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こ隠匿踊悶◎目◎富野

海と釣りを知り尽くした最新のテクノロジーを投入。

ボート開発への情熱と独自の高い基準が、ヤマハの自信で‾れ

了、露竿、

審フィーチャー／テクノ酬フォーマンス四匹ヨ

安全rsAFETY－

長年の蓄積データと、先進の横道解析シミュレーショ

ン、そして航行耐久テストを経た信頼の艇体設計に加

え、非常始動システムくOP）や、任意ながら係留時等に

も機能する浸水システム（火災　浸水警報等）も設置さ

れており、安全性にも配慮しています。

∴一　章三蛙
環境－ENV】RONMENT一

開発　製造メ【カーとして、製品ライフサイクル全体での環境対応を積極的に推進

しているヤマハでは、独自のクロースドモールド工法をブリッジ製造過程で導入す

ることで、スチレンを主とした成型時のVOC（揮発性有機化合物）を従来に比べ

約90％削減。またこの工法は樹脂に直接触れない成型方′去であるため、作業環

境の改善にも貢献しています．



軌那飛派閥劉髄獲

波を斬り、風に立つ。W．T．B．が狩猟本能を刺激する。

実績と先進技術の導入により、徹底的に鍛え上げられたボート性能。

WaveThrusterBlade（以下WTB）
ウェーフスラスター　プレート

〈WTB〉の形状が水中下の大きな抵抗となり、風に流される距離や船首

が風下に向くのを抑えることで、漁船に匹敵する優れた保針性と風流れ性

能を発揮。また、走航時の乗り心地においても、50度以上を確保した∨角

度が着水時のショノクを和らげ、徳撃を大幅に低減します。

だ∪ト271／6271／臼FSRに採用

外洋向けに開発された∨型船型
大きなフレアーを持つ力強いハル形状。外洋での使用を前提として開発さ

れた強さと柔軟さを併せ持つ∨型船型は、〈WTB〉との相乗効果により、

快適な東り心地を実現しています。

《UF－291／B・UF－291／B－FSR》

《UF－29［／BHP・UFq29VBHP－FSR》

外洋で獲物と勝負するために注ぎ込まれた性能が、
釣り師の狩漁本能を刺激する。

船首側を高めに、船尾側を浅めにしたフリーポートが外洋耐根性と釣りやすさを両立しています。

船底のキールが高い保針性と倭れた風流れ性能を実現。ポイントに長く留まれるため、アンカーを打

たないキャスティングや流し釣りに最適な性能です。

最適なバランスと静止安定性を向上させた船型が曳き波なとによる船体の横括れを抑制。釣行時は

もちろん乗降時に安心感をもたらします。

《UF－271／B・UF－271／B－FSR》

同クラスS／D艇（比較イラストC）と比較するとUF27L伯が不イント保持や保針性において、より優

れた風流れ性能を発揮していることが分かります凸また、スパンカー（任意膿装品）を装備することで

発揮されるパフォーマンスは、ぐ〟TB〉性能との相乗効果により、更に高いレヘルでの風流れ性能

を実現。漁礁等のポイントで釣りを行う場合、ポートの向きやポイントを補正する必要が最小限で済む

ことになります。

《UF－30ⅡS／D》

フィンキールの採用でスターントライフ艇では最高レベルの風流れ抑止性能を実現。

スパンカー（オプション）を装着すれば、さらに風に立ちやすくなり、魚礁等のポイントでの釣行時、

ポートの向きやポイント補正が少なくて済みます。

船体全高を下け、風の影響を抑えることもに、運動解析により設計されたキール（CourseSは心拍zedKeel）が　　　　　スパン刀一一工桟は」二匹のように風に立ち　風下に流れていきますので、微速前進を入れるだけで、容易にボイン
高遠走航性を婚なうことなく、キール太菜の炸能を府トさす丁います　＝一回の風誇わ廿鮪料金昭＼　　　　　　　　　　　トキープが可能です．



