
 

型式認定事業の認定基準合格機種（漁船用環境高度二次対応機関） 

                                                 （ 平成２３年度 ） 

＜  Ｈ２３年４月 ～ Ｈ２４年３月 ＞ 

製作所名 機関名称 
気筒数×シリンダの直径

(㎜)×行程(㎜) 

漁船法 

馬力数(kW) 

試験出力 

(kW／min－1) 

合格証書番号 

交付年月日 
備    考 

株式会社 小松製作所 ６Ｍ１３７ＡＰ－２ ６×１３７.９×１６５ ５４０ 540/2,132 
２３漁機 第７００１号 

平成23 年4 月 1 日

船内機（A）-1 

依頼者：コマツディーゼル株式会社 

カミンズマークルーザディ

ーゼルマリン 
ＱＳＣ ８．３ （４９０） ６×１１４×１３５ ３１９ 319/2,424 

２３漁機 第７００２号 

平成23 年4 月 1 日

船内機（A）-1 

依頼者：コマツディーゼル株式会社 

カミンズマークルーザディ

ーゼルマリン 
ＱＳＣ ８．３ （５００） ６×１１４×１３５ ３２５ 325/2,520 

２３漁機 第７００３号 

平成23 年4 月 1 日

船内機（A）-1 

依頼者：コマツディーゼル株式会社 

株式会社 小松製作所 ６Ｍ１４０ＡＰ－５ ６×１４０×１６５ ５６９ 569/2,132 
２３漁機 第７００４号 

平成23 年5 月16 日

船内機（A）-1 

依頼者：コマツディーゼル株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ３Ｍ－４８ ３×９１．５×１４５ ４８ 48．2/2,907 
２３漁機 第７００５号 

平成23 年5 月19 日

船内機（A）-２ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ４Ｍ３Ｆ－Ｍ２５－３ ４×１０６．９×１３５     ８０ 80．9/2,710 
２３漁機 第７００６号 

平成23 年5 月19 日

船内機（A）-２ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＣＨＳ－ＷＳＴ ４×１０５×１２５ １３４ 134/2,520 
２３漁機 第７００７号 

平成23 年6 月24 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

株式会社 小松製作所 ６Ｍ１２５ＡＰ－５ ６×１２５×１５０ ４５０ 450/2,229 
２３漁機 第７００８号 

平成23 年5 月24 日

船内機（A）-1 

依頼者：コマツディーゼル株式会社 

株式会社 小松製作所 ６Ｍ１２５ＡＬ－５ ６×１２５×１５０ ４４５ 445/2,229 
２３漁機 第７００９号 

平成23 年5 月24 日

船内機（A）-1 

依頼者：コマツディーゼル株式会社 

株式会社 小松製作所 ６Ｍ１２５Ａ－５ ６×１２５×１５０ ４２３ 4２３/2,132 
２３漁機 第７０１０号 

平成23 年5 月24 日

船内機（A）-1 

依頼者：コマツディーゼル株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ６Ｍ３Ｆ－Ｔ２ＭＴＫＬ ６×１０５．９×１３５    ２５４ 254/2,471 
２３漁機 第７０１１号 

平成23 年6 月 6 日

船内機（A）-１ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ４ＪＢ１ ４×９３×１０２ ４４ 44．9/3,100 
２３漁機 第７０１２号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-２ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ４ＪＢ１Ａ ４×９３×１０２ ４４ 44．9/3,100 
２３漁機 第７０１３号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-２ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

 
 
 



 
 
 

製作所名 機関名称 
気筒数×シリンダの直径

(㎜)×行程(㎜) 

漁船法 

馬力数(kW) 

試験出力 

(kW／min－1) 

