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SCORPION
sシェイパー : ドナルド・タカヤマ デザイン
s長さ: 6'4"ft（193.0cm） s幅: 21.5"inch s厚さ: 2.50"inch

sロッカー : ロー〜ミディアム 　sレール: ミディアム
sボトム: ノーズコンケイブ〜ラウンド〜 VEE 　
sテール: ラウンドピン　sフィン: クアッド+シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥149,040

FLO EGG
sシェイパー : ドナルド・タカヤマ デザイン
s長さ: 6'8"ft（203.2cm） s幅: 20.0"inch s厚さ: 2.6"inch

sロッカー : ロー〜ミディアム　sレール: ミディアム
sボトム: ラウンド〜 VEE 〜ラウンド 　
sテール: ラウンド　sフィン: シングル・スタビライザー
s価格（税込）: ¥149,040

KAI SALAS SUP
sシェイパー : ドナルド・タカヤマ デザイン
s長さ: 9'0"ft（274.3cm） s幅:  28.0"inch s厚さ: 4.5"inch

sロッカー : ロー 　sレール: ミディアム
sボトム: ラウンド〜 VEE 　sテール: ラウンド
sフィン: クアッド+シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥216,000

ハングファイブからリッピングまで出来る元祖ミニノーズライダーで、
ロングボーダーにオススメしたいモデル。サイズは 5'10"、6'4"、
7'2"、7'10" の４種類、各サイズ共に３カラーから選択出来る

ジョエル・チューダーも HPDライダー時代に好んで乗っていたマジ
ックボード。サイズがある時のセカンドボードにもオススメできる。
6'8"、7'0"、7'6"、8'2" の各サイズ、３カラーから選択可能だ

カイ・サラスのシグネチャーモデルＳＵＰ。パワーの有る波でも滑らか
でスムーズなライディングが可能。サイズは 8'6"、9'0"、9'6"、
10'0" の４種類で、各サイズ共に３カラーから選ぶことが可能

（左より) IN THE PINK SUP、Noah Ka Oi SUP、OHANA SUP（左より）Noah Ka Oi、GlassSlipper、HumuHumuFishManufacturing process of Epoxy Flyer
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IN THE PINK
sシェイパー : ドナルド・タカヤマ デザイン
s長さ: 9'1"ft（276.8cm） s幅: 22.95"inch s厚さ: 2.91"inch

sロッカー : ロー〜ミディアム 　sレール: ミディアム
sボトム: ノーズコンケイブ〜ラウンド〜 VEE 　
sテール: スカッシュ　sフィン: シングル・スタビライザー
s価格（税込）: ¥181,440

BEACH BREAK
sシェイパー : ドナルド・タカヤマ デザイン
s長さ: 8'6"ft（259.1cm） s幅: 22.5"inch s厚さ: 2.6"inch

sロッカー : ハード 　sレール: ハードダウンレール
sボトム: ラウンド 　sテール: スカッシュ
sフィン: シングル・スタビライザー
s価格（税込）: ¥170,640

NOAH COMP
sシェイパー : ドナルド・タカヤマ デザイン
s長さ: 9'2"ft（279.4cm） s幅: 22.5"inch s厚さ: 2.63"inch

sロッカー : ミディアム 　sレール: ソフトボキシー
sボトム: ノーズコンケイブ〜フラット〜 VEE 　
sテール: ラウンド　sフィン: シングル・スタビライザー
s価格（税込）: ¥181,440

この 1 本で様々なコンディションを楽しめるハイパフォーマンス・ノー
ズライダーのベストセラーモデル。サイズは 8'6"、9'1"、9'3"、
9'6"、10'0" の５種類で、各サイズ共に３カラーからチョイスできる

アグレッシブ・ロングボーダー向けに開発されたハイパフォーマンスモ
デル。バーティカルなアクションが容易に決まる。サイズは 8'6"、
9'1"、9'4"、9'10" の４種類、各サイズ共に３カラーから選択可

ノア・シマブクロのシグネチャーモデル。ターン性能、ノーズライディ
ングの安定性を両立している人気モデル。サイズは 9'2"、9'4"、
9'6"、10'0" の４種類、各サイズ共に３カラーから選べる

