
墓＝ゝY縄〃MR
ヤンマー舶用総合力タロゴ



毒一声室挙・・ミj

●シリンダ篠×行程89×93mm

●実用最大出力‘655kW〈225PS〉／5500m

●漁船法馬力数一65kW

瀬戸内海協定・適合機関
48．OkW　ささ158
●シリンダ数3
●シリンダ篠×行程915×135mm

●機関乾燥質量．500kg
●連続定格出力482kW〈655PS）／29・●連続定格出力482kW〈655PS〉／2907mln

●漁船法馬力数48kW

80．OkW　4CH25D
●シリンダ数4
●シリンダ径×行程
1069×135mm

●機関乾燥質量755kg
●連続定格出力

772kWく105PS〉ノ2700mln

●漁船法馬力数80kW

110kW　4HD35」■
●シリンダ数●4

●シリンダ径×行程．
1239×165mm

●機関乾燥質五■1235kg

●連続定格出力
110kW〈150PS〉／2180mlnl

●漁船法馬力数110kW

143kW　00HDら○▲
●シリンダ敷6

●シリンダ径×行毒呈．
11995×140mm

●機関乾燥質量1200kg

●連続定格出力●
147kW（200PS〉／2350mln

●漁船法馬力数143kW

時代が求める信頼のブランド。

●機関乾燥質量240kg
●連続定格出力177kW

●実用策大出力221kW（30PS〉／3200mln

●漁船法馬力数20kW

●実用最大出力736kW（100PS〉／32〔）Omln

●漁船法馬力数●67kW

LH≡Jリーゴ
99．3kW
4LH・HT
●シリンダ数4

●ンリンダ径×行程100×110mm

●機関乾燥質量405kg
●運練定格出力809kW

●実用最大出力993kW〈135PS〉ノ3000m】n

●漁船法馬力数■90kW

132kW
4LH・UT
●シリンダ教．4
●シリンダ径×行程
100×110mm

●機関乾燥質量490kg
●連続定格出力110kW

●実用最大出力132kW（180PS〉／3200mln

●漁船法馬力数120kW

147kW
4LH・ST
●シリンダ数■4

●シリンダ笹×行程．
100×110mm

●機関薦燥質量●490kg

●連続定格出力118kW

●実用最大出力147kW
●漁船法馬力数134kW

〈160PS〉／3000mln

く200PS〉／3200mln

Y≠■ヨリーブ（∃州エンジン）22．1kW

3▼〟lさ○
●シリンダ敬3
●ンリンダ径×行程76×82mm

●機関乾燥質量133kg
●連続定格出力201kW〈273PS〉／3489mln

●実用最大出力221kW〈30PS〉／3600mln

芸子霊三m。二才
●連続定格出力147kWく20PS〉／3489mlnl

●実用最大出力162kW〈22PS〉伯600mlnl

10．3kW

g還7定『定
●連続定格出力94kW〈128PS〉／3489mLnl

●実用最大出力103kW（14PS〉ノ3600mlnl

50．OkW

4JHさ・T

●シリンダ敷4

●シリンダ径×行程
84×90mm

●機関乾燥質最．
270kg

●連続定格出力●
456kW62PS〉／3500mlnl

●実用最大出力500kW〈68PS）ノ3600mm

●瀦船法馬力数45kW

69．9kW

4JHヨトHT

●シリンダ数4

●シリンダ径×行程
24×90mm

●機関乾燥質屋．
245kg

●連続定格出力
640kW〈87PS〉／3400mml

●実用最大出力699kW〈95PS〉／360Omlnl

●漁船法馬力数●64kW

84．6kW

4JHさ・DT

●シリンダ数4

●シリンダ篠×行程●
84×90mm

●機関乾燥寅孟
289kg

●連続定格出力．
699kWく95PS〉／3400mlnl

●実用最大出力■846kW〈115PS〉／3600mln

●漁船法馬力数77kW

十声■‾‘去1、、
10．3kW20〟lFY
●連続定格出力883kWく12PS〉ノ3200mm

●実用最大出力103kW〈14PS〉ノ3400mln

●漁船法馬力数gkW

