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ボート・ヨット・エンジン価格表

ご注意

1．価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。地域・納入場所などの条件により異なる場合
があります。

2．ノンルソケージ艇の本体価格にはエンジン価格は含まれておりません。

3．法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、
オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。

4．価格・仕様は平成27年3月5日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。

お問い合わせ、お求めは・

152N三041001



BOJ汀標準価格例　　　　　　　　　　　　税抜別冊位㈲

■圭　欄　名 ��エンジン タイプ � �槽t■力 【k叫咽） ��t大kt■力 （k叫咽） �苛 �エガン げっケージ �メーカーIl州鵬 ①寸々〉◆① ���tl鴨明媚 

■〔XULT 

凋l〔ATC12ACERTx2l526（715）×2 ：轟：：≡≡二≡三三：…　惚≡…：… ����帯芯吊 ��● ● ● ● �78．407，900 72．666，200 l77．366。200 ���13－1 77 71 76 �．098 ．358 ．730 ．430 �・甲0 ．000 ．000 ．000 �1去年仕唱； 五体忠袴r 甲声竺r 玉廷巴轄r ��こ含む こ含む こ含む 三吉L ��1．95－1 1．049 956 956 �．400 ．900 ．200 ．200 

■BIGBOAT 

11コ �● �40．249．400 ���39，4眼000日朝矧 別途御見積不吉任那： �����こきも 二含む ��761，400 別途御見積 

搭載EGによ三㌧与†● 
l 

SR－XF70 ��7　0伯 �F70A〔TX �51．5（70） �� ��● �2．つ臼8．100 ���2293000 ���本体璧 ��含む 含む ��95 ‾146 �．100 ．900 

XF90 �0ノB �F90BETX �66．2（90） �� �こ　5 �1‾▲】 ��つ �．900 �2．4 ��．000 �享年8 

XF115 Xd（FllE〉 �0ノ8 �F115日【TX � �．6日15） �84．6日15） �■　5 �● � �9 5 1 �00 00 od‾ �2 3 4 �，93 ・早？ ．82 �00 00 00 �本体価 本体価 ��こ含む こ含む ��15 15 �DO 00 

0ノa �F1158［TX � �．6（115） �84．6（115） �5 �● � 

XリF＿1651　　　　　　● �0／8 0／8 9／8 0／B �F115BETX FT50A【TX F115BETX � �j・4（1甲 ．6（115） �121．4（165） �5 �● � ������本懐価 ��こ含む ��19 �9〇0 

23FF115 23FF150 24日15 ������10 �● ‾●‾ �「 �卓 0 �00 00 � � �00 90 00 00 �本体価 ネ鱒 本体偲 不体瞳 ��含む 含む 含む 含む ��126 30 27 27 27 27 3g 35 35 �00 00 00 00 dd OD 00 60 00 

0・3（159㌧ ，6日15） �147．1・：200） �10 

8 �● � �17，100 57tlOO �� �1 ．7 

24－FSRF115 �○／8 0／B 0／B �F115BETX F130A［TX F175AETX F＿175AETX F200f＝〔TX ��．6（115） ．6日30） � �8 8 �● 

24F130　　　　　　　　　● �������● � �1．600 �� � �qO 00 �志体 不徳 � �含む 含む 

．6（130） 8．7日75） 8．7日75） 7．1（200） 7・1（2＿甲） 3．9（250） �147・1二‥200）「8 ��● ● � �．271．600 �� �．99 

0／B ？／早 0／B ��������0．100 �� �．775 �0 �本体 � �含む 含む 含む 

ム古さ00 �������● ● ● � �70．160 00，100 10．160 ��5，41 4．84 ��甲 00 �本体 本体 

2一トFSRF200 �0／叫F250PEIX ���� �8 1も �����5，4 ��．000 �本体 � �こ含む ��35 �60 

● �������● � � �00 �8．6 ��00 �本体 � �こ含む ��‾吉元 �00 

Y �二FSR　　　　　　　● ��� �9（ざ50） （115） （115） 日30） （1号D） 7（175） � �10 �● � �0 �00 �9，23 ��00 �本体 �・● �こ含む ��375 �0 

