
7．主要輔元

6．船外横主要諸元一覧表　2ストローク

名　称 ��型式 �図面 型式 �JCl連繰上大出力 ���■船法 ■力数暮1 （Kw） �気冊数 �シリンダー ����ピストン スピード tm／＄） 内径 （mm） ��行程 （mm） 

（Kw） �（PS） �（RPM） 

28 28 3A ��6A1 6AIIく �6Al 6Al �1．引1．47） 1．5（1．47） �2 2 3 3 4 �5∝IO 5㈱ 5000 5∝坤 5瑚 �30 30 �1 1 1 1 1 �39 39 ��36 38 42 42 42 �� � 

3人 4AC ��6L5 6L5K 6EO �6L5 6L5 6EO �2．2 乞2 2．9 ���30 30 30 ��48 46 50 

4AC ��6EOK �6EO �2．9 �■ 4 4 5 5 �5㈱ 5000 5000 5500 5知 �＝旧 �1 �50 50 50 54 54 ��42 42 42 45 45 �� � 

4AS ��6∈0 �6El �2．9 ���30 �1 �����7．00 

4AS ��6∈OK �6El �a9 ���30 �1 �����7．00 

5C ��6E3 �6E3 �3．7 ���30 �1 1 ����� � 

5C ��6E3K �6∈3 �3．7 ���30 ������ � 

5CS SCS 5D ��6E3 6∈3Iく �6E4 6E4 6L4 �3．7 3．7 3．7 �5 5 5 6 6 �5500 5500 5000 5000 5000 �30 30 30 �1 1 1 �54 封 50 50 50 ��45 45 42 42 42 �� �0 

6C 6C ��6M8 �6H6 6M8 �4．4 4．4 ���30 30 �2 2 

D F F �6NO 6826 682C 槌21（ �6G1 6NO 6∈7 ∞V 63V �5．9 5．9 7．3 7．3 7．3 �8 8 9．9 9．9 9．9 �5500 5500 5000 5tX旧 5∝旧 �30 30 30 30 30 �2 2 2 2 2 �50 50 56 56 56 ��42 42 50 50 50 �� � 

D F F D D �帥C 684C 684K 6L3 6L3K �6El 63W 63W 6L3 6u �11．0 11．0 11．0 14．7 14．7 �15 15 15 20 20 �5別 5500 5瑚 5500 5瑚 �30 30 30 30 30 �2 2 2 2 2 �56 56 56 67 67 ��50 50 即 罪 56 ��8．33 8．38 8．33 10．27 10．27 

2 2 2 2 2 �D N N �61RK 6L2 6L21く 61R �69R 6L2 6L2 61R 61R �18．4 18．4 18．4 18．4 18．4 �25 25 25 25 25 �5餌 5瑚 5500 5500 5知 �30 30 加l 30 30 �2 2 2 2 2 � � �61 56 ％ 61 61 ��10 10 10 10． 10． � 

30D ��6J8 �6J8 �22．1 �30 �5知 �80 �3 �59 59 7 7 7 � �59． 59， 6 6 6 � �9． 0． 10． 10． 11． � 

30D ��6J8K �aJ8 �22．1 �30 �5醐 �30 �3 

306 ��61T �61T �22．1 �30 �5醐 �30 �2 

30H ��61TK �69S �22．1 �30 �5馳○ �30 �2 

400 ���6E9 �29．4 �40 �5500 �30 �2 

40S 咄V ��6H4 �63C �29．4 �40 �5500 �30 �3 3 �7 6 6 � �69．5 66 随 ��11．00 

40V ��6日4K �63C �29．4 �40 �5勤0 �30 �3 ����� � 

庁のr■鵬益に▲る檜 ��暮■虞の �■JttuL ���でくだ �い． 

252 ���� ��� �� ���� 

7．主要諸元

■闇11はバリエーションや年慮、及び■■晶■により■なり暮すので、
正1膿■■はサービスデータ事象ヰ止してくだれ、。

行程／ ■径 ��総♯九■ （CCI �方式 � ��� ����減速比 ��嶋間tt （kgI 

92 92 91 91 84 �43 43 70 70 83 �キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター �濃 濃 洗 濯 濃 ��潤滑 潤滑 潤う■ 潤滑 潤滑 �7．4 7．4 6．9 6．9 7 ��ゼロール ゼロール �� � � �：10．5 ：10．5 ：18 ．18 21．8 

8 

糾 84 84 83 83 �83 83 83 103 103 �キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター � � �潤滑 潤滑 潤滑 潤滑 潤滑 �7 7 7 6．5 6．5 �� �� �8 8 8 8 8 � �1 1 1 � 