合格証書番号 

交付年月日 
備    考 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ４ＪＢ１ＴＣＸ ４×９３×１０２ ８１ 81/3,100 
２３漁機 第７０１４号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ４ＢＧ１Ｚ ４×１０５×１２５ ７７ 77．5/2,810 
２３漁機 第７０１５号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-２ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ４ＢＧ１Ｚ－２５ ４×１０５×１２５ ７７ 77．5/2,810 
２３漁機 第７０１６号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-２ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＢＧ１ＭＵＧ－３５ ６×１０１．５×１２５    １００ 100/2,715 
２３漁機 第７０１７号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-２ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＢＧ１ＭＵＧ ６×１０１．５×１２５    １００ 100/2,715 
２３漁機 第７０１８号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-２ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＢＧ１ＭＵＧＡ ６×１０１．５×１２５    １００ 100/2,715 
２３漁機 第７０１９号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-２ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＨＫ１ ６×１１５×１２５    １１０ 110/2,715 
２３漁機 第７０２０号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-２ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＨＫ１Ａ ６×１１５×１２５    １１０ 110/2,715 
２３漁機 第７０２１号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-２ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ４ＢＧ１ＴＣＸ ４×１０５×１２５ １４０ 140/2,750 
２３漁機 第７０２２号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ４ＢＧ１ＴＣＧ ４×１０５×１２５ １６６ 166/2,820 
２３漁機 第７０２３号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＨＫ１ＷＭ－ＡＢ３ ６×１１５×１２５    ２３０ 230．4/2,420
２３漁機 第７０２４号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＨＫ１ＷＭＸ ６×１１５×１２５    ２４１ 241/2,620 
２３漁機 第７０２５号 

平成23 年6 月30 日

船内機及び船内外機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＳＤ１ＴＣＶ２ ６×１１７．９×１４５    ３２４ 324/2,325 
２３漁機 第７０２６号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＳＤ１ＴＣＧ２ ６×１１７．９×１４５    ３５７ 357/2,325 
２３漁機 第７０２７号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＷＦ１ＴＣＸ ６×１４２．９×１４０    ４２３ 423/2,160 
２３漁機 第７０２８号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

 
 



 
 
 

製作所名 機関名称 
気筒数×シリンダの直径

(㎜)×行程(㎜) 

漁船法 

馬力数(kW) 

試験出力 

(kW／min－1) 

合格証書番号 

交付年月日 
備    考 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＷＦ１ＴＣＧ ６×１４２．９×１４０ ４５０ 450/2,160 
２３漁機 第７０２９号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＷＧ１ＵＴＣＸ ６×１４２．９×１５４ ４７１ 471/2,060 
２３漁機 第７０３０号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＷＧ１ＵＴＣＧ ６×１４２．９×１５４ ５１９ 519/2,060 
２３漁機 第７０３１号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＷＧ１ＷＭ－ＡＢ３ ６×１４７×１５４ ４４１ 441/2,035 
２３漁機 第７０３２号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＷＧ１ＴＣＸ ６×１４７×１５４ ５１５ 515/2,060 
２３漁機 第７０３３号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＷＧ１ＴＣＧ ６×１４７×１５４ ５５２ 552/2,060 
２３漁機 第７０３４号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-１ 

依頼者：いすゞマリン製造株式会社 

株式会社 小松製作所 ６Ｍ１２５ＡＰ－２ ６×１２５×１５０ ３６８ 368/2,229 
２３漁機 第７０３５号 

平成23 年6 月30 日

船内機（A）-1 

依頼者：コマツディーゼル株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ６Ｂ３－Ｔ２ＭＴＫ２Ｌ ６×１３５×１７０    ４３５ 435/2,001 
２３漁機 第７０３６号 

平成23 年7 月 ７日

船内機（A）-１ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ６A３－Ｔ２ＭＴＫ3Ｌ ６×１５０×１７５    ５４０ 540.9/1,900 
２３漁機 第７０３７号 

平成23 年7 月 ７日

船内機（A）-３ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ６M３J－Ｔ２ＭＴＫＬ ６×１１６×１３５    ３３０ 330.9/2,471 
２３漁機 第７０３８号 

平成23 年7 月 ７日

船内機（A）-１ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ６Ｍ４－Ｔ２ＭＴＫＬ ６×１１９×１３５    ３５５ 355/2,471 
２３漁機 第７０３９号 