HAWAIIAN PRO DESIGNS 
EPOXY FLYER SURFBOARDS
ハワイアンプロデザイン・エポキシフライヤー・サーフボード
www.arasoan.com

オアシス＆アラソアン千葉東浪見店　
〒 299-4303
千葉県長生郡一宮町東浪見 7515
30475-42-1363　50475-42-1362
E-MAIL: info@arasoan.com

ドナルド・タカヤマ

巨匠、ドナルド・タカヤマ氏が手掛けた、
最後のビッグプロジェクト
HPD のタカヤマ氏が手掛けた最後のプロジェクトが、EPCという
全く新しいテクノロジーで作られたサーフボードプロジェクト。エポキ
シとEPS の持つ特性を最大に生かし、バンブーの自然素材を組
み合わせた夢のテクノロジー Epoxy Flyer。まるでポリエステルボ
ードのようなしなやかさを保ちつつ強度を持たせている。タカヤマ
氏のデザインと最新素材の融合で、極上の乗り味をあじわえる。

Kevin Kimear



NEO CLASSIC
sシェイパー : 榎本信介
s長さ: 9'2"ft（279.4cm） s幅: 22 7/16"inch s厚さ: 2 7/8"inch

sロッカー : ロー 　sレール: 60/40
sボトム: ロール 　sテール: ダイヤモンド
sフィン: シングル
s価格（税込）: ¥170,000〜

EDNA PIG
sシェイパー : 榎本信介
s長さ: 9'4"ft（284.5cm） s幅: 22 7/16"inch s厚さ: 3"inch

sロッカー : ロー 　sレール: 50/50
sボトム: ロール 　sテール: ベビースカッシュ
sフィン: シングル
s価格（税込）: ¥170,000〜

ボリュームのあるテールが波のパワーをボードに伝え、ニュートラルポ
ジションに立つだけで脅威のスピードを感じられる。ナローノーズにレ
ールは 50/50 で、とにかくスピードを重視した今年のニューモデル

クラシック系のデザインだがコントロール性が高く、様々なコンディシ
ョンに対応。アップレールからテールエンドに若干エッジを付けること
でより際どいターンが可能に。エントリーユーザーにもオススメ！

EDNA 
SURFBOARDS
エドナ・サーフボード
edna.jp

T-STICK SURFSHOP　
〒 251-0037
神奈川県藤沢市鵠沼海岸 2-15-15
30466-36-0324　50466-36-0324
E-MAIL: info@edna.jp

齋藤久元

垣根を越えて自由で行こう!
湘南鵠沼出身のプロロングボーダー、榎本信介がシェイプから仕
上げまで全工程を自ら手掛ける唯一無二のサーフボード。今年は
JPSA のルーキー "MOTO"こと齋藤久元が、持ち味であるアグ
レッシブなライディングを武器にサーキットを周る。ロング、ショート
とオールラウンドに乗りこなす彼のフィードバックを元に、今後も常
識の垣根を越えたデザインを多くのユーザーに届けていく。
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SUNSET MOON
sシェイパー : 鈴木 剛
s長さ: シークレット  s幅: シークレット  s厚さ: シークレット 
sロッカー : ― 　sレール: ―
sボトム: ― 　sテール: ムーン
sフィン: シングル・スタビライザー
s価格（税込）: ¥280,800

BAMBOO COMP CARBON
sシェイパー : 鈴木 正
s長さ: 9'2 1/16"ft（279.5cm） s幅: シークレット s厚さ: シークレット
sロッカー : ― 　sレール: ―
sボトム: ― 　sテール: ソフトラウンド
sフィン: シングル・スタビライザー
s価格（税込）: ¥213,840

BAMBOO ROCKET
sシェイパー : 鈴木 正
s長さ: 6'3''ft（190.5cm） s幅: 22 1/4"inch s厚さ: 3"inch

sロッカー : ― 　sレール: ―
sボトム: ― 　sテール: ウイングムーン
sフィン: クアッド
s価格（税込）: ¥181,440

センター以外は 2mm のストリンガーを使用した EPS スリーストリン
ガーフォームで強度と軽量化を融合させたモデル。反応は非常に速
く、フリーサーフィンからコンテストまで幅広く対応できる仕上がり