堂々の30フィートⅤ烈船型と高鳥カエンジンにより、30ノットの航走性能を実現し、荒れた外洋も一気に走破します。

またダブルチャインの採用により乗り心地と保針性を高めるとともに、釣行時の静止安定性も群を抜いています。

さらにフィンキールが優れた風流れ抑止性能をもたらし、流し釣り操船が容易なアプトステーション（オプション）と

微速装置（オプション）を装備することで、最高の実践能力を発揮します。

YAMAHA UF－SERIES D・ES∈LSTERN－DR・V川SHING80AT

UF－30ⅡS／D
圧倒する実践力と、

最高レベルの風流れ抑制性能

ェクステリア装備－　　フィッシングスペースの広さやポジション、そしてイケスや物入れの配置と大きさなど、

釣人の「ここにコレがあったらいいな」をカタチにした、まさに機能的と言うのに相応しいレイアウトです。

一▲　■・．．



IN
！旦RpRん－インテリア装備－

l　　コックピットは大きなカラス面積でワイトな視界を確保しまし

たり自す方を注視する操船に、大きく役、7ちます。

一　日㍗－！∴二二．言浩∵∴言．‾∵∴ミ■二

，∴三㌍害∵∴立号㌦宗㌃言言∵．千一二‘＿
1　ス、ワイドなトイレルーム。ロッドなと長尺物入れを、キャビン内

】　とスターンデノキに標準で装備。収納力も充実しています。

キャビン長尺物入れ　　　　　　フ／一力 アノターハYフウノ／「／



新型Ⅴハル船型が操縦性と高速走行性を向上し、船首の大きなフレアーが優れた凌波性を発揮。

さらに、強めの船底勾配が良好な乗り心地実現していますっ

そして高性能ディーゼルエンジンと併せ、クラス屈指の低振動・低騒音も実現しています。

刺激的なものは常にあなたの心を躍らせることでしょう。

YAMAHA UF－SERIES orESEL．NBOARDF■S州NG80AT

UF－29Ⅰ／B
UF－29Ⅰ／B－FSR

UF－29I／BHP　‾應
UF－29Ⅰ／BHP－FSR

狩漁本能と勝利するための性能がここにある。

㊨uF－29・′BUF－29…29．′BFS。UF－2言三：：…三三

ヰ



IN
TERIOR －インテリア装備一　寛ぎのキャビン空間、視認性・機能性に優れたコックピット。そして余裕の収納スペース。

『膨’　ォフショアフィッシングボートとしての質の高さがインテリアにも息づいています。

移動中や釣りの合間の時間をゆったりと過
こせるクロー二六トキァビン。折り畳み式の
ハソセンジャーシートを採用することで、大

人3名が着座できる居住性を確保するとと
もに、エンジンル1ムのメンテナンス性を両

立しています。コックピットのダッシュボード

には10インチ2個と7インチ1個の航′毎計

器を同時に設置できるスペースを確保。
1枚物のフロントウイントウはドライバーに

良好な視認性を提供するとともに、スタイリ
ンクの印象を際立たせています。

◎パッセンジャーシート（右は収納時）○エンジンメンテナンスハノチ　　◎トノレル▼ム



釣行を重ねるごとに、さらなる高みを見せつけるボートフィッシングの世界。

「もっと釣りたい」「もっと大物と対決したい」「ずっと楽しみたい」そんなアングラーの欲求は尽きることがなく、

海はそれに応え、さらに増幅していくことでしょう。

YAMA王iAUF－27Ⅰ／B・UF－27Ⅰ／B－FSRは、これからのフィッシングボートの新たな指針と成りうる程の個性を身にまとい、

その比類なきスペックと実力はあらゆるポイントをホームフィールドに変えていきます。

YAMAHA UF－SERIES DIESELFNBOARDFrSH・NGBOAT

UF－27Ⅰ／B
UF－27Ⅰ／B－FSR

乳∴二挙

エクステリア装備一　釣行にゆとりをもたらすスケールと多彩な釣り機能がアングラーの心を捕える。
ボリューム感あふれる次虻代UFのスタイリンクを】かかしたクラス最大のデノキスペースをはじめ、釣i）やすさに徹した

機能を満救。スパンか－やアウトリガー、スターンでの操船を叫能にするア7トステーションユニブトし】や流し釣りを楽に
するフイノンングサポートリモコノげSIモ）芸2なとの装備品も充実しており、様々なブイγン／プスタイルに椚応しますい

悉uF27・′BUF27・′計㍉SR・堅田堅墾聖堅正区！

て　こ．‾
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じき

一一二三二三熟．＿

TERIOR　－インテリア装備一　　安らぐ、休む、語らう。上質な時が流れるキャビン空間。
釣りの城H1はもちろん、城倍を維れでかレ）横切するまで、釣行全般を快適に過ごせること．それがUF－27のイ／テリアコ／セプトです視認性と操縦性に優れたコノクヒット、
4人が作れる広々としたキヤビ／空l軋便い勝手のいい′くウハースなと、必要十分な機能と装備を搭戒。またバリセンソヤーシートなどのオプションも充実しています。

