
29※ラッピングはオプションです。　※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。28

セレクションパッケージ標準装備品

多くのトーナメンター、アングラーが認める

アルミボートのフラッグシップ

「ジャパニーズバスフィッシングアルミボート」という位置づけがふさわしいSTACER。

誰もが期待するバスフィッシングボートならではスポーツ性能を発揮するため、

日本のバスフィッシングアルミボート、エンジンに精通するキサカがプロデュースしオーストラリアの名門ボートビルダーが製造した440SF 、-425SF。

STACERは単なる「けん引免許不要サイズのアルミボート」というカテゴリーを超えたパフォーマンスを発揮します。

長さ、幅、バランス、セットエンジンとの絶妙なパッケージング、さらに高速走行性、安定性、直進性、コーナーリング、デッキレイアウト、ストレージ、

アングラーがバスフィッシングアルミボートに求める全てが詰め込まれています。

ST-440SF / ST-425SF

オプション ※価格は税抜

■FRPコンソール ￥98,000
STACER SFシリーズ新艇用オプションです。クールなデザインと機能性
を追及したコンソールです。7インチまでの魚探が埋め込み可能です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■F60LCT（コマンドスラスト）に変更
　　　 　  ※440用 アップチャージ無し

標準のノーマルはギア比1.83、コマンドスラストは
ギア比2.33。ギア比が低いと加速に優れ、短時間で
滑走状態になりますので燃費向上につながります。
低いギア比で大型プロペラを回しますので重負荷で
の使用や2名以上の乗船が多い方におすすめです。
※1名乗船が多く、トップスピードを追求される方
にはノーマルギアがおすすめです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■マークモニター
￥37,000
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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■アクティブトリム 
￥115,000
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。

　 　 　 　 　 　 　 　

■油圧ステアリングキット
※440用 ￥183,000
※425用 ￥214,000
425に取り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。特に
440CT仕様におすすめします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■ステンレスプロペラ（VENGEANCE）　

 スタンダードギア：￥48,800

 コマンドスラスト：￥66,100
425は14P、440スタンダードギアは15P、
440CT仕様には16Pをおすすめします。

■フットスロットル&プロトリム（シングル）
￥47,200
STACERシリーズでも走りを追求
したSF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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■バウトリムスイッチ ￥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
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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■6"セットバックブラケット    ※425用 ￥26,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■ハイドロリック ジャックプレート 6" 

 ※425用 ￥152,900

■ハイドロリック ジャックプレート 6" 
 ※440用 ￥127,000

■ハイドロリック ジャックプレート 8" 
 ※440用 ￥143,000
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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
エレキ変更

■MINNKOTA　ULTREX80-45（24V）　

 ¥188,000

■MINNKOTA　ULTREX80-45 LINK（24V） 
 　 ¥250,000

■MINNKOTA　ULTREX112-45（36V）

 ※バッテリー1個追加含む ¥228,000

■MINNKOTA　ULTREX112-45 LINK（36V）

 ※バッテリー1個追加含む ¥290,000

■MINNKOTA　FORTREX112-45（36V）

 ※バッテリー1個追加含む ¥65,000

■MotorGuide　X5-80V-45（24V）　

 ¥10,000

■MotorGuide　X5-105V-45（36V）

 ※バッテリー1個追加含む ¥48,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■SOREX トレーラー　15FBK-S
　（スイングトング仕様）  ※425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
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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■トレーラー用スペアタイヤキット　 ￥23,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■可動式ナンバープレートステー　 ￥7,800

        

ストレージ

※画像は440です。※画像は440です。

サイドマウントリモコン

3ポジションスイッチ

ドライビングシート

リセストレイ グローブボックス＆ドリンクホルダー

440：6インチ
425：4インチ
440：6インチ
425：4インチ

セットバックブラケット

FORTREX80-45（24V）FORTREX80-45（24V）

エレクトリックモーター

収納式、左右に装備収納式、左右に装備

 ロッドテイマー

ビルジポンプ：500GPHビルジポンプ：500GPH

ライブウェル(約70L)