ノーズコンケイブが長めに入っているため、長い間ノーズライドする
事ができ、テールはソフトラウンドでハイパフォーマンスも可能。デッ
キ・ボトム両面に竹、レールにはカーボンファイバーをラミネート

EPSをベースにデッキとボトムの両面に竹を使用、レールにはカーボン
ファイバーを組み合わせ、軽量かつしなりもあるのが特徴。圧倒的なテ
イクオフの早さと高いレスポンスが魅力の 1 本。（他サイズ 5'11''）

GODDESS
ゴッデス
goddess.co.jp

ゴッデスインターナショナル株式会社　　
〒 253-0055 
神奈川県茅ヶ崎市中海岸 3-9-20
30467-86-1173　50467-87-4653
E-MAIL: info@goddess.co.jp

鈴木 剛

常に最先端の技術を追求する老舗ブランド
機能性とデザイン性が高い次元で融合
全ての生物の源である母なる海をイメージし、その女神の名を由
来とするブランド、「ゴッデス」。オーナーの鈴木正が最初にベニ
ア板でサーフボードを作ったのがスタートで、その後カリフォルニ
アに渡ってシェイピングを学び、帰国後に日本初のファクトリーシ
ョップを茅ヶ崎にオープンし今に至る。現在 JPSA 公認プロ 4
名が所属し、コンペティションへの方向性は今後も変わらない。
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SALINAS
sシェイパー : タイラー・ウォーレン
s長さ: 9'6"ft（289.5cm） s幅: 23 3/4"inch s厚さ: 3 3/8"inch

sロッカー : フラット〜キックテール 　sレール: 50/50
sボトム: ノーズコンケイブ〜トライプレーン〜 VEE 　
sテール: スクエア　sフィン: シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥227,664

AUNTIE MO
sシェイパー : ゲイリー・ラーソン
s長さ: 9'2"ft（279.4cm） s幅: 23"inch s厚さ: 2 5/8"inch

sロッカー : フラット〜キックテール 　sレール: 50/50
sボトム: ノーズコンケイブ〜フラット〜 VEE 　
sテール: スクエア　sフィン: シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥212,544

TERRY MARTIN
sシェイパー : ジョシュ・マーティン
s長さ: 9'6"ft（289.5cm） s幅: 23"inch s厚さ: 3"inch

sロッカー : ナチュラルクラシック 　sレール: 50/50〜ダウンレイル〜スモールエッジ
sボトム: ノーズコンケイブ〜フラット〜 VEE 　sテール: ピン
sフィン: シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥216,864

ホビー人気 No.1 のモデルで、スモール〜ミディアムウェイブにおいて、オ
ールラウンドに使用できる。抜群のノーズライディング性能だけでなく、ター
ン性能も高いのが特徴。タイラーお気に入りの 1 本に仕上がっている

女性でも、クールにノーズライドを決めたい方におすすめのレディース版、
クラッシックノーズライダー。HOBIE 流のアレンジにより、ローロッカー
かつ薄め、軽めに仕上げられているので、女性でも扱いやすい 1 本

ジョシュが亡き父のテリーに捧げたシグネチャーモデル。クラシックなが
らコンケイブやスモールエッジ部分などに、モダンなエッセンスを取り入
れており、抜群のノーズライド性能とターン性能を両立した珠玉の逸品

HOBIE
ホビー
shop.hobie.jp

カイマナトレーディング　
〒 251-0032
神奈川県藤沢市片瀬 5-11-7
30466-25-9990　50466-25-9991
E-MAIL: info@kaimana.net

タイラー・ウォーレン

1950 年創業のカリフォルニアの老舗ブランド
初めてのフォームブランクスを製作するなど、６４年間に渡り常に
サーフインダストリーを牽引し続けるHOBIE。今年、惜しまれなが
らも、創始者ホビー・アルターが他界したが、彼の遺志はしっか
り受け継がれ、最高品質のサーフボードを世界中に提供している。
アイコン的存在のタイラー・ウォーレンや、テリー・マーティンの
DNAを継承する、ジョシュ・マーティンなどシェイパー陣も多彩だ。
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MINI SIMMON'S
sシェイパー : デイブ・ボーン
s長さ: 5'6"ft（167.6cm） s幅: 21 1/4"inch s厚さ: 2 6/19"inch

sロッカー : ロー 　sレール: ミディアム
sボトム: シングル〜 VEE 　sテール: ワイドスカッシュ
sフィン: ツイン
s価格（税込）: ¥109,000〜（オーダー価格）

