


さらなる機能向上をめざして

F■Å息T・26はエキスパ小の「技」を機能」として具現化したポートとして誕生し・フィッシングをこよなく愛するアンクラーの熱さ思いに応えてきした。

そのF．A．S．T．26が、さらなる機能のアップグレードを果たしました。

シャープな船型とウェーブ・スラスター・7レドがもたらす秀逸を走りと卓越した風流れ抑止性能はそのままに、

フィッシングデッキをより有効に使うための機能性をプラス。

さらに、燃料タンクの大容量化によりロングラン性能も実現しました。弼

「NewF・A・S・T・26シリーズ」は、さまざまなフィッシングスタイルに適応します。
潔大容t化の榊斗タノク軋FAST26FAST26EX（FSR仕桟合も）に採用
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シャープなフォルムに包まれた、機能的なデザイン。

日本の海で繰り広げられる様々なフィッシングシーンに応えるデッキレイアウト。

俊敏に・そしてしなやかに波間を駆け抜ける、卓越した走航性能。

ウェーブ・スラスター・ブレード（WT・巳）がもたらすポイントでの優れた風流れ抑止性

数々のフィッシングアイテムで武装されたボディこそ「F．AS．T．」の乱

FA・ST26シリーズから、エキスパートアングラーの要求に応える

新たなフィッシングスタイルが始まります。
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鳩流れ抑止性能”と“走航性能”というフィッシングボートで求められる2つの船型基本性能において最高のパフォーマンスを

発揮するために・ヤマハ独自の性能シミュレーション設計「YPDSJ（YAMAHAPerfo，nanCeDeve10PmentSysterh）、コンピュータ

によるFEM構造解析シミュレーションや・試験走行等を経て開発した船型を採用0ウエーブ・スラスター・プレ」HW．TB．）と船底

のフラットキールが優れた保針性を発揮凋時に走航性能を損なうことなく、風流れ抑止性能に優れたキール本来の性能も向上

させていますoFAST26シリーズは発意の即妙ら3次元デザインを採用し、美しい3ロのフォルムラインをヤマハの大型NC

凱こより忠実に再現。′くウフレアーから流れる薫しいシアーラインが印的なフィッシングボ→として完成しました。
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藍尿も流れ抑止性能に効果の高いW．T．B．と
フラットキmJわを融合させた船型

FAST26シリーズは・走航時の安定性向上のために、船が傾かずに出来るだけ水平に着水する

ように、低重心フォルムを採乳また、船尾まで伸びたフラットキールは、最適な前後のバランスを

追軋旋回時の船首の取られを低減し、自然な旋回フィーリングを実現するとともに、直進安定性

の向上と干満の差が大きい地域での浜座りも可能としました。また、F・A・ST26（ま、Wid郎Pread

的re（大型フレアー）を大きく張り出させる事で、低重心フォルムでありながら、凄波性を向上させると

同時に、走航時のスプレーがかぶりにくい船型としています。
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F及蕊丁．26シリ仙スは、一人での釣行を考慮。もちろん多人数で職儲招来鳥余裕で応える

広々としたチッキとフイツシンクスタイルを選ばない機能的なレイアウトです。

操船席にはワイドなフロントウインドを採用、操船ポジションと合わせて良好な視界を確保しました。また、一人での釣行に配慮

し、FAST26では操船しながら釣りができるレイアウトとなっています。キャビン仕様のFAST．26EX、FAST26S／D、では

オプションのアフトステーション（FSR仕様では欄準装備）により、一人でも釣りをしながらの操船を可能としています。

広いフイツシンクスペースが魅力のFAST26シリーズは、／くウに2人が座って釣りができるスペースを確保。スターン中央にも

釣り座を設け、多人数のフィッシングにも余裕のスペースで応えます。さらに、高いホールド感のあるパウレールを船体の中央まで

延長、新たに高く詮定されたガンネルと合わせ、スタンディンクでのフィッシングスタイルに安心感をあたえています。

また、ガンネルをオープンタイプとし、ロッドホルダーなとの取付趨猿が容易に行えます。
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塩基点訳

