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X t e r i o r

沖へ走る、ポイントを保つ、釣る、想う。

洗練と熟練の意匠と技術が極める機能と永く愛せるフォルム。

スターンデッキ
セミウォークアラウ／トを採用したバウデソキは、揺れ　　　　フラノトなスターンテッキはトローリ／クチェアも設

る海上でも移動やキャスティンクに安心なレイアウト　　　　置可旨巨な広さを有しフルワークの恵さも十分。さま

です。フリンジ前方は釣り座として最適な恵さで、さま　　　　ざまな蟻装に対応するオープンカンネルをハウまで

さまなブイノンンクに応えます。　　　　　　　　　　　　　採用しています。

セミウオークアラウントテンキ
サイトチッキは、バウテノキへの移動やフィンノンクに

安心な幅と深さを確保。多人数でのジキノウや底物

釣りなと、サイドでの釣りに対応しています＝



ロフロントウィンド＆ワイパー
プリソシのフロントウィンドは広い面積を確保し大型ウイルーとともに操船時の良好

な視界を確保しました。フロントサイドリアのカラスすべてに質感の高いクリー／カ

ラスを採用しています。

臼キヤピン後方レイアウト
全面カラスのキャビンドアを中心に、左にアプトンンク（OP）、右にアプトステーショ／

（OP）をレイアウト。雨や日射しを避けるのに十分なキャノヒ一にはテンキライト・：OP

ハンカーレール（OP）と左右のストームレールを機能的に設置しました。

臼パウロープロノカー
バウのロープロソカーは200メートルのア／カーロープの収納に余裕で

応える大容量タイプです。

′甲　8ア7トステーション
＼、　フリノン後部には釣りながらの操掛こ便利なアフトステーショ／OPを

用意。

臼エンジンルームハノチ
エ／／ンルームへの入口L言キ十ヒ／ドア手前とキ千ヒ／内前方の2力所用悪し

きした〉メンテナ／ス等の作業性を考慮したエ／ン／ルームハ／チとしまJた

臼大容量イケス
中央で2分富lできる大容量のイケスを装惰便利な小窓ハノチも装備しました

係劉犬態でもイケスの水を排水できるよう強制排水装置をオフショノ設定

uムアリンクホール＆クリート
大型題で採用しているムアリ／クホールとタフルクリートを；宗用しました

カンネル上に突起物か出ないのでファイトの邪魔になりません

Uトランサムゲート

葛面へのエ／トリーやヒノウケームフノノンノクでのラ／テノ／クなとに便利を

トラ／サムケート封翌準で装惜しましたトラ／サムステノブはオフンヨ／てす



寛ぎのラウンジスタイルを採用。ギャレーカウンターも装備し、ボートステイが快適になりました：

ラウンジシートが演出する癒しのひととき（LX仕様）

FR－32LX HPはサロンと呼ぶにS、さわしいレイアウトを採用し

ました。ラウンジシート＆テーフル、右舷側に冷蔵庫opやカウ

ンターギャレーを装備し、フィンシンクライフの中にも、寛ぎとおも

てなしを重視するキャプテンの要望にお応えします。

泊りがけの遠征や、のんびりボートステイを愉しむなと　よりラク

シュアリーなポートライフを満喫することができます。
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警議＼＼＼

