セレクションパッケージ標準装備品

WJ-430

MERCURY船外機

エレクトリックモーター

メーター

SC1000システムタコ&トリム

回転数、使用時間、電圧、エンジン温度、
燃料消費量、燃料流量表示、エンジン警告付き

F50L アルミペラ15P

F40LH アルミペラ14P

FORTREX80-52
（24V）

3ポジションスイッチ

ライブウェル(約67L)

キャスティングシート

ドライビングシート

ライブウェル、
ビルジポンプ、
アクセサリー

ビルジポンプ：500GPH

プロバージョンシート

※ステアリングモデル用

トレーラーSOREX

リセストレイ

バッテリー

トランサムセイバー＆
タイダウンシステム

ストレージ

Semi V-Hull
（セミブイハル）

バッテリー M27MF
3個（フロント×2、
リア×1）

15FBK-550kg

ロッドテイマー

ステアリング

燃料タンク

WJ-430

セットバックブラケット

ボート仕様

モデル
全長
全幅
ボート重量
定員
最大搭載馬力
ボート予備検査費用
カーペットカラー
標準トレーラー仕様

左右に装備

新たな進化を具現化した
ALL NEW STANDARD BOAT.

バウ側はV型、
トランサム側へ行くに従っ
てフラットな形状。
ワイドなデッキと高い
レベルの安定性を実現しました。

トレーラーセット全長
(エンジン含む)

モデル 15FBK550
全長
490cm
全幅
185cm
550kg
最大積載量

430

640cm

オプション ※価格は税抜
■BIGティラーハンドル
￥138,000

アルミボートの新たな進化を実現した NEW WJ-430、2018年のデビュー以来、
パッケージング、パフォーマンスさらにプライス、いずれもWIZARD史上最高の評価をいただいています。
FRPコンソール（ブラック）＆ステアリング／50馬力セットと、
ワイドなデッキをフルに使えるティラーハンドル／40馬力セット、伝統のセミVハルによるワイドデッキをより広く高くし、
フィッシングにより集中できる斬新なデッキレイアウトを採用したことで使いやすさが大幅に向上しました。
また、このクラスのアルミボートで初となるインナーデッキとロッドストレージ（左右）も標準装備したので使い勝手が各段に向上しました。
170cmのワイドな全幅はクラスを超えた静止安定性を発揮します。
走行性については、WIZARDならではの素早いプレーニング、抜群の安定性、さらに水面を滑らかに走る走行性にも磨きをかけました。
従来のアルミボートとは一線を画す最新のWJ-430はアングラーの熱い期待に応えます。

40 馬力／50 馬力 セレクションパッケージ

ティラーハンドルモデル 標準セット：

MERCURY F40LH / FORTREX80-52(24V)

2,247,000 円（税抜）
ステアリングモデル 標準セット：

MERCURY F50L / FORTREX80-52(24V)

2,447,000 円（税抜）
※魚探はオプションです。 ※ボート・トレーラー送料、ボート予備検査費用、法定備品、船舶検査、船舶登録、その他納入諸費用は別途必要となります。

￥12,800

■ラッピンググラデーション
※詳細はP37参照 ￥98,000

■MINNKOTA

15/12/10
セット価格はお問い合わせ下さい。

■アクティブトリム
￥115,000

■MINNKOTA

■HUMMINBIRD HELIX

12/10/9/7

世界初のGPS管理によるオートトリムシステ
ムです。様々な状況に合わせて自動にトリム
を調整するので低燃費に大きく貢献します。

セット価格はお問い合わせ下さい。

￥224,000

430ステアリングモデルに取付ける場合セットバックブラケット
を6インチに変更します。

■エアレータータイマースイッチ

￥19,700

■ライブウェル内部循環キット

￥13,900

外気温との差が大きいときなどライブウェル内のバスへの負担を
軽減させることができます。トーナメンターなど、よりシビアな
環境下では必須のオプションです。

■ステンレスプロペラ
（VENGEANCE）
F50L ￥48,800
F40LH ￥48,000

■オートビルジセンサー＆ビルジスイッチ（3ポジション）
￥22,600
■パッセンジャーシート(助手席)

