンダーハースを標準で装胤

クソショノ（27EX専用OP）や明かり取り窓やアンダー′トスライト（27EXに標準）も装備

され、オ1パーナイトの釣行などにはうれしい画期的なスペースです。

8対面ナビシー沌テーブルウォークアラウンドタイプの277ィ1トポートとしてはクラス最

大の空間を確保したキャビンですD対面式の3人が腰掛ナられるンートとテーフルをEXに標準で

装備しました。

航行姿勢を最適に保つ油圧フラップを標準装胤

昨27EXF300／ドライ／トズシート背面の赤い刺繍が栄えるYFロコ入りドライバー　田YF27EXF300′モーターウェルF3鵬髄のため薪開発されたモーターウェル。

シートDF300仕様の縫製は赤を採用していますo F300船外機がスマートに納まり打。 個室トイレルーム
電動マリンHレ（27EX叫累埜暴動

］YF－27EXF300／リモコン新開発電気式リモコ／、ドライブハイワイトによるスムL　町YF－27EXF300／F300船外機4ストローク、300馬力胤げザインのカウルで

警忘ヲ；慧芸票豊潤しています調ヨン装備表をこ参照くだ乱、。　　ンヤープなイメージのF300鰍胤
環写真にはオフ／ヨノ及び任意良法晶挽影のための小道具カで含まれています。



釣行ルナ′．てそこ浜ふ捕え′二

的オールラウノグー㍉

WETHRUSTERBLA工）E

YF23EX・23EXfSR・23EXHG

クローズドキャビンは季節ごとの釣りを楽しめる、オールシーズンの出船を可能にする0

四季折々の狙いを楽しむアングラーなら、海に出られる日はいつでも、

波に搾られていたいという共通の思いがある。

YF＿23EXの広いクローズドキャビンは、El射しがあれば冬でも暖かく、

海を眺めながらぼんやりと釣り糸を垂れることは、至福の時間だ。

そして、大切な釣り道具を収納保管できるのも、係留保管するオーナーにはうれしい機能のひとつだ0

∠二i才



l】パウチッキ　ウオークアラウンドの通路は前方に行くほど広くなり、フラノトなテソキと相まっ

て釣り機能や作業性を格段に向上させています。

日スターンデッキ　立ちやすさ釣りやすさと後賎装のしやすさを回った、オープンガ／ネルを

採用。カディをパウ側に寄せることによって広いスペースを確保したスターンテンキは、フラノトで

動きやすい素志のフィッシングステージです。なお、3つの収納スペースを設置。右舷は物入れ

スペース、左舷は／くノテリー収納ス′ヾ一ス、中央は1658の燃料タノクスペースになっています。

8キャビン　右舷スライド式サイドウインド（左舷スライドサルは工場オブショノ）と、リアスライド

ドアを装備したクローズドキャビンは、寒さや濡れをンヤツトアウト。季節を問わず釣行を楽しもこと

ができます。

E】コンソール　木目調で落ち着きのあるメータパネルにメーター類を配し、7インチクラスの

GPS魚探がビルトインできるスペースも確保しています。

日イケス　スターンデノキ中央に設置した、容量1408水面志およそ30cmの大型イケスは、

コーナーのRを大きくし、釣果にダメージを与えにくくする構造になっています。

禁㌫完ス≡三雲霊芝芸三忘慧器忘慧警慧　旨
も使え、ワノピースロッドの収鰍こも大変便利です。また、オプションで電動マリントイレの設置も

可能です。

日キャビンスライドドア　キャビノ内を雨風や波しぶきから守るキャビンスライドドア。寒い日で

もキャビンス／ヾ－スを快適に保ちます。

【】ドライバーズシート　操船晴の負担を軽減するドライバーズシートを採用。スタイリノシュな

デザインで、シート下には物入れを設けています。

ロドライパースステップ　操船席の足下にドライハーズステノブを装備。長時間の操船や波

風があると舌にドライバーの負担を季室漉します。
様筏
L　■恥
が必要です。
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YF23Sp YF＿23SPシリースは、平成21年3月末日をもって販売を終了させて
頂きました。詳しくは、販売店までお問い合わせ下さい。