キャヒン（LX仕様）

広く明るいキャヒン。テーフルやカウンター木部、フロア部にはシンクな雰囲気のロー

スウノド調を採用し、ラウンジシートと相まって高級感を高めています。操船席下には冷

蔵庫rop）を配置し、ギャレーカウンターとあわせて機能的なスペースを造り上げました。

なフロントウィンド。GPS魚探、レークーなど液晶

タイプなら最大3台の航海計器が設置可能です。

トライハースシートはソフトな座り心地で、長時間

の操船でも疲れを感じさせません。

また質感の高いレザー巻きステアリンクを採用し

ています。

ハウハース（LX仕様）

FR32LX HPのハウ／トスは、十分なヘノトクリアランスを確胤遠征釣行やマリーナステイなどに、余裕

のスペースで応えます。道具が多くなるへテランアングラーの要望に応え、両舷に釣竿等の長尺物が置

けるスペースを確保、上面のパ州こより慣付きを防止こ物入れ収納スペースも随所に設置しています

什、、－」、⊂二）

パウハース右舷側梱下ロッカー　　　　　／くウバース左舷側紹＆ロノカー

ハウハース前万物入れ　　　　　　　　　バウ／く【ス下物入れ

8トイレルーム

キ¶ヒ／フロアより3段下かこた左舷胤こ抽王ノたトイレ

ん－ムを設置しましたルーム円は高さもあり、T分な広さを

確保」〉（仕様■電動マリノトイレ標準装備です

臼キヤヒンカーテンDP

陳規約で明るいカラス面の多いキーヒンの全周を覆う牛で

ヒ／カーテノをオフンヨノで用意しました。暑い季節の′告房

効歪を高めたりフライハノーを守ることができます

凹ホートサイトカウンター

佗窒トイレルーム刀上部をカウノターン二■レフこ仕上けまし

たAClODホルト刀コ／セ／卜OPを雇苦しテレヒ右と各

項妄竃晶なと．二対応します

Uエアコンop

効妾の長い王肇星2割型エアコノをオフン≡／て用意しまし

た夏でも冬でも穣適をキーヒノライフを楽しカます

●写真志FR32LXHP仕様です－●写真にはオフンヨ／装備品および撮書きのための小道具が含まれています



キヤピンシートフラットアレンジ（EX仕様）

2つのキャヒンテープルを下ろしてクノションを装着

すれは、長いへンチシートとして使え、合計8人か座

れるキャヒンとなります。また、侶眠／＼ソトとして使用

すれば2人が積になることかできます。



′竃≡㌢

キャヒン（EX仕掛）
広く明るいキャビン。内装木部には高級感のあるロースウンド調を採用しました。

2つのキャビンテーブルを′舌かせばトライハースシートとナビシートを合わせて6人が

ゆったり座れるシートアレンジになり、走航時は4人が前を向いて座ることができます。

オプションのエアコンを装備すれば夏冬でも快適なキャヒンライフを楽しめます。

ドライハースシートナヒシート　　　J
長時間の操船でも疲れを感じさせないエアーダ

ンパー付きのトライバースシートとナヒシートを装一召

備しました。停′白時など、シートを90度回転させ

ればゲストとの会話も弾みます。

〈ロバウハースサイト長尺物収納棚

／くウパースの両側はハノ／ホリュームを最大謀に生かし上

弧二広がるスヘースを確保J右舷側は収納棚を操船席

まで延長し、口／トなと長物の収納に対応しています

臼トイレルーム

キャヒノフロアより3段下がった左舷側に独立したトイレ

ルームを設置しました。ルーム内は高さもあり、十分な広さ

を確保。［X仕様は電動マリントイレ標準装備です。

団コンソール
広くワイトをフロントウィ／卜と低めに設定されたコンソー

ルパネルにより、航海計器なども低く収まり操舘時のワ

イドな前方視界を誇ります。GPS魚探、レーダーなど液晶

タイプなら最大3台の航海計器が設置可能です　視認

性のよいメーター頬や、握りやすく質感の憲いスポーンス

テアリンクを採用しています

●写真はFR32EXHP仕様です、●写真にはオブソヨン装備品およひ嬉影のための小道具が含まれています





藁妄



FR－32HP．FR，32EX HP，FR－32LX HP

叫Cl仙m●　　暮仙式仝1日拙榊ユガンt大職■力　…1如十1鮒けンウ書目如凋土日折Ⅲ

m voIvoD6－370　272kW（370ps）3，425kg　4．145kg　　　500β　　　35g：OP】　12名　限定沿卦満席

●　　　　　　　●　　　　　　　　†

FR．32HP E3H5　1040m　3

FR．32HPFSR E3H5　　†
●　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　●