83 83 84 糾 84 �103 103 83 165 165 �キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター � �濃 濃 濃 濃 濃 �潤滑 ホ清 潤滑 潤滑 潤滑 �6．5 6．5 6．8 7 7 �� �� � �しこ22 L：22 しこ29 L：27．5 L：27．5 

84 84 9 89 9 �165 165 246 246 246 �キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター �漉 漉 求 ま 濃 ��潤滑 粛清 潤滑 潤滑 潤滑 �7 7 7 6．8 6．8 ��ストレ ストレ スパイ スパイ スバイ �トベベル トベベル ル′ヾベル ルベベル ルペベル � � �S：27 S27 ∪：43 L：40．1 L：40．1 

9 9 89 84 84 �246 246 246 395 395 �キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター �濃 濃 濃 濯 濃 ��潤滑 潤滑 潤滑 潤滑 潤滑 � � �スパイ スバイ スバイ スパイ スバイ �ルベベル ルベベル ルベベル ル＜：ペル ルベ′ヾル � � �U：43 L：40．1 L：40．1 S：50 S：50 

0．85 0．84 0．04 0．85 0．85 ��496 395 395 496 496 �キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター キャブレター � � �潤う● 潤滑 潤柵 潤汁 滑 �6 5 � �スパイ スバイ スパイ スパイ ストレ �Jレノヾペル ルベベル ルベベル ルペベル トベベル � � �S：52 L：55 L：55 X：59 

1．00 1．00 0．85 0．85 0．89 ��496 496 496 496 �キャブレター � ���6 � �スパイ スパイ スバイ スパイ スパイ �ルベ　■レ �1．85 1．85 2．08 2．08 2．00 ��Y：63．2 Y：63．2 S：52 S：52 X那 

キャブレター キャブレター �混合 ��トループ潤滑 潤滑 �6． ���へノ ルベベル ル′ヾベル b＆オー 　濃合 

キャブレター �渡合潤滑 ���6． ���ルペベル 

592 �キャブレター �混合潤滑 ������ルベベル 

0．97 0．99 0．99 ��849 �キャブレター �オートループ ���6．1 ��スパイ スパイ スパイ �レベベル �2．33 1．85 1．85 ��X Y L �8．5 ．5 

698 �キャブレター �オートルーブ ���6 ���ルペノヾル 

698 �キャブレター �オートルーブ ���6 ���ルベベル 
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7．主要諸元

6．船外機主要諸元一覧表　2ストローク

名　称 �璽式 �国面 型式 �JCl暮織■大出力 ����▲触法 ■カ■■1 （K呵 �繁簡数 �シリンダー ��ピストン スピード tm呵 内径 （mm） �行程 （mm） 

（Kw） ��tPS） �（RPM） 

40X �66T �66T �29．4 ��40 �5瑚 �30 �2 �80 �70 �11．67 

40X �肌 �66T �29．4 ��40 �5500 �30 �2 �80 2 �70 �11．67 ．58 

50F 50日 �6H5 �61D 62X �38．0 ：略．0 ��50 50 �55∝） 5500 �60 60 �3 3 �7 67 �¢9．5 随 �11 11．00 

50日 �6HSK �62X �36．0 ��50 �5500 �60 �3 �67 �66 �11．00 

試∪ 558 60F �6日2 �6朗 的 6日2 �44．1 ��60 �5500 �60 �8 2 3 �02 82 72 �72 72 69．5 �11．王袷 

60F �6H2K �6日2 �44．1 ��60 �55∝I �60 �3 �72 �69．5 � �1．王迫 

708 �6H3 �6H3 �51，5 ��70 �5500 �60 �3 �72 �69．5 ��2．74 

708 �6H3K �6日3 �51．5 ��70 �55∝I �60 �3 �72 �69．5 � �2．74 

75A �692 �692 �552 ��75 �5500 �60 �3 �82 �72 ��乙00 

00A �6HO �6HO �5l．8 ��80 �5500 �60 �3 �82 �72 ��2．（の 

85人 �甜 �688 �62．5 ��85 �5500 �80 �8 �82 �72 � �乙00 

90人 �6Hl �6Hl �66．2 ��90 �抑 �80 �3 �82 �72 ��2．00 

1158 �6E5 �6E5 �84．6 ��115 �5500 �100 �V4 �00 �68 � �1．33 

1156 �6E5 �6N6 �84．6 ��115 �5500 �100 �W �00 �68 ��1．33 1 

115D 1400 �6E5 6F3 �62A 6N8 �1 �．6 2．9 �115 140 �5500 5500 �100 102 �W V4 �90 聞 �68 68 � �．33 乙47 