15．4kW a¢■■FY
●連続定格出力132kW〈18PS〉／3200mln

●実用最大出力■154kWく21PS〉／3400mln

●漁船法馬力数．14kW



CH：Jリー貰
62．5kW
4¢HK（PI
●シリンダ数4
●シリンダ径×行程

105×125mm

●機関乾燥質量560kg
●連続定格出力■5‘5kW

●実用最大出力625kW〈85PS〉／2600mln

●漁船法馬力数56kW

95．6kW
01EHl⊂（■）
●シリンダ教．6
●シリンダ径×行程

105×125mm

●機関乾燥質真．680kg
●連続定格出力772kWく105PS〉／2500mlnl

●実用最大出力956kW（130PS〉／2600mlnl

●漁船法馬力数87kW

CZAヨリーゴ
427kW
○○Z」■■一〇T

●シリンダ敷6

●リルダ径×行程1219×150mrm

●機関乾燥質量1520kg
●連続定格出力389kW〈52gP

●実用最大出力427kW〈580PS）／2300「¶ln

●漁船法馬力数389kW（4トン船以上）

463kW
O¢王▲＄－OT

●シリンダ数6
●ンリンダ径×行程1219×150mm

●機関乾燥質量1520kg

●連続定格出力421kW〈572PS〉／2326「nln

●実用最大出力463kW〈630PS〉／2400mln

●漁船法馬力数421kW（4トン船以上）

CXA≡ルーブ

331kW
6GK▲＄・OT
●シリング数．6
●シリンダ径×行程
110×130mm

●機関乾燥賃11020kg
●連続定格出力
302kW〈410PS〉／2762mlnl

●実用最大出力
331kW〈450PS〉ノ2850mlnl

●漁船法馬力敬一302kVJ

3⑳⑳kW
¢甜P・OT
●シリンダ敦6

●シリンダ径×行程
110×130mm

●機関乾燥質屋●1020kg

●連続定格出力
281kW（382PS〉／2665mln

●実用最大出力
309kW（420PS〉／2750mln

●漁船法馬力数281kW

RY≡Jリーゴ
809kW
ORYlTp－OY
●シリンダ敷6

●シリンダ径×行程▲
165×219mm　　　　　　●実用最大出力

●機関乾燥質量4600kg　　809kW〈1100PS〉／1548m

●連続定格出力　　　　　●漁船法馬力数
736kW〈1000PS〉／1500mln1　736kW（15トン飴以上）

736kW
ORY17q－OV　●違緑定格出力
●シリング数6　　　　　　669kW（910PS）／1450mlnl

●シリンダ径×行程　　　　●実用最大出力
165×219mm　　　　　　　736kW（1001PS〉／1497m【n

●機関乾燥質量4600kg　●漁船法馬力数
669kW（15ト／船以上）

HY≡Jリーゴ

495kW
OHYS－ET
●シリンダ教6
●ゾルタ篠×行程1329×165mm

●機関乾燻質量●1670kg（YXH【130－3（4））／

1705kglYXH2－130－3（4））／

1781kg（YXH－160－2）

●連続定格出力450kW〈612PS〉／2132mln

●実用最大出力495kWく673PS〉／2200mln

●漁船法馬力数450kW（4トン船以上）

慧づ　　芸凝丁　　監芸，
○AY＄－OT　　　　　　　　　●シリンダ径×行程・155×180mm　　●シリンダ致6
●シリンダ数6　　　　　　　　　　　●機関乾燥資長2970kg（YXH－240）／●シリンダ径×行程一155×180mm
l■シりンゼ往×符籍155×1Rnnlnn　　　　　　3040kqrYXH2－2401　　　　　　　●機関乾燥質量

；違憲濫書芸諾㌫J荒芸。）′　●芸諾詣‾240）　’琵琶謂吉24。）′　　喝闇

．蒜豊農業訊く91、PS，′．。，8m．。1．買詣岩芳S〉′1880m■nl　．㌫監崇認vvく7，．PS，′．842。】。
●実用最大出力737kW〈1002PS〉／2000mIn1　671kW〈912PS〉／1940m■nl　　　●実用最大出力・594kW〈808PS〉／1900mm