●　　　　　　　　　　　　　　　　l l

●　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　1

70g　　　　†　　　†

35射op■　　　†　　　†

3，454kg　4，174kg　　　†

3，540kg　4，260kg

3，569kg　4，289kg　　　†

3．830kg　4，560kg　　　†

3．425kg　4．145kg　　　†

FR．32EXHP E3H5　　†　　　　　†　　†

FR．32EXHPFSR E3H5　　†　　†　　†　　　†

FFL．32LXHP E3H5　　1　†　　T　　　†

FR．32HPRH E3H6　　967m　†　201m　　†

FR．32EXHPRH E3H6　　†　†　†　　†

FFt．32LXHPFtH E3H6　　†　†　　T　　　†

1　　　3，540kg　4．260kg　　　†　　　　　　　　　†　　†

70月　　　　†　　　†

※沿海仕様は工場オプションです
1　　　3，830kg　4，560kg　　　†

－＝儲封筒ヨ四■■

▼フノ：／

工場オ「′三ノ

⊥
FR－32HP RH，FR－32EX HP RH，FR－32LX HP RH

FR－：∃；⊇HP　キヤヒ／レイアウト

FR－32EX HP　キヤヒ／レイアウト

FR－：ヨヱ⊇LX HPキャビノレイアウト

船首部をハウスブリットの無いラウンド形状とし、すっきりとした外矧こまとめあlプるとともに

レリーフの効いたアンカープロテクションをデザイン。

さらにブルースアンカーと専用ローラーを標準とし、精悍なFR・32HPの夕帽兄をさらに洗練させました。

また、フルースアンカー込みの標準状態の全長を10m未満とし、

イ慧蓋慧：：讐慧慧しています〇　　二」1ト」了ヽ

餌「「



主要装備品　棚工場オブショノです。

パウレール

ロープロソカー

左右船首グノート

アンカー用グノート

右舷灯・左舷灯
フロントウィンド

左右ワイパー

サイトウィンド（中央部分引き戸式）

キャヒントア

スカイハッチ

左右ポートライト

左右ストームレール

停泊灯マスト標準仕様）

アフトステーションBOX

ハントレール

左右サイトクリート

アウトリガー用補強

スターンロンカー

トランサムゲート

エンジンハソチ

大型イケス

イケス2分割用仕切り

イケス小窓ハンチ

左右スターンダフルクリート

ムアリンクホール

プロペラ点検ロ
スバンカー用補強

フアイテインクチェア用補強

油圧フラップ（オート手動切替式）

3本スポークハンドル

リモコン一式

メーター一式

航海計器設置場所（液晶タイプ3憩所）

ワンプッシュウイパ「

ドライバーズシート（ダ／ハー仕縫）

ドライバーズシート＆2段卜ローホノクス

ナビシート（タ／ハー仕様1

ルームライト

オプション装備品＊OPオプション、K工場オプションです。

FR・32HP FR・32【X〟P FR・32LXHP

OP op op

iヽ　　　　　　l、　　　　　　i＼

OP op op

キャビンエアインテーク睾1

アフトシンク

アフトステーション一式

デッキライト

マストrオフンヨ／装着暗用）：

ハンガーレ【ル

レーダー

サーチライト

OP OP OP

∴　　　　　　　　い、　　　　　　　；、

OP OP OP

OP OP OP

OP OP OP

OP OP OP

OP OP OP

OP op op

トランサムステノブ　　　　　　　　　　　K K K

トランサムラダー（トランサムステノフ取付時）ま6　　0P OP OP

スターンスラスターは9　　　　　　　　　　　　1く　　　　　　K

イケス強制排水装置嘉4歎5

デッキウォッシュ罠4培う

アプトデッキチェア

スバンカー

スバンカーサイトステープラケント※7

OP OP OP

OP op op

OP OP OP

OP OP OP

ゲストシート（4脚〉

キャヒンテープル〈2個）

キャビンテーブルクノション

背もたれパット

ウインド周り装飾パント

ギャレ【カウンター＆ンンク（70L清水タ／ク〉

ラウンジシート

ラウンジテーフル

カウンター下ロソカー

カウンター下シュースボックス

ウッド調フロア（ポ／リウム）

ハウクノション

バウ下物入れ

バウテーブル

パウテーブルクソション

ハウセンタークッション

ウォールパソド

長尺物入れスペース
ルームライト