THE L.P.
sシェイパー : スティーブ・ボーン
s長さ: 9'4"ft（284.5cm） s幅: 23"inch s厚さ: 3"inch

sロッカー : ロー〜ミディアムハイ 　sレール: 50/50
sボトム: ノーズコンケイブ〜 VEE 　sテール: スクエア
sフィン: シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥171,000〜（オーダー価格）

THE BLURR SUP
sシェイパー : デイブ・ボーン
s長さ: 7'11"ft（241.4cm） s幅: 28"inch s厚さ: 3 3/4"inch

sロッカー : ハイ〜ロー 　sレール: ミディアム
sボトム: フラット〜 VEE 　sテール: ラウンド
sフィン: クアッド+センター（BOX）
s価格（税込）: ¥230,000〜（オーダー価格）

超個性的なデザインのミニ・シモンズ。幅広なテールが特徴的で、
パワーレスな日本の波によくマッチする。波の力を多く拾い、スピード
に乗ったリッピングなど軽快なアクションが出来る。EPSもオーダー可

コンケイブ、レール形状、ロッカー、すべてのバランスが絶妙の仕上
がり。クラッシックボードを現代風にアレンジし、テール中心のクイッ
クなターンからハングテンなど意のままに操れる。EPSもオーダー可

最新の SUP デザイン…それがこのモデル。エキスパートSUP サーファ
ーのために、ショートボードのようなターンを可能にする薄いレールとテー
ルが特徴。カスタムオーダーは、EPS のみで 8'5'' 以下でオーダー可

INFINITY
インフィニティ
www.arasoan.com

オアシス＆アラソアン千葉東浪見店　
〒 299-4303
千葉県長生郡一宮町東浪見 7515
30475-42-1363　50475-42-1362
E-MAIL: info@arasoan.com

スティーブ・ボーン

ハンドクラフトで仕上げるINFINITY
孤高のクラフトマンシップを体感して欲しい
インフィニティは、カリフォルニア・サンクレメンテにある最新鋭の工
場で熟練した職人たちによって一本ずつ丁寧に製作されている。ボ
ード制作にたずさわる職人たちは全員優秀な生粋のカリフォルニアン
サーファー。もちろん重要な工程では今もスティーブ自身がたずさわ
り、シェイプをしている。崇高なクラフトマンシップから製作されるサー
フボードは珠玉の逸品ばかり。そのボード性能に驚くはずだ。
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9'0'' PERFORMAER
sシェイパー : ジェラルド・ダバディー
s長さ: 9'0''ft（276.0cm） s幅: 22.15''inch s厚さ: 2.60"inch

sロッカー : ― 　sレール: ミディアム+ベベルス
sボトム: シングル〜ダブルコンケイブ 　sテール: スモールフィッシュ
sフィン: トライ（FCS）
s価格（税込）: ¥97,200

8'2'' SUPER8
sシェイパー : ジェラルド・ダバディー
s長さ: 8'2"ft（248.0cm） s幅: 22.00"inch s厚さ: 2.75"inch

sロッカー : ― 　sレール: ミディアムボキシー
sボトム: ノーズコンケイブ〜ベベルズ〜フラット〜 VEE 　
sテール: スカッシュ　sフィン: 5プラグ（FCS）
s価格（税込）: ¥86,400

7'4'' MINI NOSERIDER
sシェイパー : ジェラルド・ダバディー
s長さ: 7'4"ft（224.0cm） s幅: 22.00"inch s厚さ: 2.65"inch

sロッカー : ― 　sレール: ミディアム
sボトム: ノーズコンケイブ〜フラット〜 VEE 　
sテール: スカッシュ　sフィン: 5プラグ（FCS）
s価格（税込）: ¥75,600

マニューバー系オールラウンドボードとして、スピード感のあるサーフ
ィンが可能。パワーのある波にも適応でき、ノーズライドにも十分な
性能とモダンなシェイプがホセゴーローカルの中でも人気のモデル