●漁船法馬力数．670kW（10トン船以上）　●ノ魚船法馬力数610kW（10トン船以上）●漁船法馬力数別OkW（10トン船以上）

●シリンダ数．6　　　　　　　　　　　　　　●シリンダ数6　　　　　　　■

●シリンダ径×行程135×170mm　　　　　　●シリンダ径×行程135×170mm

●機関毛燥質量2160kg　　　　　　　　●機関乾燥貸主2160kg

●連続定格出力540kW〈734PS〉／2084rTllnt　●連続定格出力502kW〈683PS〉●連帯岩定格出刀540kWく734PS〉／2084mlnt　■）皇統正玲汽刀bUとKVVlb83rb／／ZUJbmln

●実用最大出力594kW〈808PS〉／2150mml　●実用最大出力552kW〈750PS〉／2100mln

●漁船法馬力数●540kW（6トン船以上）　　　●漁船法馬力数502kW（6トン船以上）



漁業ニーズに応える信頼のヤンマー漁船シリーズ。

●最大出力110kW（15PS）／3600mInl（ディーーtTル）　●最大出力283kW（38PS）／3600mln▼（ディーゼル）　●最大出力603kW（82PS）／3600mln一（ディーゼル）　●最大出力・603kW（82PS）／3600m■＝1（ディ▲セル）

●全長×全幅×全深499×164×067m　　　　　●全長×全幅×全深667×198×0741m　　　　　●全長×全幅×全深728×209×075m　　　　　●全長×全幅×全深728×209×075m
●最大搭載人員5名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員5名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員7名●航行区域．限定沿海　　　　●最大搭載人員・7名●航行区域限定沿海

●最大出力・846kW（115PS）伯600rTllnl（ディーゼル）●最大出力846kW（115PS）／3600mlnl（ディーゼル）●最大出力846kW（115PS〉／36DOm■nlLディーゼル）●最大出力125kW（170PS）／320Omlnl（ディ‾セル）

●全長×全幅×全深788×221×078m　　　　●全長×全幅×全深847×228×081m　　　　●全長×全幅×全深847×228×081m　　　　●全長×全幅×全深908×243×083m

●最大搭載人員10名●航行区域限定沿海　　　●最大搭載人員目名●航行区域限定沿海　　　●最大搭載人員目名●航行区域限定沿海　　　●最大搭載人員12名●航行区域限定沿海

＋屈大出力603kW（82PS）／3600rTllnl（ディーゼル）　●最大出力125kW（170PS）I3200m・nl（ティ‾ゼル）　●最大出力125kW（170PS）／3200mLnl（ディー－trル）●最大出力147klN（200PS）／3200mJnl（ディーゼル）

●全長×全幅×全深910×260×082m　　　　　●全長×全幅×全深967×251×087m　　　　　●全長×全幅×全深1035×254×090m　　　　●全長×全幅×全課1291×309×095m
●最大搭載人員13名●航行区域限定沿海　　　　●最大措戟人員13名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員13名●航行区域限定沿海　　　●最大搭載人員12名●航行区域限定沿海

●最大出力125kW（170PS）／3200mrnl（ティ¶ゼル）●最大出力125kW（170PSV3200m■nl（ディAゼル）●最大出力368kW（50PS）／360Dm・nl（テイーゼル）　●最大出力699kW（95PS）／3600rTl■nl（ティ‾JFル）

●全長×全幅×全深882×247×101m　　　　●全長×全幅×全深977×257×099m　　　　●全長×全幅×全深667×185×086■¶　　　　●全長×全幅×全深740×200×094m
●最大搭載人員11名●航行区域限定沿海　　　●最大搭載人員12名●航行区域限定沿海　　　●最大搭載人員5名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員5名●航行区蟻■限定沿海

●最大出力993kW（135PS）／3000m．nl（ティ‾TFJL）●最大出力736kW（100PS）／3200m．nl（ティ‾叫●猷出力●235kW（320PS）／3200mml（ティJ叫：霊宝空室宗豊富芸聖誓言§票【霊イ‾射）
●全長×全幅×全深796×210×097m　　　　　●全長×全幅×全深858×225×103m　　　　　●全長×全幅×全深918×243×107m
●最大搭載人員・6名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員7名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員7名●航行区域限定沿海　　　　●最大措載人員10名●航行区域限定沿海