「ここ一二¶一一→一一、・叫

フィッシングスタイルにこだわるアングラーなら、このシルエットに憧れる。

トライバーだけじゃつまらないと考えるオーナーキャプテンは多いはずだ。　　　　　　　　　　　　　苛

たとえば、フィッシング仲間や、クルーを集めなくても独りでも二人でも、

気ままに海に出てみたいというアンクラーにヤマハは応えました。

ドライバーも即座にキャスティングやファイトに移れるオープンフリンジを採用し、

アメリカンテイスト漂うゲームフィッシャーマンに仕上げました。

沖合いの青い潮に出て、アウトボードでのビックキャッチを目指すアングラーに贈ります。

－＝払▼　　　　、山

船外機バリエーション

F80X2，F150，FT60X2，F115

船外機最大160馬力搭載可能な4タイプのエンジンバリエーションを用意。4ストローク船外機の

低燃費と165リットルの大聖燃料タンク搭載により、沖のポイントまで足を延ばすことが可能です。

ロバウデッキ　パウでのキヤステインクに充分な広さを確保したスペースです0スタ

／ディンク姿勢に筏立つ段差付きのフロアと、ローブロッカーが機能的に配置され

ています。

日スターンデッキ　スターンテノキは慌ただしいファイト時でも動きやすいフラッシュ

ハノチを採用した広々としたフラットなスペースです。

深いプルワークが立ち姿勢での体のホールド性を向上。また、オーブンガンネルの採

用により、埋込型ロンドホルダーも設置可能です。

日カディウインドシールドドライバ一の即座のキャストに応える開放感あるオ‾

プンタイププリンジです。カティーウインドシールドには風波を避ける広いガラス面を採

用、全体のスタイリングを向上させています。

ロコンソール　コンパクトで橙能的なレイアウトの操船席です。GPS魚操などの

航海計器もスノキリ収まる設計です。ドライバーズンートは長時間の競走にも疲れ

ないスライドダンパー付きを採用。

ロイケス　フラノトをスターンデッキ中央には、釣果を傷つけないよう角に丸みを

つけた大容i（140且）のイケスを装備しています。大きな釣果やベイトフイノシュの

保管も可能です。

：：ヨ蓋こ、㌔諌早『『
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YF－23・23FSR
このデッキの広さは、独自の釣りスタイルのために