￥24,500

■フットスロットル&プロトリム（シングル）
※430ステアリングモデル用￥47,200

■6＂セットバックブラケット

￥26,000

F50Lには15P、F40LHには14Pをおすすめします。

WJ-430ステアリングモデルにはイチオシ
のオプションです。波浪時や高速走行時
でもハンドル操作に集中でき、トリム操
作も手を離さずに安心して行えます。操
船の楽しさをぜひ体感してください。

■MotorGuide

■MINNKOTA

■HUMMINBIRD SOLIX

エンジン回転、使用時間、燃料消費量をデジ
タルに表示。NMEA2000対応の魚探等にエン
ジン情報の表示が可能です。

エレキ変更

■MINNKOTA

新艇のみのオプションです。ボー
トをクールにバージョンアップす
るにはマストのオプションです。

■マークモニター
￥37,000

■油圧ステアリングキット

WJ-430

■バウトリムスイッチ

大型ハンドルにより操作性が大幅に向上し
ます。確実に操作できるようにシフトレバ
ーをグリップ近くに配置。パワートリムス
イッチもグリップ先端に設置しました。

※430 ステアリング用
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4インチ

F50Lセット用

430
430cm
170cm
243kg
3名
50馬力
13,500円（税込）
ダークグレイ

■NEWハイドロリック ジャックプレート 6＂
￥152,900

■MINNKOTA

X5-105V-50（36V）
※バッテリー1個追加含む ¥48,000
FORTREX112-52（36V）
※バッテリー1個追加含む ¥65,000
ULTREX80-52（24V）
¥198,000
ULTREX80-52 LINK（24V）
¥260,000
ULTREX112-52（36V）
※バッテリー1個追加含む ¥238,000
ULTREX112-52 LINK（36V）
※バッテリー1個追加含む ¥300,000

■SOREX トレーラー 15FBK-S
（スイングトング仕様）

※430用

￥50,000

ソレックス15FBK-S/スイングトング仕様に変更することで保管
時の全長を標準よりも実質32cm縮めることができます。(標準ト
レーラー15FBKの全長は490cm、15FBK-Sの全長は520cm）

■バンク増設

￥40,000

■スペアタイヤキット

￥23,000

トレーラーバンクを標準の2本から4本に増やすことにより、ラ
ンチング時や牽引時の安定性をより向上させます。

■可動式ナンバープレートステー

￥7,800

スイッチ操作でエンジンの高さが調節できる便利なジャックプ
レートです。※セット位置を上げ過ぎるとオーバーヒート等でエ
ンジンを損傷する恐れがあります。
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WJ-396DX-B2/WV-375D

全てのアルミボートの
基準と言えるのが WIZ ARDです。
ダム湖、河川などで抜群の人気を誇るWIZARD 396が新たな進化を遂げました。定評のワイドデッキに430と同じ斬新なデッキレイアウトを採用、
さらにライブウェルを浮力体にビルトイン、17～18ftのバスボートに匹敵するワイドなデッキがより使いやすくなりました。

ライブウェルの移動により、デッキ下のストレージ容量が格段にアップしました。WJの特長である素早いプレーニングと優れた安定性に加えて、
船底の「I」キールとスピードレールにより安心して高速走行も楽しめます。既存の12ftボートとは別格の強度を持つ375は、
軽量でパワフルなニュー4ストロークEFI20馬力／15馬力が新たにセットとなりました。

軽量となったエンジンにより、走破性、安定性がアップ、標準装備品のスイッチ、ライブウェル、リセストレイ、リヤデッキ、
「 Ｉ」キールなど一クラス上の396と同じです。
WJ-396、W V-375、いずれも高性能、高品質、さらにコストパフォーマンスに優れた価格も人気の一つです。

WJ-396DX-B2

25馬力 セレクションパッケージ
標準セット：MERCURY 25MLSeaPro /
MotorGuide X3-55-45(12V)