通常のロングボードの幅で8'2''のレングスを活かしたサーフィンが楽
しめるミニロング。テイクオフが非常に早く、スピードに乗ったターン
が楽しめ、プロのフィードバックでも高い評価を得ている

十分な幅と厚みによって、7'4'' でもロング同様のグライド感を楽し
める。すべてのレベルのサーファーが使えるオールラウンドモデルで、
Egg ボードのようなターンも可能なファンボード

SUPER FROG
スーパーフロッグ
www.s-frog.com

ビックスポーツジャパン　　
〒 251-0046
神奈川県藤沢市辻堂西海岸 3-1-9
30466-60-7070　50466-60-7300
E-MAIL: info@bicsportjapan.com

ホセゴーローカル

No Bla bla! 
EPS+ エポキシラミネーションのパイオニア
フランスのホセゴーを拠点とし、EPS+ エポキシラミネーションの
パイオニアであるシェイパー、ジェラルド・ダバディーのカスタムボ
ード。AKUシェイプマシンで EPS 芯材を削りオリジナルシェイプ
を忠実に再現し、また十分なファイバーグラス量を使い軽量かつ
高強度のボードに仕上げられている。"No Bla Bla!" には能書
きはいいからサーフしようぜ、というメッセージが込められている。
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THE CRESCENT
sシェイパー : ウェイン・リッチ、ハンク・バイザック
s長さ: 9'8"ft（294.6cm） s幅: ― s厚さ: ―
sロッカー : ― 　sレール: ―
sボトム: ― 　sテール: ハーフムーン
sフィン: シングル
s価格（税込）: ¥226,800〜

65
sシェイパー : ウェイン・リッチ、ハンク・バイザック
s長さ: 9'6"ft（289.5cm） s幅: ― s厚さ: ―
sロッカー : ― 　sレール: ―
sボトム: ― 　sテール: スクエア
sフィン: シングル
s価格（税込）: ¥226,800〜

LION OF JUDAH
sシェイパー : ジェフ・マッカラム
s長さ: 5'7"ft（170.2cm） s幅: ― s厚さ: ―
sロッカー : ― 　sレール: ―
sボトム: ― 　sテール: ラウンドスクエア
sフィン: シングル・スタビライザー
s価格（税込）: 205,200〜

ジョエルがオススメする最新ノーズライダー。キックテールにハーフム
ーンテール組み合わせは、ノーズライド時のコントロールとターンを容
易に。幅広のアウトラインはトリム、ウォーキングの安定性をもたらす

クラシックテイストを現代風にチューンナップしたシングルフィン・ログ。
ロッカー、レールは THE CRESCENTと同じだが、アウトラインと
テールをアレンジ。よりホッドドッキングなライディングを可能とする

ジェフ・マッカラムとジョエル・チューダーのコラボモデル。全ライン
ナップの中でも珍しい 2+1 セットアップで、ドライブフィールを味わえ
る。また小波からサイズのある波までオールラウンドに対応する

TUDOR 
SURFBOARDS
チューダー・サーフボード
joel-tudor.jp/

TUDOR SURFBOARDS JAPAN　
E-mail: info@joel-tudor.jp

チーム・チューダー2014

稀代のカリスマ、ジョエル・チューダーが
提案する波に合わせたボードラインナップ
幼少からその才能を発揮し、故ドナルド・タカヤマと共に 90 年
代のロングボード・リバイバルに貢献したジョエル・チューダー。
フリーサーフィンはもちろん、そのスタイリッシュなライディングで 2
度に渡るASP 世界ロングボードタイトル、9 度の US オープン
優勝をはじめとする数々の戦歴を残す。そんな彼がこれまでの集
大成として立ちあげたのがチューダー・サーフボードだ。
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TEAR DROP CLASSIC
sシェイパー : 植田義則
s長さ: 9'1"ft（276.9cm） s幅: 23 3/8"inch s厚さ: 2 3/4"inch

sロッカー : ― 　sレール: ―
sボトム: ― 　sテール: ワイドピン
sフィン: シングル（BOX、GLASS ON）
s価格（税込）: ¥280,800〜