F F F F F �T．26日15 T・26＿F130　● T・26F175　● ��� ��147．1（200） 147．1（2001 147．1（200） 147．1（2001 �8 8 8 �● ● ‾▲ ● � �7 8 4 �00 00 00 00 � � �00 00 00 �本体 � �こ含 � �27 �00 00 由 

云仕 本体 � �含 含 � �き7 27 

8 �● � �2 �00！ ��● �．000 �本体 古体 � �こ含 こ含 � �35 �00 00 

0／8 �F175AETX �12 �7（175） �147．1（200） �8 �● � � �700 ��．779 �00 �����3古 

．26F200 �0／B �F200FETX �14 �ラ了玩所‾ �147，1（2001 �8 �● � �9 �00 � � �00 �本体 � �こ含 � �357 �0 

0／日 �F200FETX � �200） �147．1（2001 �8 �● � �0 �00 �5 � �．000 �本件 � �こ含む ��35 27 �00 00 

．26［X　F115 �0／B �Fl15BETX �84．6（115） ��147．1（200） �8 �● � �2 �200 �5 � �．000 �不住 � �こ含む 

0／B �F115BETX � ���8 �●l ● � �3，200 �� �08，000 ��本体 � �こ含む ��27 �D 

F．A �126亡X　F130　　　　　● �0／B �F130AtTX �9 � ��8 8 �� �．789，200 ��5 �14，000 ��本体 � �こ含む ��275，200 

0／B �F130A【TX � �30） �1－17，112001 ��i � �．449．200 ��6 �74、000 ��本体 �繕 �含む ��275．200 

26【XF175　　　　　　● �0／B �F175A王TX F280F巨TX � �7（175） 7日75） �1－17．1（200） �8 8 8 8 8 8 5 6 10 �● ● ▲ ● ● � �75， 35． 45， 05． 3b． �700 700 ラ50 700 000 � �相，000 78．000 ��本体 本体 �椙 �含む ��357，76す‾‾‾ 357．700 

F F F F F �T．26〔X　F200 �0／8 0／B �� ��147＿1（200） ���������� �‾含む 

1＿堅型 1（200） ワリ70） ワリ70） 1（601 8（50） 2（90） 2（90） �1－17．1（200） 147．1（200） 125劇170） ������ �8 4 �，000 �本体 � �▼含む ��35 55 33 裏 16 16 ラ4 �00 00 00 00 00 00 00 

9／P 軍（〕 S／⊃ �F200F［TX � ����������，000 �本体 � �‾含む 
T126S／D－HP �����������7 � �0 �本体 � �‾含む 

CCF60 �����125．0日70） 44．1（60） 36．8（50） 66．2（90） 84．6日15） ��● ● ‾▲ ● � �8 1 �00 00 � � �00 00 �本体 血 �轄 袴 �含む 含む 含む 含む 0／8 0／B 0／8 0／8 0佃 �F60CETL FもoF［Tこ F90BETX F4t）FETL � 

F F F �OLTD �������� �3 1 �00 00 � �6 6 �00 ob �本臨価特 写仕儀． 

十十十十十 ������10 �● �2 �2 �300 �2，57 ��DO �古体価 ��：含む ��24 1‾8 20 24 �00 
そ！40） 1（60） 2（90） �29．4（40） 44．1（60） 66．2（90） �5 6 8 �● � �．73 �0 �1．5 ��00 od 00 �古体価 本体価 本体価 �轄 畠 堵 �含む 含む 含む ���古0‾ 00 DO 

B8Y B叫 �FiSheT23 F．she†25 �○′伯 0伯 �F60C［TL F90EETL �����● ●1 � �6 �00 ot） �2，06 乙57 

U U �llS／DdLHS ll‾SノD6LP �l／0 l／0 �Yam¶ar6LP・Dm �125日70） 173（235） ��173（235） 173（235） �11 11 �：†：≡：喜≡…： ���900l13 9DO：14 ��．305 ．598 �．000 ．000 �軒掛野軌 本陣阻阻・ ��こ含む こ含む ��3糾． 35白． �900 900 