WV-375D 15馬力／18馬力

標準セット：MERCURY F15MH-EFI /
MotorGuide X3-45-45(12V)

1,527,000 円（税抜）

1,190,000 円（税抜）

標準セット：MERCURY F25ELHPT /

標準セット：MERCURY 18M SeaPro /
MotorGuide X3-45-45(12V)

MotorGuide X3-55-45(12V)

1,720,000 円（税抜）

セレクションパッケージ標準装備品

セレクションパッケージ

1,190,000 円（税抜）

※X3-45-55は限定マットです。

オプション ※価格は税抜
■F30ELHPT
※396用
￥74,000

4st 25HPからのアップ
チャージとなります。

■2st 30ELH
※396用 ￥98,000
■F20MH-EFI

※375用 ￥50,000

■ステンレスプロペラ（VENGEANCE）
※396用：11P ￥48,000
■バウトリムスイッチ ※396用 ￥12,800
■ラッピンググラデーション
※詳細はＰ37参照 ￥95,000
新艇専用のオプションで
す。ボートをクール にバ
ージョンアップするには
マストのオプションです。

■HUMMINBIRD SOLIX
15/12/10
セット価格はお問い合わせ下さい。

■HUMMINBIRD HELIX
12/10/9/7
セット価格はお問い合わせ下さい。

■エアレータータイマースイッチ
￥19,700
■ライブウェル内部循環キット ￥13,900
■オートビルジセンサー＆ビルジスイッチ（3ポジション）
￥22,600

エレキ変更 ※396用
■MotorGuide X3-55V-45（12V）
¥50,000
■MotorGuide X5-80V-45（24V）
※バッテリー1個追加含む ¥145,000
■MINNKOTA FORTREX80-45（24V）
※バッテリー1個追加含む ¥145,000
■MINNKOTA ULTREX80-45（24V）
¥329,000
■MINNKOTA ULTREX80-45 Link（24V）
¥391,000
エレキ変更 ※375用
■MotorGuide X3-55-45（12V）
¥20,000
■MotorGuide X3-55V-45（12V）
¥70,000
■MotorGuide X5-80V-45（24V）
※バッテリー1個追加含む ¥165,000
■MINNKOTA FORTREX80-45（24V）
※バッテリー1個追加含む ¥160,000
■MINNKOTA ULTREX80-45（24V）
¥349,000
■MINNKOTA ULTREX80-45 Link（24V）
¥411,000

■SOREX トレーラー 14FWB／14FWG
※375用 ￥40,000
15FBK
※396用 ￥103,000
■SOREX トレーラー 15FBK-S
（スイングトング仕様）
※396用 ￥133,000
■SOREX トレーラー

■バンク増設

￥40,000

■スペアタイヤキット

￥23,000

トレーラーバンクを標準の2本から4本に増やすこと
により、牽引時の安定性をより向上させます。

■可動式ナンバープレートステー

※ボート・
トレーラー送料、
ボート予備検査費用、法定備品、船舶検査、船舶登録、
その他納入諸費用は別途必要となります。

￥7,800

WRAPPING GRADATION MODEL
STACER

※新艇ご購入時限定オプション

95,000 円（税抜）

ST-400SF, ST-425SF, ST-440SF, ST-420PD

101 ブルー

102 ブルー

103 ブルー

104 レッド

105 レッド

106 レッド

501 ブラック

502 ネイビー

503 グリーン

504 オレンジ

505 イエロー

508 ピンク

511 リーフ

514 スカイ

WIZARD

WJ-430

98,000 円（税抜）

WIZARD

WJ-396DX-B, WV-375D

95,000 円（税抜）

WIZARD

WP-330VW/VW-D, WP-298L/L-D

49,000 円（税抜）

ブラック

オレンジ

ネイビー

イエロー

グリーン

ピンク

WP-330VW/VW-D、WP-298L/L-D にもラッピングオプションを設定しました。
デザインはWEBサイト上の
各製品ページにて
シミュレーションを行えます。
※リベット回り、曲面に
エアが入る場合があります。

www.stacer.jp
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