フィッシングサボ叫トリモコン（FSR）を使用した「流し釣りシステム」

流し釣りとは、船首を風上方向に向けて潮と一事削こ船を流し、ポイントの上を通過させて魚の当たりを待つ船釣り方法です。

また、ポイントの湖上で船を潮や風に逆らって走らせて対地速度をゼロにし、釣り糸先がポイントの真上にととまるように

することも可能で、釣果アップに欠かせない操船方法といえます。

狙ったポイントを確実にキープおよびトレースするF．AS，T26シリーズの優れた風流れ抑止性能は、ウェーブ・スラスター・フレート

（WTB）と船底のフラットキールが、インボード艇並の風流れ特性と優れた保針性を発揮し、狙ったポイントを確実にキープします。

またフイツシンクサポートリモコン（FSR）とオフセントスパンカーを組合わせた流し釣りでは、より優れた鳳に立つ保針性を発揮します。

風■　　　　　　　　風↓

A：船内機フィッシングボート＋スパンカー

B　船内機フィッシングボ」、

C F．A．ST26

D FAST26＋オフセットスパンカー

E・プレジャータイプ船外梢艇

慣れた風流れ抑止性能とは
●船首が風下を向きにくい（ホイントに戻りやすい）

FAST26シリーズ（イラストC）は今までのプレジャーボートタイプ船外機（イラストE）と異なり、船内機フィッシングボート（イラストB）とはば同様の勧善

で風に流されるため、魚礁等のポイントで釣りを行う場合、ポ⊥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。加えて、オフセットスバン

カーを使用した流し釣り（イラストD）では、船内機フィンソングポート＋スパンカー（イラストA）と同等以上の風渡れ抑止性能を発揮します。

■シフト掛御津イマーで日掛ヒされ、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軌熱軋

■後進の自動シフトも可批逆潮の時にもホイントキープが可詑

ではありません。）風潮の観さが変わったと辛にはレ

があります。＊風向き濁流、海象により舵スパ／カ

フイブソノグサポートリモコンを使用しての流し釣り（一

には、スパンカー（船外機艇の機会にはオフセットスノ

なります。オフイリシングサポートリモコ／のご便用に托

陣書物がない事を充分に確出のうえご使用ください。

Fm丸で釣りに出掛ナたい」「一人で流し釣りを楽しみたい」、

そんなへテランアンクラーのこ要望に応えたのが
このブイツシンク・サポート・リモコンギSRです「ノ

（FlsMn8Su印〉【〉rtRmt8COn加日er〉

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

理するプログ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、フィッシング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邑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。

ご蒜蒜　操船ポジションから始れらげ・シフト聞達の操作をしながらの釣仇
）の裟簾が必要と　号．廟的珍前車的短針乾約し‡
周囲の他艇尊の　フィッ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。





ブリッジ／サイドウインドウ　　　　　　　　　　　　コクピット ブイツシンクサポートリモコン（FSR専用装備品）

広くフラットなパウチソキは十分な釣りスペースを確保。　　燃料タンクハソチに座っての釣りやサイドのガンネルに体を　プラソクの切り返しが際立つブリッジ。サイドウインドウは、快適　デジタルメーターとGPS魚探（OP）をビルトインできる木目調　スパンカー（OP）と共に装備することで流し釣り時のボイン

高く設定された／くウレールがアンプラーをサポートします。　あずけた立ち姿勢でも安心感あるホ【ルド性を発揮します。　なドライピングを演出する視認性を考慮したデザインです。　　のコンソール。慣れた操作性の油圧ステアリングを装備。　トキープを容易にし、キャプテンも釣りを楽しめます。

ホールド性の高い内側にオフセットしたレール　サイドボックス

ワンプッシュワイパースイッチ ドライバーズシート マリントイレ（OP） ガンネル スバンカー（ローマストタイプ．OP）
瀧写真にはオブショ／あよび任意よ装晶、機影のための小道具が含まれています。

燃料タンク（200月）





パウデッキ　　　　　　　　　　　　　　　　スターンデッキ　　　　　　　　　　　　　　ハードトップ　　　　　　　　　　　　　　　コクピット　　　　　　　　　　　　　　　　カデイ／カデイフロアパネル分割式（OP）
広くフラットなパウデソキは十分な釣りスペースを確保。　　燃料タンクハッチに座っての釣りやサイドのガンネルに体を　シャープなデザインのハードットップ。オプションでスカイライ10インチGPS魚探（OP）とメーター類を機能的にレイアウト　タックルの収納には十分なスペースを確乱カディフロアパネル