いろいろ工夫の夢が広がる。

ひとクラス上の隣のポートより、広いテッキがいつもうれしく感じる。

どんな釣りや遊びをするのにも、やはりこのスペースは頼もしい。

仲間を乗せて楽しく釣ること、ワイワイお弁当を広げること、

あれこれ独自の躾装の工夫を楽しむことなど。

ポートフィッシングのキャパシティーを広げてくれるテサインがうれしい。

船外機バリエーション　F80X2，F150，FT60X2，Fl15

船外機最大160馬力搭載可能な4タイプの工ンジノバリエーションを用意。4ストローク船外機の

低燃費と165リットルの大型燃料タンク搭載により、沖のポイントまで足を延ばすことが可能です。

ロバウデッキ　移勤しやすいフラノトなデノキレイアウトのパウ

テソキはテノキ全体を囲う／くウレールと一体型のバウスプリソトに

よって、スタイリノクを際だたせています。

巨】スターンデッキ　パウカティレイアウトの特長である広いスター

ンテソキをフルフラットにし、さらに広いスペースを確保した他、深い

ブルワークとオーブ／ガンネルの≠宗用により、体をホールドしやすく

立ちやすい、快適なフィンシ／グスペースとしています。

Eコックピット　7インチクラスのGPS魚探がビルトインできる

木目調のメーターパネルを採用したコノウヒントは、ステアリンクや

リモコンレバーを機能的にレイアウト。視認性の高い大型のフロン

トガラスが僅れた操船性を実現しています。

ロイケス　スター／デッキ中央には、釣果に傷をつけないよう角に大き

な丸みをつけた大容量（1408）の大型イケスを装備しています。

Bスターン収納　スターンテンキ後方には3つの収納スペースを設

置。1658の燃料タンクスペースを中央に、左舷は／くソテリー収納スぺ

一ス、右舷は物入れスペースになっています。

【】カティ　高さ幅・奥行きとも＋分なサイズを確保した大容量のカテ

ィスペースには、6フィート（約18m）の長尺物も収納できオプションで

電動マリントイレの設置も可首巨です。

ナビゲーター80X（航海計舘ケース）　　　ドライバースシート　　　　デッキベンチシート　　　　　　　　　　　スバンカー′ヾ－ス



スタイリッシュなセンターコンソールで自由に操る

ゲームフィッシング。

4マイルを越え、水色が青く変わると、そこはスポーツフイツシンクの領域。

大自然を相手にしていると、′むはとんとん軽くなる。

YF－21ccはオフショアのシイラゲームから、ベイエリアのシーバスゲームにまで、

プライベートゲームフイツシンクの活動範囲を広げてくれる

自由度を持ち合わせている。

船外機バリエーション　F90，F60
4ストローク船外機2バリューショ／を用意した艇体は最大90馬力まで搭載可能。F90仕様では73リ

ノトルの固定燃料タンク搭載。F60仕様では24リノトル別体式燃料タノク仕様となります。FgDF60

仕様ともにコマンドリンクンステムを装備。低速域の回転数を約50回転刻みに調節でき、微速での位

置補正が容易です。

隠田一畏

ロバウデッキ　フラノトでワイドなスペースを確保しているパウ

チノキには、ルアー小物なとの収納に便利なサイドトレイやロー

プロッカーを設置。また、スターンデノキよりも一段悪いレイズド

ハウテンキを採用しているため、キャスティングやジギンクのフィン

ンンクスタイルでも、アングラーが動きやすくホールドもしっかりと

したフィッシングステージとなっています。

日スターンデッキ　コ／ソールをハウ側に配置することで、広々

としたスペースを確保したスターノデノキは、船幅227mフル

ワーク嘉60crnの、動きやすくて使いやすい、さらに安全面にも

考慮したスペースとなっています。

肝」■′　gL一‾‾／

Elコンソール　視認性・操船性に優れたコンソールは、質感の

ある木目調パネルにメータ叛を配置ダッシュボードには、各種

航海計器類をヒルトイノ可能なスペースを設けています。

ロカデイ　セ／クーコンソールカティは、大切なブイノシンク

タックルやロソドなどの保管収納に充分なスペースを確保。また、

オブンヨンで手動マリントイレの設置か可能となっています。

日イケス　スカッバーキャノブやハノドルの収納トレイを機能的

に配置した、大容量125超の大型イケスを装備。

Tパールーフ　　　　　　　　　　　　　　プラットホーム



マルチなフィッシングスタイルをかなえる、

オールラウンド21フィート。

仕事も、ときには家族のことも忘れるくらい、一日中、心置きなく釣りに没頭してみたい。

そんなアンクラー願望を現実にするヤマハフィンシャ－、YF－21。

充実したフイツシンク機能とスタイリッシュなフォルム、