パウサイトロノカー（左右）

大型シェルフ

ト　個室トイレルーム
イ　電動マリントイレ

比換気装置
l　トイレットペーパーホルダー

FSR専用

フィンシンクサポートリモコン

アフトステアリング

RH専用

アンカープロテクション（FRPペース＋中央邸ステノレス）

ライフライン付専用バウレール

7ルースアンカー専用ローラー

7ルースアンカー10kg

FR・321XHP

OP

OP

OP

こ、

OP

コンパス

GPS／魚探／レーダー

マリンオーディオ・スピーカー一式

エアコン一式　2

ヒーター

カーペソト

キャビンカーテン（ハウハース仕切りカーテノ含む）

冷蔵庫（トライバースシート下）10

パノラマルーフ悠1

電動マリントイレ

換気装置
トイレソトペーパーホルダー

塵電装置
シールスタン

スラスターバッテリー充電回路引1

ハルカラ【　8

標準装備　　　　標準装備

標準装備　　　　標準装備

標準装備　　　　標準装備

1パノラマルーフとキャヒノエアイーテークは同時に剛付けはできませんじハノラマルーフ・二はプリーツユクリーベハ／トレーノ′カー含まれます　2エアコノとヒーターま割引こ怒庸L■できません　3レーダー等ルーフ上にオブショ／を簑傾す弼・二必要てす

嗣イケス強制緋水デノキウれンユ装備疇【二はポ／ブペースが止要です（軋アプトノ／クを装備一た場合は不要です　5イケス那」排水テノキウ十／ノユ義博曙に冊7ソヨ／開設スノチバえルが必要てす胤アフトン／クを装乱場合は不要です
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YAMAHA DIESELIN80ARD RSH NG CRUISER
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オプション装備品

、－■ji■」＿．
一寸　一一　　　一　　一J　一一ベン

r j「椚
フリーフォールウイントラス＆フットスイノチ　ア7トン／ク　　　　　　　　　　アプトステー／ヨン‾式

、、＼二r：・．「
爵ヾ三㌢
■　　‾

トランザムステノプラター　　　　　　陸電装置

「＝

パノラマルーフ　　　　　　　　　　　テンキライトハ／力‾レ【ル

げトツスクリーン、ハントレール含む）

GPS魚探　　　　　　　　　／竹スラスター　　　　　　　　　スター／スラスタ【

キャビン100Vコンセ／ト（LX）

ヤマハ発動機株式会社お客様相談室　忘頭0120－090－819
〒435一朗01静岡県蟹田市新見25CO　　　　　　7－7ノ粥絹、全荘祝　事▲斉即傭E玉音は

・■「－‾‘了J

‖」．′d
ハウハース仕切りカーテノ（LX）

トライハースシート下冷蔵庫LLX）

スハ／カー一式

けしく空室にモ‾ついたたくた琉・こ裂手刀言JnL、上■ノイむl；必盲で㍑L［月・－目端王∴をよくお‾ゐぺ∵ここし、
宗　裂等の弓へ＼′．　つつ　2匹挙も二十≡　くたこい

ノ去甥とマナーを守り周囲や自然瑞相二十分配慮し安全な航行を′Lかけまノよう　定期占検整備を確実に実施し出航前の点

検塁備を励行しましょう　安全備品の確認を行し、海技免許検査田舎を必ず携行してください　乗船者は安全のためライブントで

ヶ汁を着用しましよう　定員を守りましょう　天気予報を確認し常に気象に注意を払って無理のない航行をしましよう　‾杭1‡言十

司を立て手前にマリーナなとに届けを出しましょう　立ち入り奨止水域や舶墟抗1叩既緊な水矧工掛ナましょう　漁業従事者に

崖感をかけないようにしましよう　ノ毎を汚さないようにしましょう＿航行中和ヒ／内に伝わる衝撃は予想以上【二大きいものです乗

員に気を配り必要に応じて注意喚起を行ってくたさい

●商品宅は大きごや長二の∃安です正渥な蟄値については主要諸元などてこ信認ください●言仕様l和良のためlこ予告なく要要され

ることかあっます●製品のカラーは≡口仔の関係で冥物と異なって見えること力、あります●写宍の中lこ、まオフソ＝ノ蓑屑呂弐よひ環影カた

めの小遼只を含むことが毎り寮す●この印刷認蚕斧び転義無断使用すること■才お断仇、たします●カタロクに謁転のモテしlま五匹のみ

衷この印刷物を無断毎秒無断使用することはお節飢1たします。■このカタログは■1212月現在のものです〇

⑳YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社

〒4388501静岡県磐田市新貝2500

021057－1212：＼1－Cl