トランサムセイバー＆
タイダウンシステム

キャスティングシート

リーンシートリーンシート

ライブウェル、

ビルジポンプ、

アクセサリー

ライブウェル、

ビルジポンプ、

アクセサリー

※440用※440用

ドライビングシート

※425用※425用

440：15FBKS(スイングトング仕様)
425：15FBK

440：15FBKS(スイングトング仕様)
425：15FBK

トレーラーSOREX

M27MF×3個
（フロント2、リア1）
M27MF×3個

（フロント2、リア1）

バッテリー

440：F60L アルミペラ15P
　　  F60LCT アルミペラ16P
440：F60L アルミペラ15P
　　  F60LCT アルミペラ16P

425：F50L アルミペラ14P425：F50L アルミペラ14P

MERCURY船外機

EVO HULL（エボハル）

独自のハルデザインが生み出す優れた安定性

ボートの波あたり部分を特殊

形状にすることで、中に入っ

た空気が衝撃を吸収するサス

ペンションとなり、ソフトな

波あたりを実現します。

Front View
走行中の接水エリアとなるハ

ル中央付近には深いデッドラ

イズ角を設け、静止中の接水

エリアとなるサイドハルとの

接合付近をフラットにした独

自の船底形状が特長です。

Rear View

標準トレーラー仕様

モデル

全長

全幅

最大積載量

15FBK

490cm

185cm

500kg

15FBKS

520cm

188cm

550kg

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

425

425cm

204kg

50馬力

167cm

3名

13,500円（税込）

ブラック／グレイ

440

440cm

217kg

60馬力

トレーラーセット全長
(エンジン含む)

640cm

600cm

440・15FBKS・
F60L

425・15FBK・
F50L

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

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

メーター

アルミコンソール 2,820,000円（税抜）

FRPコンソール（白） 2,870,000円（税抜）

ST-440SF
60 馬力 セレクションパッケージ

標準セット：MERCURY F60LCT / F60L / 

MINNKOTA　FORTREX80-45（24V）

アルミコンソール 2,670,000円（税抜）

FRPコンソール（白） 2,720,000円（税抜）

50 馬力 セレクションパッケージ

ST-425SF

標準セット：MERCURY F50L / 

MINNKOTA　FORTREX80-45（24V）



ST-400SF / ST-420PD

3130 ※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。

革新のEVOハル400SFと伝統のVハル420PD、

いずれも一級品

400SFは、コンパクトなサイズとEVOハルによりサイズを超えた驚きの走行性とMERCURY40馬力とのセットにより、

クラストップのパフォーマンスを発揮します。

また、プレーニングからトップスピードまで、ポーポイジング（上下動）や横揺れが気になることはなく、安心して400SFの高性能を楽しめます。

420PDは14フィートクラス唯一のＶハルを採用しており、

Vハルならではの波切性の良さと全長4.2mの船体を活かした安定性の高い走行性を発揮します。

もちろん静止安定性もサイドハルの角度を垂直にした事でチャインがしっかり水をかみ静止安定性も抜群、フィッシングにも集中できます。

長い船体とワイドなデッキスペースにより2名でも十分にフィッシングが楽しめます。

セレクションパッケージ標準装備品

EVO HULL（エボハル）

独自のハルデザインが生み出す優れた安定性

ボートの波あたり部分を特殊
形状にすることで、中に入っ
た空気が衝撃を吸収するサ
スペンションとなり、ソフトな
波あたりを実現します。

Front View
走行中の接水エリアとなるハ
ル中央付近には深いデッドラ
イズ角を設け、静止中の接水
エリアとなるサイドハルとの
接合付近をフラットにした独
自の船底形状が特長です。

Rear View

ST-400SF

サイドハルにあまり角度をつけない
デザインで、船底面積を広くとってい
るため、従来のV-ハルにない静止安
定性が得られます。

ST-420PD

V-Hull（ブイハル）

標準トレーラー仕様

モデル

全長

全幅

最大積載量

14FWB or 14FWG

470cm

169cm

400kg

15FBK

490cm

185cm

500kg

トレーラーセット全長
(エンジン含む)

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

420

420cm

150cm

164kg

25馬力
3名

13,500円（税込）

ブラック／グレイ

400

400cm

167cm

196kg

40馬力

590cm

570cm

400・15FBK・
F40LH

420・14FWB・
F25ELHPT

MERCURY船外機

420：25MLSeaPro
アルミペラ11P

400：F40LH
アルミペラ14P
400：F40LH
アルミペラ14P

セットバックブラケット

※400用：4インチ※400用：4インチ
ライブウェル、ビルジポンプ、

アクセサリー
ライブウェル、ビルジポンプ、

アクセサリー

3ポジションスイッチ

ビルジポンプ：500GPHビルジポンプ：500GPH

ライブウェル(約70L)