そしてポイントまでの移動時間を感じさせない軽快な走りが、

全てのアングラーたちを快適な釣行に誘います。

船外機バリエーション　F90，F60
4ストローク船外機90馬力と、4ストローク船外機60馬力の2タイプを用意。F90仕様では73リノトルの固

定燃料タンク搭凱F60仕様では24リノトル別体式燃料タンク仕様となります。F90・F60仕様ともにコマ

／ドリンクンステムを装備。低速域の回転数を約50回転刻みに調節でき、微速での位置補正が容易です。

日　　　　　　　　　　　日　　photo

l】パウデッキ　ロープロノカー、サイドトレイなどを配したパウ

テンキは、スターンデッキよりも一段高い位置に設置されたレイス

ドハウテンキを採用。底釣りだけでなく、アクティフなフィンノ／グ

スタイルにも対応するマルチなフイソシンクステージとなっています。

8スターンデッキ　釣りを楽しむための充実した装備と、広く

（船幅227m）フラノトなスペースを確保したスターンテンキは、

アングラーの熱い期待に応える最悪のフイノシンクステージです。

Elコンソール　落ち着きのある木目調のメーターパネルと、GPS

魚探などの航海計器をヒルトインできるスペースを設けたコンク

ピソトは、十分な視界を確保し、雨風や斜前からのスプレーの巻き

込みを防ぐことができるハードトノブを備えています。また、カデイは

ロソドなどの長尺物も収納できる広いスペースで、オブソヨ／で手動

マリントイレの設置が可能です。

ロイケス　スカノバーキャンプの収納トレイも備えているイケス

は、大容量1258の容積を確保した大型イケスです。

Elスターン収納　スターノハノチ下軌二は3つの収納スペースを

軌ナ、左舷はハソテリー収納スペース、中央は燃料タンクス′ヾ－

ス、右舷は物入れスノヾ－スとなっています。



SPEClRCJm0NS＆EqUIPMENTS

YI7－23EX

主宰準星」」嬰些弘塑L」」！至型堅型阜し「．＿」里型阻＿」』型墜型」」Yト23堅く些空＝竺

登録型式　　　　EIX9　　　　　　∈1X9　　　　　　　EIX9　　　　　　EIXg EIX9

全長　　　　　　750m　　　　　　750m　　　　　　750m　　　　　　750m　　　　　　750m

全幅　　　　　　255m　　　　　　255m　　　　　　　255m　　　　　　255m　　　　　　255m

全深さ　　　　　140m　　　　　140m　　　　　　140m　　　　　140m　　　　　　140m

際体質1　　1，249kg　　　　1，249kg　　　　1．249kg　　　　1，249kg　　　　1．249kg

尭成質1　　1，449鴫　　　　1，479kg　　　　1，585kg　　　　1，479kg

搭載工／ジン　　Fl15AETX F150AETX F80BETLX2　　　FT60DETL）く2

搭載馬力　　846kW【115ps］1103kWI150ps】　588kWはOpslx2　441kW【60ps】×2

燃料タノウ容1　　165g　　　　　　165g　　　　　　165g　　　　　　165g　　　　　　165g

定員　　　　　10名　　　　　　10名　　　　　　10名　　　　　　10名　　　　　　10名

航行区域　　　限定沿海　　　　　限定沿海　　　　　隈定沿海　　　　限定沿海　　　　　限定沿海

YF－23FSR●23EXFSR　　　－■7イツン／グサボ｝ノモ⊃／対応機應

皇紀型式　　　　　∈1MJ EIMJ

全長　　　　　　750m　　　　　　750m

全幅　　　　　　255m　　　　　　2551¶

全深さ　　　　　140m　　　　　　140m

艇体貨1　　　日60短　　　　1，160kg

完成質暮　　　1，361kg　　　　1，390kg

搭載エンジン　　F115AETX F150AETX

EIX9　　　　　　　　∈1X9

750m　　　　　　　　750m

255m　　　　　　　　255m

140m　　　　　　　140m

1，288kg　　　　　1，288kg

1．488kg　　　　　1，518kg

F115AETX F150AETX

YIL23EXHG
＝、‾⊥：＝
十十十十十十十∴　十

EIX9　　　　　　　　EIX9

750m　　　　　　　　750m

255m　　　　　　　255m

140m　　　　　　　140m

1．365kg　　　　　1，365kg

1，556kg　　　　　1．586kg

F115AETX F150AETX

搭載馬力　　84蝕W【115ps］1103kWl150ps】　846kW1115ps］1103kW1150psI B46kW【115ps】1103kWE150psl