U �XHP XHP－RH �l相 川 l畑 l／B ＿l／8 1／8 け6 1佃 】畑 1／B �VかノOD6－330 VdVOD6－370 VかJOD6・370 ∨血oD6▲370 �243（330〉 272（370！ 272（370） 272（370〉 ��243（3301 �9 �● � ������ ����340． 640． 64わ． 620． 5ぬ 6‾83． 683． 730， 730． 55日， �900 700 600 700 4も0 800 8bo 700 700 700 

F F F F F ������‾うラうわ7bi 272（3701 �1 12 12 �‾▲‾ ● �1－．44． 「19，オフ占． 19．55－1． 19，997． 27．628． 28．583． 25，659． 「27畢 31．487． ��由0 700 400r 由DL 800【 ト 700： ト 700： 700： �18 19 18 19 26 27 24 27 30 �．60－1 ．234 ．934 ．497 ．9▲15 ．900 ．929 ．229 ．929 �．000 ．000 ．000 ．00も‾‾‾ ．000 ．000 ．000 ．000 ，000 �I 車壷由■ 本や轡7 本平均【 本体伍椙′・ 本体徳轄F ��」L 二I、 � 」含〕 こ吉も こきも こ含し こ含む 

35116LY2 dOHP dOHP‾∬R　● 　● R－EX　● R‾FB　■－ ��∨くれ′OD9・575 Vか／OD9－575 VdJOD9－500 ∨⊂山oD9－500 Vc山OD9－500 �279〔380） 423（575） 423（575〉 36引5do〉 366（500） 36引500） ��279（380） 42封575Ij d23（57引 365（5001l �告： 封引 幻：ト 

軽率 車体色耀F 志度怒埠r ��こ含む こ含む こ含む． 



■■葛 �工ンミモノ タイプ � �槽t■力 （l叫咽】 �t大層■■力 【l叫咽） �習 �三万ノ ．■てガ七・ �メーカー雷l小柵 q〉・①・① ��■犠 ��明ヰ （か本体価格 � ��③洲 

SR310　　　　　　　　　　　　● �P／鞋＿ ？／P 0′伯 0／8 0／8 0／B ○畑 ○／B 0佃 0／B 0／B S／D l／○ �冒50A［TX � ��10 70 6 白 い ‡十 ∋ � ���18．690．000 21．490．000 3．700．000 6．540．000 7・140・甲0 6．707．000 7．307．000 10．767，000 11．791，000 10．186．000 �卒怪 石践 去年 不住 本体 古体 本体 本体 本体 攣 杢鱒 �含む 鱒 含む 含む 含む 含む �218．350 291・9甲 291．9DO 336．900 336．900 381，300 395．200 361．20D 382．700 408000 

SR310メ　　　　　　　　　　　● ��F350A［TX � �1257，4（350） ��●い4319〔・D FR－20　　　　　　　　　　　　● ��慧∴1憲汗語 
CIJe SC・30eX �� ��147．1†2CO） ��● ● ● ● ● ● ● �1・ここ‘ �00 0l〕 〕ウ ら： 

含む 鱒 含む 鱒 含む 

l亡」、しこ＿　　」 � ��●‾ � ���本 �に含む �813．600 

■AEROGEAR 

●SPORT80AT 

ノこし鱒 二：∴rl曇 キ華 互ノトu � � � �‥　●　ウ阜■フ・さ：二 ∴●　一、・1■1・、r ���� ��特に含む 椙に含む �313月00 315月00 267．800 267．800 222．400 222．400 

212X A【1210 AR192 AR190 ��1812∝ト吋帥JtEr耶×2 �1う2，4（180）×2 � �1 q �し＿＿＿＿．＿阜三二三一宇】－ ●■丁．て章「．壬；・二・ ���ナ室・：亡、ひ二〇 �i古傷価 �噂に含む 1，812∝叫伽t〔r卵X2 

75（102）×2 �75（102）×2 �9 �● � ��� 

1．812∝㈱［「耶 �154．5（210） �プ＿5タ・5（210） 132．4（180） �81●…5・7m二・＝・ 81●‾i‾5．d22．4CO ���� ��噂こ；声年 噂に含む 

1．812cc叫伽t〔「耶 �132．現180） 

セット価格例は催体エンジン価格に′玉定安全鳥品・エンジン間係諸■用を加えた参考価格です。
エンジンバッケーシ暇はエンジンが予めセントされています。またプロペラは予め含まれています
刀ラーハル対応艇のカラー変更につきましては別途t用が発生します。