グローブボックス＆
ドリンクホルダー

420
プロシート

（高さ5段階調整）

420
プロシート

（高さ5段階調整）

400
リーンシート
400

リーンシート

キャスティングシート

400：MINNKOTA
FORTREX80-45（24V）
400：MINNKOTA

FORTREX80-45（24V）
420：MotorGuide
X3-55-45（12V）
420：MotorGuide
X3-55-45（12V）

エレクトリックモーター

トレーラーSOREX

400：SOREX 15FBK
420：SOREX 14FWB／14FWG
400：SOREX 15FBK
420：SOREX 14FWB／14FWG

左右に装備左右に装備

ロッドテイマートランサムセイバー＆
タイダウンシステム

バッテリー M27MF
400：3個（フロント×2、リア×1）
420：1個（フロント/始動用・エレキ併用)

バッテリー M27MF
400：3個（フロント×2、リア×1）
420：1個（フロント/始動用・エレキ併用)

バッテリーリセストレイ

※400用
（420には取付けできません）

※400用
（420には取付けできません）

オプション ※価格は税抜

■ステアリング仕様 ※400用 ￥260,000
エンジンをF40Lに変更、425SFの標準装備と同等のコンソール
周りの装備品となります。詳細はお問い合わせください。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■BIGティラーハンドル ※400用 ￥138,000
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。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■マークモニター
※400用 ￥37,000
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。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■アクティブトリム
※400用 ￥115,000
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。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■ステンレスプロペラ（VENGEANCE）
 ※400用 ￥48,800
 ※420用 ￥48,000
400は14P、420には11Pをおすすめします。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■フットスロットル&プロトリム（シングル）　
※400ステアリング仕様用 ￥47,200
400ステアリングモデルにおすすめのオ
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。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■バウトリムスイッチ ￥12,800
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■6"セットバックブラケット ※400用 ￥26,000

■ラッピンググラデーション
 ※詳細はP37参照 ￥95,000
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。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■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
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。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■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　※400用

■MINNKOTA　ULTREX80-45（24V）　

 ¥188,000

■MINNKOTA　ULTREX80-45 LINK（24V） 
 ¥250,000

■MINNKOTA　ULTREX112-45（36V）

 ※バッテリー1個追加含む ¥228,000

■MINNKOTA　ULTREX112-45 LINK（36V）

 ※バッテリー1個追加含む ¥290,000

■MINNKOTA　FORTREX112-45（36V）

※バッテリー1個追加含む ¥65,000

■MotorGuide　X5-80V-45（24V） ¥10,000

■MotorGuide　X5-105V-45（36V）

※バッテリー1個追加含む ¥48,000
エレキ変更　※420用

■MotorGuide　X5-55V-45（12V）　
 ￥50,000

■MINNKOTA　55EDGE-45（12V）　
 ￥10,000
■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 ￥140,000
■MINNKOTA　ULTREX80-45（24V）
 ※バッテリー1個追加含む ￥319,000

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■SOREX トレーラー　15FBK
 ※420用 ￥103,000
■SOREX トレーラー　15FBK-S
　（スイングトング仕様） ※420用 ￥133,000
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■SOREX トレーラー　15FBK-S
　（スイングトング仕様） ※400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
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。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■トレーラー用スペアタイヤキット ￥23,000
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■可動式ナンバープレートステー ￥7,800

ストレージ400

ストレージ420SC1000システムタコメーター
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

SC1000システムタコメーター
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

メーター

アルミコンソール 2,820,000円（税抜）

FRPコンソール（白） 2,870,000円（税抜）

ST-400SF
40 馬力 セレクションパッケージ

標準セット：MERCURY F40LH / 

MINNKOTA FORTREX80-45（24V）

1,467,000 円（税抜）

25 馬力 セレクションパッケージ

ST-420PD

標準セット：MERCURY 25MLSeaPro / 

MotorGuide X3-55-45(12V)

1,645,000円（税抜）

標準セット：MERCURY F25ELHPT / 

MotorGuide X3-55-45(12V)

420：F25ELHTP
アルミペラ11P
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www.stacer.jp

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。　

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。

※新艇ご購入時限定オプションWRAPPING GRADATION MODEL

105 レッド104 レッド

103 ブルー

106 レッド

101 ブルー

514 スカイ511 リーフ

102 ブルー

505 イエロー504 オレンジ

503 グリーン502 ネイビー501 ブラック

508 ピンク

95,000円（税抜）ST-400SF, ST-425SF, ST-440SF, ST-420PDSTACER

ブラック ネイビー

グリーン

オレンジ

イエロー ピンク

98,000円（税抜）WJ-430WIZARD

95,000円（税抜）WJ-396DX-B, WV-375DWIZARD

49,000円（税抜）WP-330VW/VW-D, WP-298L/L-DWIZARD