燃料タンク容1　　165g　　　　　　165g　　　　　　165g　　　　　　165g　　　　　　　　165g　　　　　　165g

定員　　　　　10名　　　　　　10名　　　　　　10名　　　　　　10名　　　　　　　10名　　　　　　10名

航行区域　　　限定沿海　　　　　限定沿海　　　　　罪定沿海　　　　　限定沿海　　　　　　限定沿海　　　　　限定沿海

YF－23SPシリーズは、平成21年3月末日をもって販売を終了させて

YI7－23Sp　頂きました■詳しくは、販売店までお問い合わせ下さい。

煙型準北」嬰嬰旦軋」▲旦型墜堅塁！し．」岬倒し！些些塑±空
萱鏑型式　　　　EIY9　　　　　　EIY9　　　　　　　EIY9　　　　　　　EIY9　　　　　　EIY9

全長　　　　　　750m　　　　　　750m　　　　　　750m　　　　　　750m　　　　　　7501¶

全幅　　　　　　255m　　　　　　255m　　　　　　　255m　　　　　　　255m　　　　　　255m

全深さ　　　　　140m　　　　　140m　　　　　　140m　　　　　　140m　　　　　140m

艇体貨1　　1，190kg　　　　1，190kg　　　　　り90kg　　　　1，190kg　　　　1，190kg

完成賞1　　1，390kg　　　　1．420kg　　　　1，526kg　　　　1，420kg

搭覿エンジノ　　Fl15AETX F150AETX F80BETLX2　　　FT60DETLX2

搭載馬力　　846kW【115ps】1103kW【150ps1　588kW【80ps】×2　441kW【60ps】×2

燃料タンク容量　　　165g　　　　　　165g　　　　　　165g　　　　　　165g　　　　　　165g

定i lD名　　　　　　10名　　　　　　10名　　　　　　10名　　　　　　10名

航行区域　　　限定沿海　　　　　限定沿海　　　　　限定沿海　　　　　限定沿海　　　　　限定沿海

登録型式　　　　EIMJ EIMJ E1MJ E1MJ EIMJ

全長　　　　　　750m　　　　　　750m　　　　　　750m　　　　　　750m　　　　　　750m

全礪　　　　　　255m　　　　　　255m　　　　　　　255m　　　　　　　255m　　　　　　　255m

全深さ　　　　　140m　　　　　　140m　　　　　　140m　　　　　　140m　　　　　　140m

艇体賃1　　1．148kg　　　　1，148kg　　　　1．148kg　　　　1．148kg　　　　1．148kg

尭成貿1　　1，錮9kg　　　　1，378kg　　　　1．484kg　　　　1，378kg

搭載エンジン　　F115AETX F150AETX F80BETLx2　　　FT60DETLX2

搭載馬力　　846kWI115ps】1103kW1150ps］　588kW【80ps】×2　441kW160psIX2

燃料タンク容1　　165g　　　　　　165g　　　　　　165g　　　　　　165g　　　　　　165g

定員　　　　　10名　　　　　　10名　　　　　　10名　　　　　　10名　　　　　　10名

航行区域　　　　限定沿海　　　　　限定沿海　　　　　限定沿海　　　　　限定沿海　　　　　限定沿海



ロープロッカー　　　　　　　　　　イケス

カティエアインチーク　　　　　　　スカッハー（イケ二

フロント＆サイドウインド　　　　　　　スターンロッカー

サイドレール

ピラーレール

キャビンドアAs6y

コンハ＝オンハッヨ

ハッチ

ステアリング装■（

リモコンAssy

カデイ明り取り悪

m抑綿史書三≡L

ウインドシー・ルド

ワイパー（右舷）