平成23 年7 月 ７日

船内機（A）-１ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ６Ｒ２－Ｔ２ＭＴＫ３Ｌ ６×１７０×２２０    ７３６ 736/1,406 
２３漁機 第７０４０号 

平成23 年7 月 ７日

船内機（A）-３ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ６Ｒ２－Ｔ２ＭＴＫ３Ｍ ６×１７０×２２０    ６７０ 670/1,406 
２３漁機 第７０４１号 

平成23 年7 月 ７日

船内機（A）-３ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ６ＲＧ－Ｔ２ＭＴＫＬ ６×１６８×１８０    ６７０ 670/1,696 
２３漁機 第７０４２号 

平成23 年7 月 ７日

船内機（A）-３ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ６Ｄ－Ｔ２ＭＴＫ２Ｌ ６×１２４．９×１４４    ４２３ 423/2,326 
２３漁機 第７０４３号 

平成23 年7 月 ７日

船内機（A）-１ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

 
 



 
 
 

製作所名 機関名称 
気筒数×シリンダの直径

(㎜)×行程(㎜) 

漁船法 

馬力数(kW) 

試験出力 

(kW／min－1) 

合格証書番号 

交付年月日 
備    考 

三菱重工業株式会社 Ｓ６D－Ｔ２ＭＴＫ２S ６×１２４．９×１４４    ４４９ 449/2,375 
２３漁機 第７０４４号 

平成23 年7 月 ７日

船内機（A）-１ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

三菱重工業株式会社 Ｓ６MB－Ｔ２ＭＴＫL ６×１０５×１２５    １６７ 167/2,520 
２３漁機 第７０４５号 

平成23 年7 月 ７日

船内機（A）-１ 

依頼者：三菱重工業株式会社 

ヤンマー株式会社 ３Ｓ１５Ｃ ３×９１．５×１３５ ４８ 48.2/2,907 
２３漁機 第７０４６号 

平成23 年8 月31 日

船内機（A）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＨＹＰ－ＷＥＴ ６×１３２．９×１６５ ４２３ 423/2,084 
２３漁機 第７０４７号 

平成23 年8 月31 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＨＹＳ－ＷＥＴ ６×１３２．９×１６５ ４５０ 450/2,132 
２３漁機 第７０４８号 

平成23 年8 月31 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＨＤ３５Ａ ４×１２３．９×１６５ １１０ 110/2,181 
２３漁機 第７０４９号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＫＸＺ－ＷＧＴ８ ６×１３５×１７０ ４００ 400/2,084 
２３漁機 第７０５０号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＫＸＺＰ－ＷＧＴ ６×１３５×１７０ ５０２ 502/2,035 
２３漁機 第７０５１号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＫＸＺＳ－ＷＧＴ ６×１３５×１７０ ５４０ 540/2,084 
２３漁機 第７０５２号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＣＺＡＰ－ＷＧＴ ６×１２１．９×１５０ ３８９ 389/2,229 
２３漁機 第７０５３号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＣＺＡＳ－ＷＧＴ ６×１２１．９×１５０ ４２１ 421/2,326 
２３漁機 第７０５４号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＣＨＰ－ＷＳＴ ４×１０５×１２５ １２８ 128/2,520 
２３漁機 第７０５５号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＬＨ－ＷＳＴＺＹ ４×１００×１１０ １３４ 134/3,101 
２３漁機 第７０５６号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＬＨ－ＷＳＴ ４×１００×１１０ １３４ 134/3,101 
２３漁機 第７０５７号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＣＨＳ－ＷＤＴ ６×１０５×１２５ １６４ 164/2,520 
２３漁機 第７０５８号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

 
 



 
 
 

製作所名 機関名称 
気筒数×シリンダの直径

(㎜)×行程(㎜) 

漁船法 

馬力数(kW) 

試験出力 

(kW／min－1) 