高く設定されたバウレールがアングラーをサポートします。　あずけた立ち姿勢でも安心感あるホールド性を発揮します。トハソチとカディ・エアインテークを用意。　　　　　　　可能。視認性に倖れた明るいコクビソトです。　　　　（OP）により、大人が横になって仮痕をとることも可能ですb

サイドボックス　　　　　　　　　　　　　マリントイレ（OP〉

パウ釣り座　　　　　　　　　　　　　　カデイ・エアインチーク（OP）

長物入れ　　　　　　　　　　　　　　ナビゲーターシート（OP） 燃料タンク（200月）

二護二脚「

トランサムステップ＆ラダー（OP）





コモンレールディーゼルエンジンにより高速性能と経済性を両立させたスターンドライブモデル。

大型パウレールが延長されたウォークアラウンドタイプのバ　高く設定されたサイドのガンネルにより、釣り易さと安心感　　雨や寒さを軽減するクローズドキャビンは、季節を問わず　シンプルにデザインされたコクピント。ワイドなフロントウインド　カーボンを基調にしたメーターパネルは、GPS魚探（OP）と

ウデソキは、快適に釣りが楽しめます。　　　　　　　　　を追求。後からの脇装が容易なオ【プンカンネルを採用。　快適な釣行を楽しむことが出来ます。　　　　　　　　　つは視認性に優れ、キャビン内を明るく保ちます。　　　　　メーター頬を機能的にレイアウト。

カデイ／カデイフロアパネル・分別式（OP）　　ドライパースシート

フロントウインドウ／カデイ・エアインテーク（OP）マリントイレ（OP）　　　　　　　　　　長物入れ



Specf伽a腕l〃S

EA．S126・26FSR
FII5

EAS．T2626FSR
Ftき○

EA．S．T26EX26だXFSR
rII5

FAS．T26EX・26EXFSR
FI50

FAS．T26諷／D
EAS．T268／DFSR

登録型式　　　　　　　　E2S5

全長　　　　　　　　　　840m

全幅　　　　　　　　　　245m

全深さ　　　　　　　　1．23m

艇体質量　　　　　　1．305kg

完成質璽　　　　　　1．494kg

艇体賢塁（FSR）　　　1．317kg

完成質1（FSR）　　1．506kg

搭載エンジン　　　　　　　F115

搭載馬力　　　　84．6kWH15ps】

燃料タンク容量　　　　　　20012

定員　　　　　　　　　　8名

航行区域　　　　　　　限定沿海

E2S5

8．40m

245m

1．23m

1．305kg

1，531kg

1，317kg

1．543kg

F150

110．3kW［150ps］

2001！

8名

限定沿海

∈2S6

840m

2．45m

1．23m

1，408kg

1．597kg

1．437kg

1．626kg

F115

846kW【115pS］

2002

8名

限定沿海

E2S6

8．40m

2．45m

1．23m

1．408kg

1634kg

1．437kg

1，663kg

F150

1103kW［150ps】

2002

8名

限定沿海

置三棚一一L　－イ　■一　′′1…－　　　K誉聖讐
航海灯セット　　　　　　　　　　ヒーターK薫2　　　　　　　　　リアカバー※4

マストセント※1

カティ・エアインテーク

スカイライトハッチ

カティフロアパネル（分割式）

カディサイドシェルフ

マリントイレ

開閉式サイドウインドウ（左舷）K端3

2系統充電システム

火災警報K薫2

浸水警報K※2

ナビゲーターシート

リーニングシート※4

アプトステーション※3

左舷ストームレール　緊5

右舷スターンレール

燃料タンク上物入れフロア　※5

スパンカ‾（スタンダードタイプ）用取付ペース轡

スパンカー（ローマストタイプ）用取付ペース・＃6

削デッキライト等全周灯の視界を姐ずる餓装晶と航海灯を両方装備する場合に必要となります8（航海灯単独の場合はハ1ドトップ上に直付けするので不要です。）
※2FAST26FAST26FSRFAST28EXFAST26EXFSRには装着できません