ドライバーズシートASBy
（スライドダンパー†寸）

フットレストA8Sy

胞，j雲－
ハードトップ

共通純正オプション甜品
航海灯セット

エアインテーク

ナビゲーター加X

リー二ングシート

ルームライト

カデイフロアハネル13

キャビンクッション招0g

咄マリントイレ相

デッ年ウオッシュ

コーナー′ヽンチシート

デッキベンチシート

サイドスターンレール的

スターンレールセッド2

スターンハンドレールロ2

万一コレールや‖

ブレーカーパネルOg

オフセットスJ（ンカー用t

サイドステープラケント

テンショナー

インスへクシヨンカバー

オフセノトスパノカーの取付にはオフセノトスパ／カー取付ペ

サイトステープラケットチノンヨナーイノスぺクノヨノカバー′

用品オプション蓄膿晶
コンハス　　　　　　　　　　　　　　クリート

GPS魚探　　　　　　　　　　　　プラットホーム

タックルボックス仁1　　　　　　　　ラダー

三万ローラー　　　　　　　　　　　　職用トランサムノて1

ウインチペース　　　　　　　　　　スバンカー　一式憎2



Yf－21cc

主要緒元　　　Ⅵ娼恨詑印肌■　　　　YF－21ccF90　　　〉　ご作・21ccノン7秒ケージ▼一

堂錨型式　　　　　EIG9　　　　　　　　　EIGD EIGC

全長　　　　　　　645m　　　　　　　　645m　　　　　　　　　645m

全幅　　　　　　　227m　　　　　　　　　227m　　　　　　　　　　227m

全深さ　　　　　　121m　　　　　　　　121m　　　　　　　　　121m

樫体質1　　　　763kg　　　　　　　793kg　　　　　　　　763kg

尭成算1　　　　　880kg　　　　　　　　97川g

搭載エンジン　　　　F6（】CET F908ET

搭載馬力　　　羽1kW【60ps】　　　　662kW【90ps】

燃料タンク容1別体式燃料タンク24gxl域2　　　　　73g　　　　　　別体式燃料タンク24gxl粒2

†F・21cc

加　　　　　鴫　　　　　　　絹　　　　　　　鴫　　　　　lo納I a蜘

航行区域　　　　　限定沿海　　　　　　　限定沿海　　　　　　　　同定沿海

※1ノ／パッケージとは、エージノ無し艇体のみの蛎亮モデルです．最大保証馬力は736k叫108ps】です。

慈2別体式燃料夕一クの綿準措世は1佃です。また、燃料タ／クスペースには別体式燃料タ／ク3個分の荘厳が可能です9

YF－21

撼完　　　傭1〈m Y柑伽　■一・l W・幻滅砂相，
登録型式　　　　　　EIR4　　　　　　　　　EIR8　　　　　　　　　　EIR7

全長　　　　　　　645m　　　　　　　　　645m　　　　　　　　　645m

全幅　　　　　　　227m　　　　　　　　　227m　　　　　　　　　　227m

全深さ　　　　　　121m　　　　　　　　121m　　　　　　　　　121m

挺体質1　　　　　808kg　　　　　　　　838kg　　　　　　　　888kg

完成賀量　　　　　925kg　　　　　　　1．016kg

搭載エンジン　　　　F68CET F90BET

搭鮫馬力　　　　叫1kWI60ps】　　　　662kW【90ps】

鮒タ／婚t　別体式燃料タンク24gXl渠2　　　　　73g　　　　　　別体式燃料タンク24gXl招2

定員　　　　　　　　6名　　　　　　　　　　6名　　　　　　　　　　6名

航行区域　　　　　脛定沿海　　　　　　　限定沿海　　　　　　　　限定沿海

顔2掛橋F90搭載モデ■レのみ。デジタルスピード＆フユーエルメークー用スビ」二センサーはオプションとかノます。

準3　船外機F60搭載モデ■レのみ。