150人 �664 �664 �1 �0．3 �150 �5000 �110 �V6 �00 �68 ��1．33 

1邪 �翻 �6R2 �1 1 1 1 1 �0．3 �150 �5000 �110 �V6 �00 �68 � �1朋 

150F �664 �耶 ��0．3 �150 �5000 �110 �V6 �90 �68 � �1．33 

1王氾6 ��糾K ��0．8 �150 �抑 �110 �V6 �00 �68 ��1．：粗 

1∝U ��6m ��0．8 �150 �抑 �110 �V6 �00 �68 � �1．：粗 

150L ��6　u ��0．3 �150 �卿 �110 �V6 �90 �68 ��1 �三時 

175人 �665 �665 �128．7 ��175 �5加 �128 �V6 �90 �68 � �1．ミ蛤 1．33 1．三時 1．33 1．38 

1758 �665 �6R3 �128．7 ��175 �5500 �120 �V6 �90 �68 

175D 175F �685 62H �糾D 糾し �128．7 128．7 ��175 175 �5500 酬 �120 128 �V6 V6 �00 00 �68 68 

200A �6G6 �60日 �147．1 ��200 �5500 �147 �V6 �gO �68 

2∝18 �6G6 �6R4 �1471 ��200 �5500 �147 �V6 �gO �68 � �1．33 

200F 2鵬 �6G8 61H �64∈ 糾M �147．1 1471 ��200 200 �5500 5500 �147 147 �V6 V6 �卯 抑 �68 68 �11．33 

12．47 

2∝lH �鶴X �66X �147．1 ��200 �5500 �147 �V6 �郭 �68 �11．83 

2∝∪ �∝始 �67H �147．1 ��200 �鮒 �147 �V8 �gO �鎚 �11．33 

2258 �6K7 �6K7 �165．5 ��225 �5引）0 �165 �V6 �抑 �68 �12．47 

盈5D �6K7 �糾F �165．5 ��225 �55（船 �165 �V6 �90 �68 �12．47 

225F �62J �6！U �165．5 ��225 �5500 �165 �V6 �90 �82 �15．03 
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7．主要諸元

■月1■はバリエーションや年女、及び■t島■により■なりtTので、
正■なttはサービスデータ尊書■■してください。

行程／ 嘉径 ��鮭擁気t （∝：） �方式 � �l王輸比 ��減速ギヤ方式 �減速比 ��■噂tt lkg） 

88 88 97 99 99 �703 703 849 �キャブレター �混合潤欄 �6 6 6．1 6 6 �� �2．00 2．00 2．33 1．85 1．85 ��X：81．1 

キャブレター キャブレター �混合潤滑 混合潤汁 ��� ���X：81．1 X：111 

698 698 �キャブレター キャブレター �オートルーブ オートルーブ ��� ���Y：81 X：96 

88 88 97 97 97 �1140 760 849 849 �キャブレター �混合潤滑 �5，1 6，5 �� � �00 �X：103 X：100．5 X：109 X：108．5 

キャブレター �混合潤滑 ��� 

キャブレター キプレクー �　オートループ 濃合　一　プー �6．1 �� 

849 �ヤ キャブレター �合8才トルー潤滑 オートループ �6．1 6．1 �� 

97 88 88 88 88 �849 1140 1140 1140 1140 �キャブレター キブ �オートループ ．▲■ �6．1 4．5 5．9 �� �2．33 2．00 2．00 2．00 2．00 �� �13 

ヤレター キャブレター キブ �渡合瀾清 オートルーブ ．ムー ��� ����11 20．5 

十レター キャブレター �濃合潤滑 オートループ �5． �5．1 76 � ����11 20．5 

76 76 76 76 76 �1730 �キャブレター �濃合】■柵 �6．5 6．5 6．5 6．8 6，2 �� �2．00 2．00 2．00 2．00 1．86 �� �52 52 

1730 �キャブレター �オートルーブ ��� 

1730 �キャブレター �オートループ ��� ����52 52 83 

1730 �キャブレター �オートループ ��� 

2596 �キャブレター �濃合潤滑 ��� 

76 76 �2596 25 �キャブレター �オートルーブ �6．2 �� �1．86 1．86 2．00 1．86 2．00 ��L L �83 83 85．5 83 85．5 

76 7 �96 2596 �キャブレター キャブレター �オートループ オートループ �6．2 5．9 �� 

6 76 �2596 2596 �キャブレター �オートループ �6．3 6．3 �� 

76 76 76 76 76 �2596 �キャブレター �来合潤滑 �6 6 6 6 5．9 �� �1．86 1．86 1．86 1．86 1．86 ��X X X L X �81 81 81 94 83 

2596 �キャブレター �オートループ ��� 

2596 �キャブレター �オートループ ��� 

2596 �キャブレター �オートループ ��� 

2596 �キャブレター �濃台潤滑 ��� 

6 6 6 6 6 �2596 �キャブレター �オートルーブ �6 �9 2 5 4 4 � �1．16 1．86 1．86 1，81 1．86 ��X X L �83 83 94 

