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あく蓼でも暮t艦。カスタマイズ珊こ入れた、
オーナーのフィッシングスタイルに

応え蘭です。

●パウチッキ

フラットなチッキに大型の初入れを

使いやすく西己蓼しました。鞋芯岸時

のデッキワークをサポートするハウ

ステップの他、オプションでバウスプ

リットとパウレールも用恵しました。

●スターンデッキ

あくまでも広い孟勺りに徹したデッキ

です。すべてのハッチはフロアの

凹凸を抑えたフラッシュタイプ、

デッキワークを妨げません。ブリッジ

後方（左舷）には充分な容王を坪保

したイケスを装備し、大漁の釣果を

堅豊毎・冨冨

キープできます。また、備品を収納　●バウデソキ

する物入れも大きな昏壬を確保し

ました。

●大盤ブリッジ

居住空間にゆとりが生まれる大型

のブリッジを採用しました。全同

アルミサッシ雷を採用し、視己悪性を

高めた先進のデザインです。キャビン

への出入りがスムーズな大型スライド

ドアは、コックピットからの後方視界

を広く襟保しています。さらに、●ブリノジ後部

ブリッジルーフ上には、オプション

でレーダーマストや航海灯とマスト

を装備できます。

●2系統繰舶システム（OP）

釣り場での操船が、スターンデッキ

で行なえる、ステアリンクとリモコン

ボックスをブリッジ後部にオプション

で装備できます。取り付け位置は、

釣りのスタイルに合わせて、右舷

左舷の選択が可能です。

○バウスプリノト＆レール（OP）

02系統操船システム　　◎第3物入れQ第4物入れ
（右舷取付例〉（OP）
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大聖フリッジかもたらす恐々の専任空

インテリアの仕立てにも、こだわり手し

●コックヒット

吊めにセットされたドライバーズシート（前後

スライド式ダンパー付）により、良好な視界を

推保しました。フットレストも標準装備、ドライ

ビングをサポートします。ダッシュボードには、

航毎計器（12インチクラス）3台の設正スペース

を設けています。オプションのナビゲーター

ボックスには10インチの航海計器がビルト

インできます。

●メインキやヒン

ゆったりとした広い居住空間、晋面草lを広く

確保した全周アルミサッシの明るいインテリア

です。カウンタートップ、ドロー．タックル

ボックスがセットされた∴タックル収納棚1

（帽650mm）を両舷に、長物入れまでを備え

たタックル収納棚2（帽1300mm）を左舷に、

それぞれオプションで昌受贋できます。また、背

もたれ付のベンチシートセットも両乾にオプ

ションで装備できます（右舷取付巾副550mnn

Xlセット左舷取付幅650mmx2セット可）。

自由なアレンジを芙頸した大型のキャビンです。

●パウキやヒン

タックルや備品の収納に充分な広さを確保しま

した。キャビンクッション（OP）をせットすれば、潮

待ちの休憩や仮眠スペ「スとして利用できます。

●エンシンルーム

マリンギアにヤマハ独自のアンクルドライブ

を採用し．エンジンを水平にセットしました。

エンジンの全馬を低く抑え、エンジンルーム

を広く確保しています。白常の点検やメンテ

ナンスがスムースに行え、エンジン前の動力

取出し用補機の取り付けも容易になりました。

また．万一に備えt稽装書付自動拡散消火

¢励卜OPOl斬7朴脾　　システムと浸水警報叢書を標準装備しました。
（レーダー任毘凸琶畠）
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■アプトシンク