※別体式酬タンクは舶用として措定されていきすが銭紺斗を入れたまま陸上で遺贈することはできません

．加地痛論晶　　　　　　　　　　　　　　　　　　rケ㌻∴弓∴
飢蒋灯セット　　　　　　　　　　　　　スターンレール

パウロツカー　　　　　　　　　　　　固定式燃料タンク（730）◆248

／てウレールセット　　　　　　　　　　　ハッチロック用ブレードヨ

肌一三…－

ルーフエアインテーク

ルームライト　　　　　　　　　　　　　カデイエアインチーク

プレイカー偶ル　　　　　　　　m■HN嘲≡し

辛勧マリントイレ　　　　　　　　　　　　Tノて－ルーフ



SPECIFICJm0NS＆EquPMENTS

YI7－27

登録型式　　　　　　　E2Kl

全長　　　　　　　871（8絹）m

全幅　　　　　　　　　270m

全深さ　　　　　　　162m

駆体質量　　　　　1，790kg

完成質主　　　　　2】065kg

搭載エンジン　　　　F225AETU

搭載馬力　　　1655kWt225ps】

燃料タンク容量　　　　350g

定員　　　　　　　　12名

航行区域　　　　　　照定沿海

YI7－27EX

下記モデルは、平成21年3月末日をもって販売を終了させて
頂きました。詳しくは、販売店までお問い合わせ下さい。

YF－27Fl15X2　　・YF－27F150〉（2

YF－27EX F115X2　・YF－27EXF15（



rF27EXf300　YI7－27EXfSR

L鱒嬰嬰」
E2K4　　　　　　　　　　　E2KI E2Kl

871（816）m

270m

162m

1，930kg

2，310kg

F30OAETU

2207kW【300ps】

350。

12名

限定沿海

871（816麿）m

270m

162m

1，884kg

乙159kg

F225AETU

1655kW【225ps】

350‘

12名

限定沿海

871（816璧）m

270m

162m

1．884kg

2，168kg

F250AETU

1839kW【250ps】

350g

12名

限定沿海
＊7イノン／クサポートリモコノはスバノカーとの組合せで

Il－フィルノウサポートリモコノ対応機種

し腰室頭重
ハウスブリット

、‾J　‥l　－

ロープハッチ

バウレール

眩灯

イケス

イケススカッパ一

物入れハッチ

枇′十ペース　　　FF竺±竺竺竺幸二】竺竺±±空竺竺芦妄二
ナビシートクッソヨン（後胤）　　　　　サイドスターンレール　　　　　　　　フィッシングサポートリモコン

メインキャビンルームライト　　　　　　ハウバースクッション　　　　　　　　アフトステアリングボックス

ハンドレール　2

リモコン

油圧ステアリング

デジタルタコメーター

350姻定式燃料タンク

予備バッテリースペース

ハツテリースイッチ

パつ／トスライト

J〔ウ／トスカーテン05

キャビンテーブル

キャビンサイドハッド

アンダーパースフロア

アンダーバースライト

サイドスターンレール

パウハースクッション

バウバースライト

パウパースカーテン

嘲マリントイレ

へ－パ」ホルダー

キャビンテーブル

キャピンサイドパッド

アンダーパ」スフロア

■■■■■■■－■Ⅷmq■■L　　　7つLグーハースウイト

油圧フラップ

▲工場オブソヨン

iiさ≒二＝＿－＿　－

パウパースセンターフロアクッション相

ドライハースシート回転＆油圧タンハー

テーブルスタンション＆クッション

±竺竺＿＿
バウバースセンターフロアクッション【ヨ

ドライハースシート回転む由圧タンハー

テーブルスタンション6クッション

2ステーションユニット（左舷アプト専用）