キャビン

採光性に優れた明るいクローストキヤヒン
内には、大人4人がゆったりとくつろげるス
ペースを確保。

視認性の高いコックヒットにはスライト式の

トライハースシートを採用しています。

また、ダッシュボードには10インチの航′毎計

器を2台同時に設題できます。

・」i＝

くパウハース
ハウ側のウォークアラウノドデノキを嵩上げしたこと

によりハウハースの天井をアップ。＋分な広さを感

じる／叩ベースは更にハースクツンヨ／伍を
装備することで休息ス′ヾ一スとしでもゆったり使う

OptlOnforInter10r



、　　　　　　　　　－‥　　　－“－　　　　て‾：

「人で釣りに出かけたい。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、

フィッシング・サポートリモコン＝FSR（F．sh．。gS。PP。rtRem。te。。。tr。Iler）です1

フィッシングポイントをキープ
ヤマハでは、WTE〕＋オフセットスパンカーで風流れ抑

止効果を上げ、続いて「補機操船システム」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。

推進力コントロールイメージ比較

これまでの手動
スロットル操作

手動コントローールの

物理的な限界。

くPOINT

FSRの艇の
プログラムされた
挙動イメージ

超低速のエンジン
コントロールを

可能にし訳した。

○シフト操作がタイマーで自動化され釣りに集中できる。
○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時にも効果的。
○後進の自動シフトも可能。
○逆潮の時にもポイントキープが可能。

煩わしさからの解放
FSRには、手動でコントロールしきれないデリケートな

シフトのONとOFFを時間管理するプロクラムが組み込

まれています。従来は釣りながら、同時にシフト、微速

の操作をしなければなりませんでしたが、ブイツシンク

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たけで、シフト操作を自動的に

繰り返してくれるので、煩わしい操作から問放され、釣

りに集中できます。

＝■一＿＿・一・一一で『

パワーユニット　ーPowerUn事t一

高出力　低燃費はもちろん、振動・騒音レベルを極限まで抑えたヤマハデイーセルエンジンSXシリーズ。

新型船型とのベストマッチンクにより、優れた走行性能を発揮します。

∪ト2M UF－29レB FSR Povィe「Un汗

UF－27l／B UF27L／B－FSR Pow訂Un汗

SX422KM
ハイパワーと経済性、静粛性を

ハイレベルで融合した

高性能ディーゼルエンシン。

エンソン型式′水冷句サイクぷ′五和

シリンク⊥敬ま列／笹列6郡
だ捕気迫／／4163cm

拙力（㈱力）／1醐PS）′つ8GかⅣ†1
捻M′′′470kg

町再r、、‾」七二三・JOLlさ1

．后1

㊧フイ‾チヤ‾／／UF‾30諸晶一装備品【’肌F酬胤q㍊椚

SX432KM
圧倒的な加速と
粘り強いトルクを両立した
最強のパワーユニット。

エンジン型式／水冷4サイクル立型
シリンタ⊥数百己列／囲
卿′4163Cが
正大出力（M′G蛙出力〉　ン20OkWm3mDm
にぎ質量′／48C収g

■湖齢断刀別湖■　200kW／272ps】



「＝ご、「虔亘二日≡
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《∪ト30ⅡS／D》諸元・装備品

■主要諸元

登組式 �全長 �全幅 �全深さ �総トン数　　完成質量　　搭載エンジン　　　　最大出力　　　燃料タンク容量　定員　航行区域 

E2Yl � � �1．41m �・‘m � � � �300 � � � 

E2Y2 �9．52m �2．64m �1，41「∩ �3．1トン �2．660kg �4」HS－UTZAY � �300 �リットル �11名 � 

＿＿＿＿＿＿＿＿l二

※1ハウローラーとセット

※2　別途オプションフレーカが必要

※3　トランサムステップとセット

鮮4トランサムステノフ選択時のみ

◎工場オプション

1：圧か用品オプション



《UF－291／B・UF－29r／B－FSR・UF－291／B－HP・UF－291／B－HP－FSR》諸元装備品　D■ESEL■NBOARDF■SH川GBOAT

■主要諸元

全長 �全幅 �全深さ �総トン数 �完成質量 �緯載エンシン �車大出刀 �燃料タ � � �航行区域 

UF－291／B �EOEl �9．55m �3100m �1＿64m �3＿4トン �2，630kg �SX422KM � �300 �リットル �9名 � 

EOEl �9，55m �3，00n「 �1．64m �3．4トン �2，669kg �SX422KM � �300 �リットル �9名 � 

UF－291／BHP �EOE2 �9．55m �3．00「¶ �1．64m �3．4トン �2，655kg �SX432KM � �300 �リットル �9名 � 

巨0巨2 �9．55m �3．00m �1．64m �3．4トン �2．694kg �SX432KM � �300 �リットル �9名 � 

寒∪ト2…－27諸晶蒜鮎四

⑳工場オプション

日、‾…、、…‾…‾、‾　　‾　l

］
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《UF－27I／B・UF－271／B－FSR》諸元・装備品

■主要諸元

薫漆■ �全長 �全幅 � �総トン数 � �搭載エンジン �最大出力 �‘‾．裏 �定員 �航行区域】 

∪ト271／B �ElVl �8．94n「 �2．70m �1．75m �3，2トン �2．610kg �SX422KM � � �8名 � 

ElVl �8．94m �2．70m �1．75m �3．2トン �2，649kg �SX422KM � � �8名 �限定沿海 