LOVE & PEACE
sシェイパー : 植田義則
s長さ: 5'11"ft（180.3cm） s幅: 21 5/8"inch s厚さ: 2 3/8"inch

sロッカー : ― 　sレール: ―
sボトム: シングルコンケイブ〜 VEE 　sテール: スクエア
sフィン: クアッド、ツイン
s価格（税込）: ¥198,450〜

NOSE RIDER MINI
sシェイパー : 植田梨生
s長さ: 8'8"ft（264.1cm） s幅: 22 13/16"inch s厚さ: 2 3/4"inch

sロッカー : ― 　sレール: ―
sボトム: ノーズコンケイブ〜 VEE 　sテール: ムーン
sフィン: フィン: シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥205,200〜

クラシカルな味わいを持ったモデルだがその操作性は高く、波のライ
トポジションをスムースに捉え、スピードにのったスタイリッシュなサー
フィンが可能。グライド感を味わえる1 本となっている

スモールコンディションにおいてもスピーディーにクルーズできる。サーフ
ァーのレベルと楽しみ方によって 5ft 〜 9ft 台までオーダーが可。また
ナチュラルデッキ、もしくはフラットデッキ＋ステップレールの選択が可能

9'6"ftクラスのノーズライダー性能をそのまま8ft 台に凝縮したモデ
ル。ウェイトとサイズを少し落としながらも、クラシックフィーリングを
失うことなく、よりフレンドリーに仕上げている

Y.U SURF CLASSIC
ワイユー サーフ クラシック

ベイシックプラスチック　
〒 253-0101　
神奈川県高座郡寒川町倉見 2270-2
30467-75-5474　50467-75-5949

植田義則 植田梨生

スタイル、テイスト、クオリティ、
すべてがカスタムボードの真髄をいく、Y.U
世界にその一流のシェイピング技術で高い評価を得ているシェイパ
ー、植田義則のイニシャルを冠したサーフボードブランド、Y.U。ク
ラシックテイストの専門ブランド Y.U SURF CLASSIC は、ボード
の基本性能はもちろんのこと、アートワークにおいても最高峰のク
オリティを誇る。単なる道具としてだけでなく、所有するだけでも喜
びが得られる、そんな価値あるボードを創り続けているブランドだ。



FAT CAT
sシェイパー : ロビー・キーガル
s長さ: 9'2"ft（279.4cm） s幅: 23"inch s厚さ: 3"inch

sロッカー : ロー 　sレール: 50/50ライトテーパー
sボトム: ロール〜フラット 　sテール: ラウンドピン
sフィン: シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥192,000

C-HAG
sシェイパー : クリス・クリステンソン
s長さ: 9'8"ft（294.6cm） s幅: 23"inch s厚さ: 2 15/16"inch

sロッカー : ― 　sレール: ―
sボトム: ― 　sテール: ラウンドピン
sフィン: シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥213,840〜

PATHFINDER
sシェイパー : ロジャー・ハインズ
s長さ:9'2"ft（279.4cm） s幅: 23"inch s厚さ: 3"inch

sロッカー : フラット〜キックテール  　sレール: ソフト
sボトム: ノーズコンケイブ〜フラット〜 VEE 　sテール: ピン
sフィン: シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥219,240

ビギナーから中級者の方まで、楽しく簡単に天才ロビンの感性を味
わえるセンス抜群のボード。最速テイクオフと切れ味抜群のターンが
誰でも可能。またピグメントなどクオリティの高いカラーリングも魅力

ステップデッキ＋ステップテールの採用でノーズライド時の荷重コント
ロール、そしてターン性能に優れる。人気の PIG ベースのアウトラ
インは、ノーズエリアの重さもなくスムースなマニューバーが可能に

操作性が高く素早いターンが可能で、ウォーキングへのタイミングを逃
さない。クラシカルなボードウェイトがノーズライドに安定感を与えてくれ
る。ロングボードのクラシカルな醍醐味をこの 1 本で味わってほしい

CREME
クリーム
www.seakong.com

CHRISTENSON 
SURFBOARDS
クリステンソン・サーフボード
www.kiyomo.jp 

BEAR
ベアー
www.bearsurfboards.jp

シーコング篠崎店　
〒 132-0001
東京都江戸川区新堀 1-28-1
303-6638-8090　503-6638-8090
E-MAIL: info@seakong.com