2596 �キャブレター �オートループ ��� 

2596 �キャブレター �オートルーブ ��� 

2 �Fl � ���で　　‾　　　一　■ 596 2596 �UemleCt10∩ �オートルーフ オートループ ���ス／イフルへベル 

6 6 1 �2596 �キャブレター �オートループ �6 �9 5 6 � �1．80 1．16 1．81 ��X：198 

2596 3128 �キャブレター �オートループ ��� 

オートループ ��� 

255 



6．船外機主要諸元一覧表　2ストローク

名　称 ��型式 �図面 型式 �JCl遍緻■大出力 ����▲船法 ■力数■1 （Kw） �気♯数 �シリンダー ��ピストン スピード （鵬） 内径 （mm） �行程 （n叫 

（伽） �lPS） ��（RP叫 

乞≧56 ��661（ �髄朕 �165．5 �225 ��5部の �165 �V8 �釦 �82 �1 1 1 1 �7 7 7 

250人 ��61A �61A �183．9 �250 ��55∝l �11蛤 �VO �00 �82 

2508 ��61▲ �65L �1朋l月 �250 ��5500 �183 �V¢ �幼 �82 

2506 ���69L �1約．9 �250 ��脚 �103 �V6 �80 �02 

Zl �P ��68H �110，3 � �50 �5∝旧 �110 �V6 �郭 �68 

Zl Zl Zl �H �68M �68J �110．3 � �50 75 75 �5000 �110 �V8 �90 �随 �1 1 1 1 1 � 

68L 68M �128．7 1；迫7 ���5000 5000 �128 128 �V6 V6 �釦 00 �80 68 

N �666 �68F �147．1 ���5000 �147 �V6 �80 �68 

P �60F �00F �147．1 ���5000 �147 �V6 �弧 �68 

Z240人 ��¢門 �6PO �176．5 �240 ��帥 �178 �V6 �83 �82 �1 1 1 1 1 �7 7 

22408 0150H D150N 乙！500 ��6Pl �6Pl �170点 �240 ��刑 �176 �V6 V6 V6 V6 �93 針 ∞ 03 �82 68 68 82 

∈8D ∈8D 25AX 仙K 50E¶K �� � � � �� � �2 2 2 2 3 �50 弘 72 78 72 �42 42 61 70 69．5 �1 1 1 �7 

■1．■■吐く牡）鶉＃水上システム甘会貴行のl抽法に■■…丁の1力■」t叫してください。

7．主要諸元

■開111よバリエーションサ年よ、及び暮t晶■により■なり暮すので、
正書なた■はサービスデータ●t■ヰしてください。

行程J ▲径 ��総練乳■ （Ce） �方式 �� �圧編此 �減速ギヤ方式 ����減速比 �lI間tt （kgI 

0．91 0．91 0．91 0．91 0．76 ��3128 � ��オートルーブ �5．9 �スパイ スパイ スパイ スバイ スバイ �ルベ′ヾル ���1．81 1．81 1．81 1．75 1．86 �∪：231 X：183 

3128 �キャブレター F● ��オートルーブ �5．6 ��ル′ヾ′ヾル 

3128 3128 2596 �UOl呵e¢tlOrl HPDl ��オートループ オートループ オートループ �5．9 6．2 6．6 ��ル ル ル � �ル ル ル 

0 0 0 0 0 �6 6 6 6 6 �2596 2596 �HPD HPD HPD HPD HPD � �オートループ オートループ �6．6 6．5 �スパイ スバイ �ル ル ル ル ル �ベル ベル ベル ベル ベル ��2．00 1．86 1．86 1．86 1．86 �L：185．5 X：181 

2596 2596 2596 ���オートループ オートループ オートルーブ �6．5 6．4 6．4 �スパイ スバイ スパイ �����X：183 

0．88 0．88 0．76 0．76 0．88 ��3342 3342 �HPD HPD � �オートルーブ オートループ �6．2 6 5，9 5，9 6．2 �スパイ スバイ �ル ル � �ル ル �1．81 1．75 2．00 2．00 1．81 �L：199 L：211 

2596 �キャブレター ��オートループ ��スパイ �ルペベル 

2596 �キャブレター ��才一トループ ��スパイ �ルペベル 

糾2 �HPDI ��オートループ �� 

0．84 0．84 0．85 0．90 0．97 ��165 �キャブレター ��混合潤滑 �6．8 6．8 5．7 � ����2．08 2．08 2．08 2．00 2．33 �L：29 

165 �キャブレター ��鳶含潤滑 �� �����L：29 

496 � ��濃含潤欄 �� �����L：53．5 

669 � ��渡合潤滑 �5 4．6 � �����L：69．3 

849 � ��混合詞柵 �� 