■群や粟卜宰鳩芋タ‾1ulへT1

3460一冊462ps　2800rpT¶

■　鼻祖玉〔　　「　1【　L

960kg

Jスピー制帽軋JソフトライがJ書
靂正する轟蓼Vソl一肌戯艶

∴二＿鹿
Giベンチソート七州2セノト左舷取付例）一op）

■lEP「三：二：二亮i　てこコ

¢エアインチーク（OP）○エンジンルーム　　○編をヨ謎匠付
自動拡散′酎ヒシステム

ヤマハが跨るt新のテクノロジーと、ポート

開発の暮雷な実嘉lをベースに誕生した

高性能船型です。荒れた海でもソフトで快適

な乗り心地が得られ、ハイパワーマリン

ディーゼルMD750KUHとの優れたマッチ

ングで、トップスピードまで一気に加速し

ます。船底形状はチャイン嶋を広く確保。

外；羊に自慢の安定性です。さらに船首か

ら船尾までWチャインを採用して、走行時

の抵抗を軽減。スピードアップをはかると

ともに、停船時の積安定性力1向上しました。

もちろん、走行時の安定性向上にも優れ

た効果を発‡■します。速い沖の瀬を狙い

たい。釣り叫ではゆったりと釣りに専念し

たい。そんなオーナーの声lコ芯える、ヤマハ

ならではの高性能船型です。



●主要諸元

仕I重　　　　　YQ・3l・1▲S YG・瓢1■＄

全　長nnl　　　　　　　　　1184　　　　　　1151

全　幅・m■　　　　　　　　　　300

全深さ、m・　　　　　　　　　138　　　　　　　126

冨†画総トン数、t）　　　　　　　　47

完成ftェノノ／含C1　　　477　　　　　　　474

描載エンジン　　　　　　　MD758KUH

最大出力［kW′ps・甲m］340（462ノノ2．8CO

解椚タンク零1（し×軌　　　　350×2

最大搭載人Å・名　　　　　　　15

航行区域　　　　　　　　　限定沿海

■カラーリング
●ハル・フリ′ジ／ホワイト

●フルワーク内面′／クレー

●テ／キ／クレー

［二　コ　［コ　　　　t綿オフ／コノ縫傭品
イケス　　物入れ　舵機空　　　　　　　事㍉碩　任意牡盗品

■脈晶一拝　●●標準践傭晶　▲●間送　OPオフンコノ縫傷晶

塑週書　出適　し且．lll．・．＿上里．一書書芸
ステムハンド

クロスヒノトLSUS】

フェアリーダー

：こ；ごエソト］岨卜
第1物入れ（600×600）

第2I－入れ（800×600）

ドレンプラグ

内　装

フロアクノンヨン（ウレタン50t）

ルームライト

ドア

ト　tlカマリノトイレ

古朋㈲日脚
■　ルームライトrDC24V、10W

ハンドレール

キャヒン前面悪t飽定窓）

キャビン側面悪（両引窓j

キャビン積面悪（国定窓）

キャピ／入口スライドドア（右舷（■開き）

フ　内　装（キャビンサイド場合も）

呈t勤ワイパー

結霊宝＿ト（輔ライ射冊）
フノトレスト（ドライバー用）

ドノンクホルダー

ステアリンクホイール

リモコンホノクス
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スイノチハネル

エンジンルームハ．チr主l軋罰点穣用）

エンジン換躾ハノチ

ルームライト【DC24V20W）
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ククル左折笥1■65かrm．へ／チノートとの選択11式　　OP

ククル見附鮎■1300mr【へ／チノートとの1釈′1式　　OP

Z王統輝も／ステムスター／鰻船右舷・左舷遺折可）1式　　OP
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蓼ハノテリーベース
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姦㌫言三品消火ノステム
濠水警報践■

芝イケスハノチし600×600、左舷）

イケススカノハー

スカノバーハンドル

第3物入れ（600×600）

第4物入れ（600×6001

舵機至ハノチ（830×6801

クロスビノトrSUS）

スハンカー台座

艇（SUS）

応急銘柄

油I王繰給縫正

プロペラ点繊口（8インチ）

防杜亜鉛匿■

点檜ハノチ（スターンデノキ左舷後軌

1次防魅材（ガンネル）

1次防舷柑（クランウノド）

2次防魅村

会　防濾掛（船尾ノ＼ルー体タイプ）
防波板2（船尾、檀付タイプ）
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