
SOUTHER

425
全長 ／ 4,250mm
全幅 ／ 1,790mm
ボート重量 ／ 240kg
定員 ／ ３人
Livewell Capacity ／ 60L
Max hp ／ 40hp

TECHNICAL DATA
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CONCEPT
サウザー425は、単なる450と395の中間サイズではありません。日本の駐車場にベ
ストサイズな395の後継機種です。395の取り回しの良さをほぼ同じトレーラーサイ
ズで実現。船体は一回り大きく、ロッドストレージ設置を含め、収納力を大幅に向上。コ
ンパクトでありながら、450で実証済みのステップハルにより立ち上がりスムーズ。
395・450で培ったDNAを継承した、ハイパフォーマンスボートの新たな代名詞です。



（SC1000システムモニター）

サウザーオリジナルパーツ

ボートオプション

ガス圧ポール
ライブウェルオートタイマー
キールガード
フロントトリムスイッチ
ハッチロック　フロント２箇所
オートビルジスイッチ
マーキュリースマートクラフトメーター

￥9,000（税抜）
￥16,000（税抜）
￥23,000（税抜）
￥10,000（税抜）
￥12,800（税抜）
￥5,000（税抜）
￥58,000（税抜）

リアシート
カラー選択　2パターン
カラー選択　3パターン
カラー選択　オールブラック
ホールショットプレート（上下セットステンレス製）

￥12,000（税抜）
￥50,000（税抜）
￥60,000（税抜）
￥30,000（税抜）
￥13,800（税抜）

※ステンレスプロップ別売

マーキュリー

エンジンオプション

40ELHPT XRi

ステンプロップベンジャンズ 14P（同時購入価格）
425専用スタビライザー（同時購入価格）

￥198,000（税抜）

￥28,000（税抜）
￥9,800（税抜）

サウザーオリジナルパーツ

トレーラーオプション

ボートカバー（フェンダーカバー付）
ラチェット式 タイダウン

フルトンF2 ウィンチに変更
フルトンF2 ジャッキに変更
スペアタイヤ

￥45,000（税抜）
スチール製 ￥12,000（税抜）
ステンレス製 ￥15,000（税抜）

￥13,000（税抜）
￥11,000（税抜）
￥16,000（税抜）

下記項目は非課税となります。船舶検査費等
定期検査代
予備検査代
登録測度代

￥16,700
￥13,500
￥7,000

下記項目は非課税
となります。

※各都道府県により異なる場合もございます。
※検査には各販売店にて検査手数料が別途必要です。

トレーラー検査費等
自賠責保険
重量税（2年分）
登録手数料
ナンバープレート代
自動車税（年額）

￥4,650
￥8,200
￥700
￥720

￥10,200

モーターガイド・ミンコタ

エレキオプション

エレキレス ￥マイナス50,000

X3-55V
X3-70
X3-70V
X5-80V
マクサム 70
フォルトレックス 80
ウルトレックス 80

￥40,000（税抜）
￥17,000（税抜）
￥60,000（税抜）
￥120,000（税抜）
￥80,000（税抜）
￥125,000（税抜）
￥296,000（税抜）

推奨

推奨

推奨

SOUTHER DNAの正統後継者SOUTHER DNAの正統後継者 日本のフィールドにアジャストしたハイパフォーマンスは
そのままに、450テイストをとりこみスペックアップ
日本のフィールドにアジャストしたハイパフォーマンスは
そのままに、450テイストをとりこみスペックアップ

●MERCURY 30ELHPT XRi
※●ELECTRIC MOTOR:MOTOR 
      GUIDE X3-55
●SOUTHER425 TRAILER
※アルミホイールはオプション

セット内容

SOUTHER 425
スタンダードボートセット

¥ 1,880,000
（
税
抜
）

全長 ／ 4,850mm
全幅 ／ 2,020mm
最大積載量 ／ 220kg

TECHNICAL DATA

SOUTHER 425
TRAILER

Standard Equipment

※表記サイズはスイングアーム
トングを折り曲げエンジンにト
ランサムセーバーを取り付け斜
めにした状態です。
※トランサムセーバーを取り外
し、トリムを下げれば約10～
15cm短くなります。
※逆にスイングアームロングを
伸ばすと50cm長くなります。
※仕様は予告なく変更する場
合がございます。