※3FAST26FAST26FSRには装着できません。

媒4FAST26EX・FAST26EXFSR FAST26S／DHPFAST26S／DHPFSRには装着できません。

※5FAST26S／DHPFAST26S／DHPFSRには裟傭できません。

l欒6FAST26S／DHP FAST26S／DHPFSRには不要です．

∈2S7

8．40m

2．45m

123m

1．467kg

1，882kg

1．482kg

1，897kg

VOLVOD3

125．OkW【170p∈；］

160g

8名

限定沿海

員押卸仙川鹿

パウレール

パウロッカー

グノート

サイドボックス

ハードトノブ※1

カティドア域1

アクリル製サイドウインドウ（両舷）欒1

フリノジ※2

キャビンドア※2

アグノル製サイドウインドウ（左舷）※2

開閉式サイドウインドウ（右舷）※2

フットレスト※2

ワイパー＆ウオソシヤー

ポ」トライト

ブレーカーパネル

スイッチパネル

ワンプッシュワイパースイッチ

エンジンリモコン

ステアリングホイール

メーターパネル

タコメーター

スピード＆フユーエルメ一夕ー※3

トリムメーター（VOLVO）穀4

水温計（VOLVO）欒4

ドライバーズシート詳5

イケス（160月）

イケススカソパー

スターンハッチ（LノR）

エンジンルームハソチ鞘4

／くノテリースイッチ

ベンチレーター

ハルラインテープ

rFSR専用　　　＼
フイソシンクサポートリモコン

アフトステアリング

フロントウインドウ　　　　　　　　　　　EVC（EJectronICVesselControI VOLVO）域4

※l FAST26EXFAST26EXFSR F＝AST26S／DHPFAST26S／DHPFSRにはま趨できません。

※2FAST26・FAST26FSRには装篇できません。

欒3スピードセンサーはオプションです。FAST26S／DHPFAST26S／DHPFSRには装着できません。

※4FAST26FAST26FSRFAST26EXFAST26EXFSRには装着できません。

※SFAST26FAST26FSRはオブショノです。

佃品オプション装備品　　　　　　　　　　　　　　l
アンカーデーピソト※1　　　　タンクルボックス※2　　　　　トランサムステンプ

三方ローラー※1　　　　　ロッドホルダー　　　　　トランサムラグ」歎6

アンカーウィンチ　　　　　　　デッキライト

ルームライト　　　　　　　　　　ソーラーパネル

ナビボソクス　　　　　　　　　補機※3

コンパス　　　　　　　　　　　スパンカー（スタンダードタイプ）※4

GPS魚探 スパンカ‾（口】マストタイプ）ノ弟5

※1三方ローラーとアンカ「テーピッ帽同時に装着することはできません。

淋2FAST26EX・FAST26EXFSR FAST26S／DHP・FAST26S／DHPFSRには装着できません。

濯3FAST26S／DHP FAST26S／DHPFSRには装着できません。

猿4スバンカーの取付けには別途取付け金具か必要です。
スパノカーの取付けご使用の際には寺門的な知比が必要です。烏取付けの際には販売店にご相殿くだ乱、。

弾5スパーカーの取付け、こ使用の贋には専門的な知紙が必要です。お取付けの脛には販秦店にご相談ください。
※6トラノサムラダーの取付けはトラノサムステノブの装着が前提となります。

ヤマハ発動機株式会社お客様相談豆　蔭頭0120－090－819

」二≒t∵∴圭∵∴∴．＼．∴∵∴㍉㌫書∴∵リ　＿二
⑳法規とマナ‾を守り周囲や自然環㈲こ十分配慮し安全な抗行を心釧ナましよう。◎定期点横型偏を環英に冥施し出港前の点検塾伯

を励行しましよう。◎安全横尾の搾控を行い涼総免許検査手帳を必ず携行してください。⑳乗船者は安全のためライフジャケットを着用

しましよう招定員を守りましょう泊天気予報を確認し常に気組こ注意を払って無理のなし1航行をしましよう。⑳航行計画を立て事前にマ

リ‾ナなどに届けを出しましょう凸◎立ち入り禁止水域や船舶航行の頻繁な水域は避けましょう。◎漁罫従事者に迷惑をかけないようにしましよ

う招濱を汚さないようにしましょう招航行中、キャビン内lこ伝わる衝撃は予想以上に大きいものです。乗員に荒を配り必寧lこ応じて注意唄起
●商品細大きさや長さの目安です－正確な敲伯については主は元などでeMくだ乱い一●奉仕削改良のために予告なく変更されるこ　を行ってくだ乱1｝

且を含むことが削ます。●この印刷物を無断鞭■無断使用する書はお顔DLます。●カタログに渇水のモデルでは匹内のみの眼矧こ関らせ
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