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ヤマハでは、WTB＋オフセントスパンカーで風流れが抑止

効果を上げ、続いて「輔横操船システム」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

風

く閻弥抒

これまでの手動
スロットル操作

FSRの艇の

プログラム

された

挙動イメージ

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、フイツシン

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。

、Jごさ、・

操船ポジションから離れられず、シフト微速の操作をしながらの釣り。　フイ′シングサポートリモコン装備艇なら、シフト操作から解放され
釣りに専念できます。

＊風洩れを尭全にキャ／セルするものではありません。（ポイノ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創二はレハ一位藁を調整する必要があります。＊凰

向学、潮液海象により舵スバ／力【の操作が必要です。＊ブイツソノクサポートリモコ／を使用しての捜し紗J（ポイ／トキープ）を行うためにはスバノカー（船外機艇の場合

lこはオフセットスバノカー）の装麓が必要となります。＊フイツンンクサポートリモコンのご使用に際しては、周囲の他崩等の障害物がなし、事を充分に確認のうえこ任用くだ乱、o
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乳装備品等詳紗は次項をご覧ください。

噸塊加療
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FAST26・26EXは収納スペースが広く多いのが特長です。カティ内フロア上収納は、2，150リットル、

カデイ内フロア下収納では1，900リットルと大きく、釣り竿など2．2mの長い物も収まります。左右のスター

ンハッチ、燃料タンク部のスターンハッチ内にも釣道具などが充分に収まります。イケスは160リットルと

大容量化を実現。思いがけない爆釣、大漁にも余裕で応えます。また、豊富なオプション装備品を設定し、

さまざまなフィッシングスタイルに対応します。

払柑蜘楓細馳副職

2ステーション　補機操船ソステム（26EX）

半
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鐘





戊痢励声好守㊥侶

関金番組参院錮

FAST26S／Dシリースは、平成22年3月末日をもって

販売を終了させていただきました。

詳しくは、販売店までお問い合わせください。

FAST26S／Dも収納スペースが広く、多くの釣道具をきれいに収納すれば、カティフロアでの仮眠もで

きますロキャピン内はドライバーズシ小下、カティ内フロア下収納では釣り竿なと1．8mの長い物も収納で

きます。スターンハッチ内にも釣道具などが充分に収まります0イケスは160リットルと大容量化を実現、大

漁にも余裕で応えます。また、冬期の釣行にうれしいキャビン内を暖めるヒーターなど、豊富なオプション

装備品を設定し、さまざまな釣行スタイルに対応いたします。

‾訝囁臣鍼怨揖沙瑚噸範私

通撼蜘御舶鴫　　鰍転　　　　ヨ紛　　　　京鴎　　弘蹴馳　噂軌 ●標準装際品

純正オプション装備品

用品オプション装備品

「腋
●バウサイドポ′クス

カデイ内書方
（カティフロアハネル分訓式、カティサイドンエルフはオプション）

7［】ントウイント＆ワイパー　　　　　　長尺物入れ

■写真にはオブンヨーおよび撮影のための小道具が含まれております。
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スタイリッシュな外観デザインに、高密度ウレタンとFRPによる一体成型三重構造「FOAMAPJを採用。最高レベルの不