サイズ
（サイズの単位はcm）（サイズの単位はcm）

サウザー450で
性能を実証済みの
ステップハルを採用

オールブラック

※送料・別途必要（お問い合わせください）

545

202

ストレージサイズ
横 約380㎜　縦 約340㎜　高さ 約300㎜

フロントストレージ
フットペダル下にはドライストレージを装備。前方に開くためケーブ
ルの硬いエレキの場合はフットペダルの固定はしない方が使い勝手
は良くお勧めです。

バッテリーポジション
バッテリーはセンターストレージ前方
に配置。エンジン、エレキ兼用で２個
搭載です。バッテリー装着の際はセ
ンターストレージを外してください。

ロッドストレージ
８本収納可能なロッドストレージを装備最長で約７．７
FTクラスまで可能です。装着はグリップエンドを差し
込むだけで固定できます。
また収納の際にはガイド、ブランクス保護の為カバー
装着が必要です。※ダンパーはオプション注意収納
位置により最長寸法に違いがございますのでご了承
願います。

ライブウェル
ライブウェルはサウザー４５０と
同じ物を使用しています。
容量　約６０ℓの大型ライブウェ
ルを装備

右舷側 レイアウト
右舷側には、大型ドリンクホルダー、キーシリ
ンダーグラブハンドルなどを装備。オートタ
イマー（オプション）、３WAYスイッチパネル
も右舷側に配置します。
※ライブウェルオートタイマーはオプション

ストレージサイズ 横 約400㎜
縦 約300㎜　高さ 約50㎜  

リアストレージ（左舷）
リア左舷側には、ガソリンタンクが
入るため、高さ５０mmの浅いスト
レージを装備。小物類の収納など
に便利です。※ダンパーはオプ
ション

425 専用ホールショットプレート（オプション）
重量のある４０馬力船外機を搭載する前提で専用のステンレス製
ホールショットプレートを作りました。ボート停止時に起こるバック
ウォッシュが最小限にするためジャックプレート上面にデザイン性を
損なわないように配慮し波除けも装備。緊急停止でもお尻が濡れるこ
とは殆どありません。
またジャックプレート下側のプレートはプレーニング時にスターンを
持ち上げプレーニングまでの動作を早くしまた停止時には抵抗になり
スターンを持ち上げることによりバックウォッシュを軽減する効果も
兼ね備えています。

425専用ホールショットプレート
（オプション）

今回４０馬力仕様専用にホールショットプレートを製作しまし
た。出来るだけ純正に近いフォルムで違和感無く、ボルト類を
出さないことにより水の抵抗も極力少なくなるようにデザイン
してあります。

リアストレージ（右舷）
リア右舷側にも大型ストレージを装備
※ダンパーはオプション
ストレージサイズ
横 約400㎜　縦 約300㎜　高さ 約H300㎜

センターストレージ
中央にはサウザー３９５と同じ
大型ドライストレージを装備

ストレージサイズ
横 約550㎜　縦 約370㎜
高さ 約350㎜

ヴェンジャンス ステンレス
プロップ（オプション）

サウザー４２５には、様々なテストの結果
ヴェンジャンス ステンレスプロップ 14P
がベストです。
10 3/8  ×14P

5マーキュリー
４０ELPT XRi 
（オプション）

サウザー４２５の最大搭載馬
力は40馬力です。３９５より
パワフルな走りが楽しめます。
※標準仕様は30馬力です。

Step hull

Optional
Equipment

サウザー425のカラーシミュレーションが可能です。是非お試しください。

■2018年2月1日付価格表です。 
※掲載されております製品の価格は全て税抜き表示となります。ご了承ください。

SOUTHER 425  Optional EQUIPMENT オプション装備

※スペアタイヤは別途
注）ノーマルタイヤは付属いたしません。 ￥58,000（税抜）
アルミホイールに変更 205/50　R16　6.5J

けん引免許

不要！！
SIZE