株式会社　キヨモ　
〒 550-0005
大阪府大阪市西区西本町 2-1-1
306-6535-8839　506-6535-8854
E-MAIL: info@kiyomo.jp

有限会社フリュイドパワー　
〒 253-0054
神奈川県茅ケ崎市東海岸南 1-21-1
30467-86-2888　50467-86-6944
E-MAIL: fluidpower@jcom.home.ne.jp
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NEW PLAYBOY
sシェイパー : ロビー・キーガル
s長さ: 9'7"ft（292.1cm） s幅: 22 1/2"inch s厚さ: 2 7/8"inch

sロッカー : ノーズロッカー〜フラット 　
sレール: テーパー＆ピンチラウンド　sボトム: ロール 　
sテール: スカッシュ　sフィン: シングル
s価格（税込）: ¥235,000

THE STYLIST
sシェイパー : ジェリー・オキーフ
s長さ: 9'2"ft（279.4cm） s幅: 24"inch s厚さ: 3 1/8"inch

sロッカー : ノーズロッカー〜フラット 　sレール: 50/50
sボトム: フラット 　sテール: ラウンドピン
sフィン: シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥192,000

SURF SUP
sシェイパー : デール・チャップマン
s長さ: 8'10"ft（269.2cm） s幅: 29"inch s厚さ: 4 5/16"inch

sロッカー : ミディアム〜ロー 　sレール: ミディアム
sボトム: シングル〜ダブルコンケイブ 　sテール: ラウンド
sフィン: シングル・スタビライザー
s価格（税込）: ¥238,000〜（オーダー価格）

ロングボード界の流行を牽引するロビン・キーガルが仕掛けるのは
1967 年のホットジェネレーション期の PIG。スピーディーなその乗
り味で、既存のロングではありえないパフォーマンスを可能にする

テイクオフやターンが苦手と感じている方のストレスや不満を一気に
解消する。シーコングの 16 年間に渡る大ベストセラー。余裕のテイ
クオフは 1 本の波の満足度を倍増させ、衝撃的な感動を約束する

ハイパフォーマンス SUP に初めて挑戦する方に最適。非常に軽量
で、コントロール性能が高くクイックなターンが可能。ストリンガーレス
なため、ターン時にボードがしなるので踏み込むほどに加速してくれる

GATO HEROI
ガトへロイ
www.seakong.com

DEWEY WEBER
デューイ・ウェーバー
www.seakong.com

DALE CHAPMAN 
SURF DESIGNS
デールチャップマン・サーフデザイン
www.arasoan.com

シーコング藤沢店　
〒 251-0028
神奈川県藤沢市本鵠沼 1-15-20
30466-55-3037　50466-55-3037
E-MAIL: info@seakong.com

シーコング大阪店　
〒 590-0962
大阪府堺市堺区寺地町東 2-2-23
3072-227-5710　5072-227-5710
E-MAIL: info@seakong.com

オアシス＆アラソアン千葉東浪見店　
〒 299-4303
千葉県長生郡一宮町東浪見 7515
30475-42-1363　50475-42-1362
E-MAIL: info@arasoan.com
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DOGMAN SUP
sシェイパー : タリー・セントジョン
s長さ: 8'6"ft（259.1cm） s幅: 28 1/4"inch s厚さ: 4 3/8"inch

sロッカー : ロー〜ミディアム 　sレール: ミディアム
sボトム: シングル〜ダブルコンケイブ 　sテール: スワロー
sフィン: シングル・スタビライザー
s価格（税込）: ¥238,000〜（オーダー価格）

FLIPTAIL NOSE RIDER
sシェイパー : タリー・セントジョン
s長さ: 9'3"ft（281.9cm） s幅: 23"inch s厚さ: 2 3/4"inch

sロッカー : ロー〜ハイ 　sレール: 50/50
sボトム: フラット〜 VEE 　sテール: スクエア
sフィン: シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥191,000〜（オーダー価格）

THE TS SHAPE
sシェイパー : リッチ・ハーバー
s長さ: 9'6"ft（289.5cm） s幅: 22 1/2"inch s厚さ: 3 1/4"inch

sロッカー : ロー 　sレール: 50/50
sボトム: ロール〜フラット 　sテール: スカッシュ
sフィン: シングル
s価格（税込）: ¥246,000

ドッグマンことロジャー・サンダースのシグネチャーモデル。レングスは短
めだが、充分な幅と厚さがあり軽快なアクションが可能。ノーズがシャ
ープなボードなので、波のあらゆるセクションでアグレッシブに攻められる