ⅥlCHT標準価格例　　　　　　　　　　　　横抜価格価格馴

●ヨノト　けルーサー一　言イノキー）のほ堵lユ工場亡増し価格です。運T E航▼ト粥虔申し受けます。

lMPORT【DBOAT標準価格例　　　　　　槻抜鵬榊億㈲

触舵機王国、♯重代行手数料、オフノヨノは含まれておりません亡

＊この価格は平成27年3月1日のものです。亀曾変動により価格は予告なく雲量される事があl）ます。

■この仕積は平成27年3月1日のものです．仕様は予告なく変たされる事があります。

■この価格は積嘉へイワイドマリーナ又は、新西宮∃′トハーハー凛し価特です。

×エンシンクイ7　0／8＝船外t■、l／〇二船内外債．し伯＝船内l■

l P S＝ボルボI P S、SD＝セールドライブ



OUTBOARDMOTOR標準価格例税抜価格脚立冊
4ストローク船外機

■4ストローク船外機くハンドル仕様〉

嶋柵名 �トラ刀ム 舛ズ �区　　分 �メーカー♯1 小t■■ 

F2AMH �≡　S � �108．300 
L � �109．900 

F5AMH �S � �135．000 
L � �138．000 

F6CMH �S � �145，000 
L � �148，000 

F8FMH �S � �208，800 
L � �214，200 

F8FVJH �L � �240，900 

FT8GMH �ヽ � �238，700 

F9．9」MH �S � �255．000 
L � �260，000 

F9．9」WH �L � �280，000 

FT9．9LVVH �し � �277，600 
ヽ � �290．000 

F15CMH �S L � �336．000 
341．000 

F15CWH �L � �373．000 

F15C［HP �し � �395．000 

F20BWH �L � �412．000 

F20日［HP �L � �429．000 

F25DWH �L � �426，000 
X � �421，000 

F25DVJHD �L � �445，000 
× � �448，000 

F25DEHT �L � �459，000 
ヽ � �458．000 

F30BEHD �し � �614，000 
× � �603．000 

F30BEHT �L � �667．000 

F40F［HD 　　1 �し �工レ州っト7ユー工lレインシ■lワシ］ン首．㌧l �735，000 
× � �725，000 

F40FEHT �し � �792，000 

F50HEHD �し �工レク軌トフユーmインノ1ウシ】ン首ル】　735．000 

●穐■磯1は全て予傭穫i付きです。
●Mはマニュアルスクーター仕樽〔はt勤スターター仕様、肌■はマニュアル十t■りスクーター仕様

です。Hはマニュアルハンドル仕様です。

Dはハイドロ千ノ」卜仕樗　TはPTT　いワートリム＆チルト】仕様です。

●パマニュアルハノドル）仕様に13鯉I4クンク、プロペラが含まれております・′F50トtト｛）除く）

FT9乱W札はブコ′ミラが同梱されておりませんので、別塵手配が必要です。

●リモコン仕様船外機は取付セノティノつハーノが必要です　別途ヤマハ帖外疇禁堵喪をご善昭（

ださい。

●F25∝　F25［モTはリモコノ、クノ「ハイプ1テアリノウガ1卜が同額となりますV

●F30B F40FのリモコノJ士和は　ウノ7　日丁プ乃同咽ともl〕ます∩

●t動スターター機積は　ハノテリーを含みませ∧。

■M■－－－

14ストロークSHOシリーズ

■■名 �トラニ仇 ，イ7 �区　　分 ��■lカー●曹 小売書鴨 

F165AET �L � �】ンモデル �1．750．000 

F185AET �し � �】ンけル �1．850．000 

F225G［T �L � �】ンけ凡 �2．010．000 

F250FET �L � �】ンモデル �2．070．000 

F275A【T �L � ��2．130．000 

●4ストローク船外機くリモコン仕様〉

＊■名 �トランサム ††† �区　　分 ����メーカー書王 小売●穐 

F25DE �L � ����425．000 

F25DET �L � ����470．900 

F30BET �し �Ⅰレウ �リッウ・フユー1ん �シⅠ �ヨンモデ几 �1　　　588．300 

F40FET �L �ユしウ �リゥウ・7ユーM �シⅠ �】ン首凡 �699．000 
ヽ �Ⅰしウ �リつり・フユーユルイ �シⅠ �〕ンモデ几 �735．000 