●最大出力147kW（200PS）／3200m■nl（ディーゼル）●最大出力235kW（320PS）／3200rTl■nl（ディーゼル）●最大出力279kW（380PS）／2700rmnl（ディーゼル）●最大出力331kW（450PS）／2850mnl（ディーゼル〉

●全長×全幅×全深．943×253×111m　　　　　●全長×全幅×全深975×258×109m　　　　　●全長×全幅×全深1035×265×121m　　　　●全長×全幅×全深1220×300×131m
●最大搭載人員10名●航行区域・限定沿海　　　●最大搭載人員9名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員11名●航行区域限定沿海　　　●最大搭載人員13名●航行区域限定沿海



●最大出力●684kW（93PS）／3850m■nl（ティ‾机）●最大出力91gkW（125PS）／3800m■nl（ディ‾ifJL）：窒霊芝墓誌慧1三豊望…写崇■11（烹イ▲叫　●最大出力glgkW（125PS）n3800m■n▲1
●全長×全幅×全課730×215×106m　　　　　●全長×全幅×全深790×230×108m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●全長×全幅×全深850×237×111m
●最大搭載人員7名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭ゼ人員8名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人鼻9名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員9名●航行区域限定沿海

i‾‾こj‾‾頑

●最大出力173kW（235PS）／38OOml（デイ¶ゼル）●最大出力173kW（235PS）／3800m■nl（デ1・－セル）●最大出力235kW（320PS）／3200m．nl（ディーゼル）●最大出力279kW（380PS）／2700mnt（ティrゼル）

●全長×全幅×全深975×245×116m　　　　●全長×全幅×全深884×249×122m　　　　●全長×全幅×全深954×264×124m　　　　●全長×全幅×全課1038×275×128m
●最大搭載人員10名●航行区域限定沿海　　　●最大搭載人員10名●航行区域限定沿海　　　●最大搭載人員12名●航行区披限定沿海　　　●最大搭載人員13名●航行区域限定沿海

●最大出力294kW（棚OPS）／2800mlnl（テイーゼル）

●全長×全幅×全深1062×282×143m
●最大搭載人員13名●航行区域限定沿海

J㌍㌍　n

一一・　・一　＿亡1J　二‾‾二‾‾■＝1＝E‾＝こ　　け　’「‾‾‾‾’－　－7．‾　　　　＿＝」」　▲モ＿」　■　　　　　　　　　　　　　　二‾

：霊芝宝設㍑設r監ヰル）；雲空室巌㌫帯≡…讐昌設r監守ル）：監禁窒巌墨子諾芸豊設こ2訂叫
●最大描厳人員13名●航行区域：限定沿海　　　　●最大繕載人員13名●航行区域．限定沿海　　　　●最大摺載人員13名●航行区域：限定沿海

＋最大出力331kW（450PS）／2850m．nl（ディーJtZJL）●最大出力331kW（450PS）／2850rTl■nl（ディーゼル）●最大出力463kW（630PS）／2400mlnl（ディーゼル）●最大出力463kW（630PS）／2400mlnl（ディL－tZJL）

●全長×全幅×全深1223×306×134m　　　　●全長×全幅×全深1223×306×134m　　　　●全長×全幅×全深1303×320×149m　　　　●全長×全幅×全深1391×323×156m
●最大搭載人員13名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員13名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員13名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員14名●航行区域限定沿海

●最大出力463kW（630PS）／2400m■nl（ディーゼル）●最大出力594kW（808PS）／2150m■nl（ディーゼル）●最大出力594kW（808PS）／2150mlnl（ディーゼル）●最大出力495kW（673PS）佗250mlnl（ディーゼル）

●全長×全幅×全深1391×321×148m　　　　●全長×全幅×全課1546×356×168m　　　　●全長×全幅×全深1657×356×168m　　　　●全長×全幅×全深1559×331×156m
●最大措戟人員14名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員14名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員14名●航行区域限定沿海　　　　●最大搭載人員14名●航行区域限定沿海