合格証書番号 

交付年月日 
備    考 

ヤンマー株式会社 ６ＣＨＰ－ＷＤＴ ６×１０５×１２５ １５４ 154/2,520 
２３漁機 第７０５９号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＣＨＱ－ＷＤＴ ６×１０５×１２５ １４０ 140/2,471 
２３漁機 第７０６０号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＬＹ２－ＷＳＴＺ ６×１０５．９×１１０ ２６５ 265/3,101 
２３漁機 第７０６１号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＬＹ２－ＷＳＴ ６×１０５．９×１１０ ２５４ 254/3,101 
２３漁機 第７０６２号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＣＸＢＳ－ＧＴ ６×１１０×１３０ ３３０ 330/2,616 
２３漁機 第７０６３号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＣＸＢＰ－ＧＴ ６×１１０×１３０ ３０２ 302/2,616 
２３漁機 第７０６４号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ２ＧＭＦＹ ２×７２×７２ ９ 9.4/3,295 
２３漁機 第７０６５号 

平成23 年9 月15 日

船内機（B）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ２ＧＭＳＺＫ ２×７２×７２ １０ 10.0/3,489 
２３漁機 第７０６６号 

平成23 年9 月15 日

船内機（B）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ３ＪＨ３ / ３ＪＨ３Ｓ ３×８４×９０ ２５ 25.0/3,489 
２３漁機 第７０６７号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ３ＪＨ３Ｚ / ３ＪＨ３ＺＳ ３×８４×９０ ２５ 25.7/3,489 
２３漁機 第７０６８号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＣＨ２５Ｄ ４×１０６．９×１３５ ８０ 80.3/2,714 
２３漁機 第７０６９号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＣＨＫ ４×１０５×１２５ ５６ 56.9/2,520 
２３漁機 第７０７０号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＣＨＫ－ＨＴ ４×１０５×１２５ ９３ 93.7/2,520 
２３漁機 第７０７１号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-１ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＪＨ３ / ４ＪＨ３Ｓ ４×８４×９０ ３３ 33.8/3,489 
２３漁機 第７０７２号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＪＨ３－ＤＴ ４×８４×９０ ７７ 77.0/3,489 
２３漁機 第７０７３号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

 
 



 
 

製作所名 機関名称 
気筒数×シリンダの直径

(㎜)×行程(㎜) 

漁船法 

馬力数(kW) 

試験出力 

(kW／min－1) 

合格証書番号 

交付年月日 
備    考 

ヤンマー株式会社 ４ＪＨ３－ＤＴＺＡ ４×８４×９０ ７８ 78.3/3,489 
２３漁機 第７０７４号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＪＨ３－ＤＴＺＡＹ ４×８４×９０ ７７ 77.0/3,489 
２３漁機 第７０７５号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＪＨ３－ＨＴ ４×８４×９０ ６４ 64.0/3,500 
２３漁機 第７０７６号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＪＨ３－ＨＴＺＡ ４×８４×９０ ５５ 55.2/3,500 
２３漁機 第７０７７号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＪＨ３－ＨＴＺＡＹ ４×８４×９０ ５３ 53.7/3,500 
２３漁機 第７０７８号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＪＨ３－Ｔ ４×８４×９０ ４５ 45.6/3,500 
２３漁機 第７０７９号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＪＨ３－ＴＺＡ ４×８４×９０ ４７ 47.1/3,500 
２３漁機 第７０８０号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＪＨ３－ＴＺＡＹ ４×８４×９０ ４５ 45.6/3,500 
２３漁機 第７０８１号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＪＨ３ＺＡ / ４ＪＨ３ＺＡＳ ４×８４×９０ ３３ 33.8/3,489 
２３漁機 第７０８２号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＬＨ－ＨＴ ４×１００×１１０ ９０ 90.3/2,907 
２３漁機 第７０８３号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＬＨ－ＨＴＺＡＹ ４×１００×１１０ ９０ 90.3/3,101 
２３漁機 第７０８４号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＬＨ－ＵＴ ４×１００×１１０ １２０ 120/3,101 
２３漁機 第７０８５号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＬＨ－ＵＴＺＡＹ ４×１００×１１０ １１４ 114/3,101 
２３漁機 第７０８６号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＣＨＫ ６×１０５×１２５ ８７ 87.0/2,520 
２３漁機 第７０８７号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＣＨＱ－ＷＳＴ ６×１０５×１２５ １８４ 184/2,471 
２３漁機 第７０８８号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