沈性“SuperF】oat”を実現し「安心感」を撲焦いたします。

FOAMAPはヤマハならではの構造解析技術が生み出した、全く新しい艇体構造。FRPで壌属されたアウターハルとイン

ナーハルの間に高圧でウレタンを注入して一体成型した三重構造で、通常のFRP単板構造やサンドイソチ構造に比へ、

不沈性と剛性の面で高レベルの特性を発揮します。安′レ快造・便利を提供する新たな工法です。

また、艇体剛性にも優れでいるため、艇体に態が付きにくく、万が一、艇体の一部が関孔し浸水しても、安定した自走によ

港が可能なはどの浮力を有しています。馴

旗癌臓胱瑠∽覇最拶媚脾紺鉢都側雛壇臨将払

卿繊細蘭除塵療誠挿◎
FA．S．T21は同クラスのフイツシンクポートに比べ大容量の収納スペースを

確保しました。カティ内は高さも充分に取り、マリントイレもゆったり使用できる　　　　にも余裕で応えます。また、オプションでリアカバーを用意し、寒い季節の釣行に

空間です。カティ内フロア下収納では釣り竿など18mの長い物も収まります。　　　も便利です。その他、豊富なオプション装備品を設定し、さまざまな釣行スタイル

スターンデッキ中央のイケスは125リットルと大容量化を実現。あらゆる釣果　　　　に対応いたします。

＿＿、卜

傷　・二‾＝：：二：皇

室欒L最詣芯認諾済
ゞl　…－．、∴、∴こ！∴

と優れた動力性能を発揮します。コマントリンク

システムを代表とする数々の先進テクノロジー

によって築かれた信頼性が、アングラーの釣行

を支えます。



登録型式

全長

全幅

全深さ

26

26FSR

艇体賃重

完成質量

艇体汚塁

完成質量

搭載エンジン

搭載馬力

燃料タンク昏塁

定員

航行区域

E2S1

840m

245m

123m

1，273kg

1，473kg

1．285kg

1，485kg

F115AETX

846kW【115ps】

160g

8名

隈定沿海

E2S1

840m

245m

123m

∋　1．273kg

1．503kg

1，285kg

1，515kg

F150AETX

l103kW［150p∈；］

160．

8名

限定沿海
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純正オプション装備品

●航海灯セノト

●マストセットン巨1

●ヵティサイトレール

○ヵディプロ／トエアイ／テーク

●ハードトノプル曲フハノチ

●ヵティフロアパネル（分割式1

●ヵティサイドノエル7√左舷ノ

●ヵティルームライト

●マリノトイレ（手動式、

●ハードトノブカバー

●ハートトノブ右舷ポール鞍2

●捕捜操船ンステム（レバーキノトリ／ウキノト）※3

●トライハースシートセノト（油圧ダノハー回転式）

●ナヒケークーシート（折畳式）詳4

＠リー二／クソートぷ5

●デノキライト

●サイドスターノレール

●燃料タ／ク上物入れフロア

●非常始動／ステム（F115用）嶺6

●バックレストレール（右腹スター／）

●モーターウェルハ／ルール（左舷）

●ストレーン（サイトカノネル下）

●オフセットスハンカー用酎寸へ－ス※7

●オフセットスパ／カー用サイドステープラケント涛7

◎中　　　　　森㌫㌫憲凱佃よドライハ‾スシ‾トの

※5ドライバースシートとの情用は辻東軍せん。

嘉6パノテリーは含み慮せん。

欒7オフセノトスパノカー取付軌二はスパ／カー

スパノカーへースサイドステープラケントチノンヨナ

イノペウショノカバーがせ要です。

用品オプション装備品

○ァノカーテーピント茫1

8三方ローラー茂1

◎ァノカーウイ／チ

㊤ァ／カーウイノチ用クリート

●GPS魚探

●コノパス

●ナヒゲーターボンクス

○ドライバーソート下タノクル80X弦2

◎イケスサブハッチ

●イケス水t調節パイプ

◎サイドクリート

○スバ／カー※3

0長物フノクSML〔サイトカノネル下）

◎スター／用ア／カーウイ／チペース

◎スター／用ア／カーウイ／チ（縦型〉

◎スターノ用アンカーデヒット

◎トラ／サムステップ指4

⑰トラ／サムラダー滞4

●ロンドホルダー

●角型メーターカバー（ンルパー〉
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E2S2