実釣派アングラーに応える2007年ラインアップ。

：塁霊安室㌫畏警諾…慧笠ユ∩ご訂‾叫囲
●最大搭載人員7名
●航行区域隈定沿海

；窒霊安室農芸警設…慧ln二gイ‾叫囲
●最大搭載人員7名
●航行区域限定沿海

：窒歪安室㌫器芸慧…慧1n三だ‾叫囲
●最大搭載人員6名
●航行区域限定沿海

：彗雲買警護安芸芸等（三言認諾禁250PS）囲
●最大措載人員8名
●航行区域限定沿海

；塁歪芝窒蒜∵慧憲諾…禁で■；漂イ‾叫匝
●最大搭載人員10名
●航行区域限定沿海

：霊宝空室認諾；諾雲慧T■芸諾イ‾叫囲
●最大搭載人員10名
●航行区域限定沿海

；塁歪安室㌫詣慧崇…慧霊イ叫囲
●最大搭載人員6名
●航行区域限定沿海

：霊宝安室謎慧崇…設雲芸で■諾イ‾叫超
●最大搭載人員10名
●航行区域限定沿海

：彗慧要望富雲量芸73デ慧諾慧250PS）囲
●最大搭載人員8名
●航行区域限定沿海

；至芸安室宗豊富慧望：三豊■諾イ‾叫囲
●最大措載人見11名
●航行区域限定沿海

：霊宝安室謂警慧…慧ミnT訂‾叫囲
●最大搭載人員7名
●航行区政限定沿海

：窒霊芝窒富農プ…器雲慧畏T■；諾イ一明囲
●最大搭載人員10名
●航行区域限定沿海

；塁歪空室㌫詣：慧望…三豊】芸≡≡イ‾叫囲
●最大搭載人員10名
●航行区域限定沿海



；至宝安室㌫豊吉農芸≡≡禁■芸諾イ‾セル）囲
●最大搭載人員1（）名
●航行区域限定泊海

：窒霊安室蒜諜…慧望三三崇】：1（烹イⅧレ）囲
●最大搭載人員目名
●航行区域限定沿海

；霊宝慧窒叢詣…慧票賃…3㌫■崇イ‾叫囲
●最大搭載人員8名
●航行区域限定沿海　※標準仕様（115PS）EX26もあります。

；霊宝空室箭諾；票警望≡呈崇■芯（≡イ‾叫囲
●最大搭載人員10名
●航行区域限定沿海

：霊宝望窒設豊子7≡…誓33買■T監▲叫囲
●最大搭載人員13名
●航行区域限定沿海

：聖霊空室這宝器冨設言霊ノ吉とm臨
●最大搭載人員6名
●航行区域●限定沿海

：塁歪望墓誌還ヲ三笠慧賃写三笠■霊イ‾叫函
●最大搭載人員目名
●航行区域●限定沿海

●最大出力173kVV（235PS）／3800m【nl（ディーゼル）

●全長×全幅×全深894×270×175m

●最大搭載人員8名
●航行区域限定沿海

：至宝望窒宗諜子吉冨装；諾27m囲
●最大搭載人員11名
●航行区域限定沿海

：塁真空室遥長芸貰7…設雲慧甘■ご諾イ‾叫詔
●最大搭載人員9名
●航行区域限定沿海

；窒歪芝墓誌誓豊…器空言；三豊■芸才言イ▲叫．麹
●最大搭載人員10名
●航行区域限定沿海

；塁歪崇窒叢詣…芸要望…三笠■芸2三イ‾叫囲
●最大搭載人旦8名
●航行区域限定沿海

：≡歪芝墓誌宝器慧呈冨翌…言訳r芸だイ‾叫拓
●最大妻善哉人員9名
●航行区域限定沿海　窯サイドドア仕様もあります。

；塁歪望窒宗詣ママ警設72訂‾叫囲
●最大搭載人員13名
●航行区域限定沿海

；霊宝安室宗豊子器ミ豊3号芸■γ監‾叫囲
●最大搭載人員13名
●航行区域限定沿海