全体的に幅は広いが厚さを薄くしており、テール部分はロッカーが強め
に施されているので、シングルフィンとは思えない動きを実現。また、テ
ールをロックさせやすいのでノーズライド性能も高いモデルとなっている

長年封印されてきた歴史的な名作、トラッセルスペシャルが遂に復
刻された。ロングボーダーである証として記念に手元に置いて置きた
い名品。波のサイズを選ばずにクラシックフィーリングを満喫できる

LAGUNA BAY
ラグーナベイ
www.arasoan.com

LAGUNA BAY
ラグーナベイ
www.arasoan.com

HARBOUR 
SURFBOARDS
ハーバー・サーフボード
www.seakong.com

オアシス＆アラソアン千葉東浪見店
〒 299-4303
千葉県長生郡一宮町東浪見 7515
30475-42-1363　50475-42-1362
E-MAIL: info@arasoan.com

オアシス＆アラソアン千葉東浪見店
〒 299-4303
千葉県長生郡一宮町東浪見 7515
30475-42-1363　50475-42-1362
E-MAIL: info@arasoan.com

シーコング藤沢店　
〒 251-0028
神奈川県藤沢市本鵠沼 1-15-20
30466-55-3037　50466-55-3037
E-MAIL: info@seakong.com
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GAZZILA
sシェイパー : 尾頭信弘
s長さ: 9'0"ft（274.3cm） s幅: 22"inch s厚さ: 2 3/4"inch

sロッカー : ハイ 　sレール: ミディアムボキシー
sボトム: フラット〜 VEE 　sテール: ラウンド
sフィン: シングル・スタビライザー
s価格（税込）: ¥151,200（クリア、グラフィック無しの場合）

MARSHALL PIG
sシェイパー : タナー・プレイリー
s長さ: 9'2"ft（279.4cm） s幅: 22 1/2"inch s厚さ: 3"inch

sロッカー : ロー 　sレール: 50/50
sボトム: フラット 　sテール: スクエア
sフィン: シングル（BOX）
s価格（税込）: ¥237,600

MIKU UEMURA SIGNATURE
sシェイパー : 室原真二
s長さ: 9'1"ft（276.8cm） s幅: 21 5/16"inch s厚さ: 2 1/2"inch

sロッカー : ハイ 　sレール: ミディアムボキシー
sボトム: スプーンコンケイブ〜 VEE 　sテール: ダブル
sフィン: トライ（FCS）／ボックス設定なし
s価格（税込）: ¥194,400

吉岡智文プロ・プロデュース、尾頭信弘プロシェイプのスペシャルボ
ード。ビギナーから、エキスパートまで楽しめるハイパフォーマンスな 1
本。SKOLOCT のアートが全面にオンされたデザインにも注目だ

師匠である故マイク・マーシャルの名前を冠したタナーのスピードモ
デル。PIG 形状のアウトラインを持ち、スピーディかつシャープなタ
ーンを楽しめると同時に、何もしないトリム時も加速を体感できる

2010、2012、2013 年 JPSAグランドチャンピオン、植村未来のフ
ィードバックを100％再現し完成したモデル。今年の JPSA 第 1 戦で
植村未来が優勝した際にも使用され、そのポテンシャルの高さを証明

THREE WEATHER
スリーウェザー
www.murasaki.co.jp

TANNER 
SURFBOARDS
タナー・サーフボード
www.andgrails.com

SERENDIPITY 
SURFBOARDS
セレンディピティ・サーフボード
www.msp-japan.com

株式会社 ムラサキスポーツ　
303-3842-3363　503-3842-3424

アンドグレイルス　
〒 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台 5-20-1
30466-60-1800　50466-60-2900
E-MAIL: info@andgrails.com

室原サーフボード製作所　
〒 960-1246
福島県福島市松川町金沢字麦地石 1-21
3024-573-1835　5024-573-1836
E-MAIL: m.s.p@ivory.plala.or.jp
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