F50HET �L �工レク �リヮウ・フユー1㍍ �シ1 �ヨン行’ル �757．500 
ヽ �Ⅰレウ �リつり・フユー1ル �シ1 �ヨンモテル �792．000 

F60F［T �し �工レク �リフトフユー1凡 �シⅠ �］ンモデ凡 �805．000 

j　x �工レク �カケ・フユー工ル �シ1 �］ンモデん �862．000 

〉　し ��工レク �リりワ・フ】一1ル �ン1 �】ンモテル �832、400 FT60G〔T �lヽ �エレク �力・フ】一工ル �シ1 �】ン首几 �889，000 

F70A［T �L �工しウ �カケ・7］－工 �シ1 �】ンtテ■几 �899，000 
ヽ �エレウ �ノゥウ・71－皿 �シ1 �】ンtテ’几 �928．000 

F80BET �L � �� ��976，000 
X �工レク �ウウ・フ】一皿 �シ1 �］ン首几 �1．003．700 

F90B［T �L �Ⅰしウ �ウウ・フ】一工ん �シ1 �】ンモテ几 �1．059，000 
× �工レク � ��】ンモテ凡 �1．092，000 

F95AET �し � ����1．037．900 
× � ����1．118．000 

F115B［T �L �Ⅰしウ �ウウ・フユー工ルイ �シⅠ �】ンモデ凡 �1．260．000 
ヽ �工レウ �ッウ・フユー山 �ンⅠ �ヨノモデル �1．280．000 

FLl15BET �ヽ �Ⅰレウ �ッウ・フユー山 �シ1 �ヨン首凡 �1．300．000 

F130A［T �し �Ⅰレフ �ウウ・フユーM � ��1，424．000 
× �工レ別 � � ��1．446．000 ツ　■ノユ▲ 

F150D［T �L �工レフ � �ンⅠ �］ンモデ几 �1，672．000 
X �エしっ � �シ1 �】ンモデル �1，687．000 

FL150DET　いく　いけ ��� �シⅠ �］ン汗‘ん �1，702．000 

；し：九つト ���つフ・7ユーエ �シ‘Ⅰ �】ンモ子ん �1．750．000 

二　ヽ �：工シフト � �シ1 �】ンモデん �1，780，000 
’L �1レフト �フウ■7ユー班 �シ1 �】ンモテ■l �1，830，000 

F200F［T �X �Ⅰしっ← �つり・フユ・1ん �シ1 �）ンモデん �1，850．000 

FL200FET �X �1レクト �，ウ・フユー1ん � ��1．870．000 

F200CET �X �工レク �，ウ・フ】一工ん � ��1，941，000 

FL200C［T �× �エレク �ワウ■7ユー】↓ �シⅠ �】ンモデル �1，960，000 

F225F［T �X �Ⅰレフト �つり・7］一工几 �シ1 �】ンモデル �2，099，000 
∪ � ��ン1 �】ンけル �2．129，000 

FL225FET �×；工しっト ��ウワ・71－1ル �シ1 �】ンモテ●ル �乙‖9．000 

F250D［T �×　　工しウ「 ��・ンワ・フユー工J �ノⅠ �】ンモテJL �2．154．000 
∪　　工しウト ��つウ・71－U �ン1 �】ンけル �2，184．000 

FL250D［T �×・工レウ �� �ン1 �】ンtテ’ル �2．174．000 

F300B［T �×・エレ井 ��ウク・7］一m �ン1 �】ンtテ’ル �2，298．000 
∪ �ルワト �ツワ・フ】－Ⅰ �シ1 �］ンモデル �2．328．000 

F350A［T �X �iェレフト �ツケ・ブコ一二ルイ �シⅠ �ヨンtテ■凡 �2，880，000 
∪ �．エレウト � � �】ン首ル �2．925，000 ソ1 

FL350A［T �X �．工レワト �ウウ・7ユー1人 �シ1 �］ン首ん �2．895．400 
∪ �エレフト � ��】ンモテ’ん �2．940．300 