 
 
 



 
 

製作所名 機関名称 
気筒数×シリンダの直径

(㎜)×行程(㎜) 

漁船法 

馬力数(kW) 

試験出力 

(kW／min－1) 

合格証書番号 

交付年月日 
備    考 

ヤンマー株式会社 ６ＣＨＰ－ＷＳＴ ６×１０５×１２５ ２０１ 201/2,520 
２３漁機 第７０８９号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＣＨＳ－ＷＳＴ ６×１０５×１２５ ２２１ 221/2,617 
２３漁機 第７０９０号 

平成23 年9 月15 日

船内機（A）-1 

依頼者：ヤンマー株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＨＫ１－１１０ ６×１１５×１２５ １１０ 110/2,715 
２３漁機 第７０９１号 

平成23 年10 月5 日

船内機及び船内外機（A）-２ 

いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ４ＪＢ１ＴＣＤ ４×９３×１０２ ８０ ８0/3,100 
２３漁機 第７０９２号 

平成23 年12 月9 日 
船内機及び船内外機（A）-２ 

いすゞマリン製造株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＲＹ１７Ｐ－ＧＷ ６×１６５×２１９ ７３６ 736/1,500 
２３漁機 第７０９３号 

平成23 年12 月15 日

船内機（A）-３ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ４ＨＤ３０Ａ ４×１２３．９×１６５     ９３  93.7/2,064 
２３漁機 第７０９４号 

平成23 年12 月22 日

船内機（A）-２ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＡＹ－ＷＥＴ ６×１５５×１８０ ５４０ 540/1,842 
２３漁機 第７０９５号 

平成23 年12 月15 日

船内機（A）-３ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

ヤンマー株式会社 ６ＡＹＰ－ＷＧＴ ６×１５５×１８０ ６１０ 610/1,880 
２３漁機 第７０９６号 

平成23 年12 月15 日

船内機（A）-３ 

依頼者：ヤンマー株式会社 

UD トラックス株式会社 

ボルボ・ペンタ・ジャパン 
Ｄ３－１７０ ５× ８１×９３．２ １１０ 110/3,876 

２３漁機 第７０９７号 

平成24 年 2 月 9 日

船内機及び船内外機（A）-1 

依頼者：UD トラックス株式会社 

ボルボ・ペンタ・ジャパン 

UD トラックス株式会社 

ボルボ・ペンタ・ジャパン 
Ｄ６－３７０ ６×１０３×１１０ ２４０ 240/3,392 

２３漁機 第７０９８号 

平成24 年 2 月 9 日

船内機及び船内外機（A）-1 

依頼者：UD トラックス株式会社 

ボルボ・ペンタ・ジャパン 

新潟原動機株式会社 ６ＭＧ１７ＨＸ－２ ６×１６５×２１５ ６７０ 670/1,600 
２３漁機 第７０９９号 

平成24 年 2 月10 日

船内機（A）-３ 

依頼者：新潟原動機株式会社 

新潟原動機株式会社 ６ＭＧ１７ＨＸ ６×１６５×２１５ ７３６ 736/1,650 
２３漁機 第７１００号 

平成24 年 2 月10 日

船内機（A）-３ 

依頼者：新潟原動機株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ４ＪＧ１ＴＣＸ２ ４×９５．４×１０７ ９４ 94/3,100 
２３漁機 第７１０１号 

平成24 年 3 月 5 日 

船内機及び船内外機（A）-１ 

いすゞマリン製造株式会社 

いすゞマリン製造株式会社 ＵＭ６ＨＫ１Ｚ－１１０ ６×１１５×１２５ １１０ 110/2,715 
２３漁機 第７１０３号 

平成24 年 3 月 ７日 
船内機及び船内外機（A）-２ 

いすゞマリン製造株式会社 

 

 