840m

245m

123m

1．377kg　　ト

1，568kg

1，406kg

1，597kg

1．458kg

1．649kg

F115AETX

846kW［115ps】

160；

8名

限定沿海

F曽50

∈2S2

840m

245m

123m

1．377kg

1，595kg

1．406kg

1．624kg

1，458kg

1．676kg

F150AETX

llO3kW［150ps］

160′

8名

限定沿海

句〟かJneJlb

26EX

26［×
FSR

腱体質畢

完成真空

艇体質量

完成質量

26EX艇体巽董
HG　完成笑量

搭政エンジン

搭載馬力

燃料タンク率塁

定員

航行区域

バウレール

パウスプリント

パウクリート

ハウロノカー

ハウサイトホノウス

エンジンリモコン

テジタルクコメーター

テジクルスヒード＆フユーエルメ

木目調メーターパネル

タンシュボードノンスリノブスペ

ドライバーズシート

フソトレスト

リアド77

キヤビ／パーテー∵／ヨン（キ十／ハ

右舷スライドウインド

カティ明り取窓　　　　　　FAST2BE〉（FSR専用

ワイパー＆ウォッソヤー　　　　フイノシンクサポートリモコン

スイノチハネル　　　　　　　　アプトステアリンク

ブレーカーパネル

ハンドレール（フ■ル／サイト）

オープンカ／ネル

イケスし16OL・

イケススカツパー

スカ　ノハーハ／ドル

スターンハノチ（左右〉

燃料タンクハノチ

燃料タンク（160L）

パノテリーフィックス

／くノテリースイノチ

スターンクリート

F旦阜T26巨XHG専用

フイツシノクサポートリモコン

アフトステアリノグ

航海灯セント

マストセット

ハードトノプルーフハノチ

カティフロントエアインテーク

カディフロアパネル（分割式）

マリントイレ（手動式）

左舷スライドウイ／ド

サイドスターンレール

●　○　●●　●　　　　　　　　●　　　　　　01州01I

〇　　　〇〇 純正オプション装備品

630

0　●○●　　　●●　●　○●　　●●　●　●　　●　　　　　　　　　　　　○●

◆①航海灯セット

★●マストセット好1

●ヵティサイドレール

★●ヵディフロノトエアイ／チーク

★●ハードトップルーフハソチ

★●ヵディフロアパネル（分割式）

●ヵティサイドンエルフ（左舷）

●ヵデイルームライト

★●マリノトイレ（手動式）

●バックレストレール（右舷）

●モーターウェルハノトレール庫舷）

㊦ストレージ（サイドガ／ネル下）

⑳オフセットスバノカー用取付ベース顔4

0オフセノトスバンカー用サイドステープラケノト蔑4

0オフ七ノトスパ／カー用テノ／ヨナ一糸4

諸1GPSア／テナ琴装丁昭はマストセットが仏麦です。

落22ステーンヨ／補職彙船は、26EXFSR

26EXHGには装■できません。

詳3ハッチリーは含みません。

渡4オフセソトスバ／カー取付けにはスハ／カー

スパンか－へ－スサイドステープラケントチノンヨナー

用品オプション装備品

○ァノカーデーピント㌫1

8三方口一ラー※1

0ァ／か－ウイノチ

0ァンかウイ／チ用クリート

●GPS魚探

●コ／パス

●ナビゲーターボックス

○イケスサ7ハッチ

●ィヶス水1踊ハイプ

㊤サイドクリート

◎スパノカー

●長物フノウSMしけイドカ／ネル下）

○スター／用アノか－ウイ／チヘース

◎スター／用アノカーウイ／チ（縦型1

◎スターノ用ア／カーテヒノト

◎トラ／サムステンプ某2

◎トラノサムラダー㌫2

●ロドホルダー

⑬角型メーターか叫ノルパー〉



FAST265／Dシリーズは、平成22年3月末日をもって販売を終了させていただきました。詳しくは、販売店までお問い合わせください。

5poc的C■が0115

主要諸元　　　EAST26S旧岨付　EAST26Sの棚眉無

登録型式　　　　　　　　E2S3

全長　　　　　　　　　840m

全幅　　　　　　　　　245m

全深さ　　　　　　　　123m

艇体質量　　　　　　1．411kg

完成巽塁　　　　　　2．011kg

搭載エンジン　　　　　D270KUH

搭載馬力　　　　950kW［129ps］

燃料タンク容量　　　　160g

定員　　　　　　　　　8名

航行区域　　　　　　眼定沿海

E2S3

840m

245m

123m

1．411kg

1．961kg

D27DKUH

950kW［129ps］

160‘

8名

聞定沿海

句Ujp〝Ie′Ifぎ

標準装備品

パウレール

パウスプリノト

パウグノート

パウロノカー

バウサイドポノクス

エンジンリモコン

ステアリングシステム（手動油圧）

タコメーター

燃料計

木目調メーターパネル

パワーチルトスイッチ

純正オプション装備品

右舷スライドウインド　　　　　　　　　①航海灯セット

カディ明り取窓　　　　　　　　　　　0マストセット※1

ワイパー＆ウオツンヤー　　　　　　　　　②カディサイドレール

スイソチパネル　　　　　　　　　　　　⑨カティフロノトエアイ／テ

ブレーカーパネル　　　　　　　　　　　④ハートトンプルーフハプチ

ハンドレール（フリンジサイド〉　　　　　　　0カディフロアハネルt分害

オープノガノネル　　　　　　　　　　　⑨カティサイドソエルフ（左稟

イケス（160L）　　　　　　　　　　　　（コカディルームライト

イケススカノパー　　　　　　　　　　　　⑥マリノトイレ（手動式）

スカッパーハンドル　　　　　　　　　　⑦左膝スライドウイノド（工

燃料タ／ク（16DL）　　　　　　　　　①2ステー／ヨノ

用品オプション装備品

○ァ／カーテーヒノト羞1

◎三方ローラー流1

◎ァノカーウイノチ

◎ァンカーウイノチ用クリート

OGPS魚探

◎⊃／パス

●ナヒケークーボックス

0ィケスサフハッチ

●ィヶス水1調節ハイ7

0サイドクリート

0スパ／カー

●長物フノクSML（サイトカノネル下）

0スターノ用アノカーウイ／チペース

⑬スターン用アンカーウインチ（縦型）

◎スター／用ア／カーテヒノト

◎トラノサムステンプ蕊2

◎トラ／サムラダー幣2

●ロッドホルダー



和〃㊥〝帽nb

主要諸元　　　　FAST21F90　　　　FAST21FItg

登録型式　　　　　　　　E3Dl

全長　　　　　　　　　638m

全幅　　　　　　　　　2．35m

全深さ　　　　　　　　116m

腱体質塁　　　　　　　940kg

完成質爵　　　　　　1．114kg

搭載エンジン　　　　　F90BETX

搭載馬力　　　　66．2kWt90p∈；］

燃料タンク容冠　　　　110g

定員　　　　　　　　　6名

航行区域　　　　　　眼定沿海

E3D1

6．38m

235m

1．16m

940kg

1，131kg

F115AETX

B46kW［115ps】

110．㌔

6名

限定沿海

／くウクリート

ロープロッカー

フロントウインド（強化ガラス）

サイドウィンド（アクリル）

ハードトノブ

コンノールドア

ワイパー

ウィンドウオッシャー

ブリッジサイドストームレール

イケススペース＆イケススカッバー

プロアスカソパー

薗定燃料タンク

スターンハッチ

ハンドクリップ

バンテリース／ヾ－ス

パンテリースイッチ

ブレーカーパネル

木目調メーターパネル

テンタルクコメーターrコマ／ト■ルク対応）

デジタルスピード＆フユーエルメ一夕ーロマ／トLルク対応）誠1

5　10　0

腑】613悟11⑳　計◎　7◎JM　11　5JlO

」　　　と　　しこ芋，し、」」
5航海灯（停泊灯）　　　　　　　　　4ストレージドア

純正オプション装備品

○サイドバッド※3

●リー二ノグシート

●テンキペ／チソート

●補機工／ジノブラケット汰4

●スターノレール

●トラノサムレール

0オフセノトスパノカー用取付ベース敦5

戴1パウレールは標準レールと内悍レールの同時挙手は

出来ませんぅ

攣2パノテリーは含まれていません。

識3左右2個セットです。バウスタン働どちらでも取り仰J

悠5オフセノトスバンカー取付けにはスバ／カー

スパンカーペースサイドステープラケットが堂要です。

用品オプション装備品

OGPSプロソクー魚探

1，ァ／カーテーヒット

◎リアカバー

●エレキモーター

○アノカーウィーチ（140W〉

●アンカーウィ／チ用グノート

○コ／パス

◎埋め込み式ロノドホルダー

●トラノサムステンブ＆ラダー欒1

0角型メーターカバー（ンル／ト〉

◎スハノカー


