
WINGS



ラミネートされた軽量素材でハイプレッシャー時に高い強度と安定性を保持します。
ウルトラHPはハイプレッシャー時に強いフレームを作るのでウイングのリーディン
グエッジを従来モデルの20％細くすることを可能に。



2020年にカブリナがワイドスパンハンドルを発表した時、ウイング業界は変わりまし
た。03モデルでは次のステップに格上げしたモールドタイプの業界唯一のハンドルを紹介
します。ライディング中に微量な調整も可能で、セッション後にはコンパクトにたためる
よう考えたハンドルです。ワイドスパン・アンチツイスト・ハンドルはライダーの走りを
新たなレベルに引き上げます。適所に最適な素材を使い、前後の長さをを変えたマルチハ
ンドルの出現によって、セッションはいつでも今まで楽しめるものとなるでしょう。



MANTIS APEX SERIES
マンティス・アペックス・シリーズ　ハイパフォーマンス・オールラウンドウイング

Available sizes:  4m, 5m, 6m

ポイント
・NEW 改良した軽量のキャノピーにより軽量化と反応力の高いデザイ
ヱに
・NEW ウルトラHPのハイプレッシャーLEによってスピード力のアッ

プとドラッグの軽減、反応力の高いフレームが実現
・ナノリップストップのキャノピーは実証された強度と安定性、レスポ
ヱスの高い素材
・NEW スプリント3.0
・NEW 丈夫なTPUバンパー
・NEW ハンドル：モールド加工のワイドスパンハンドル
・天候に関係ない視界の良さと伸縮性が少ないTPUウインドウ
・荷重を分散するパネルレイアウト
・反応性の高いフロントハンドル
・扱いやすい高機能フロントハンドル
・硬い中央部分を作り出すステッチのデザイン
・軽量化されたTPUブラダー
・NEW サイズごとにウイングチップチューニング
・NEW パワーと安定性を両立させるため上反角の凸面を増長
・NEW 翼の中央部分の形を変更、アップウインド性能と効率をアップ
・硬さを高める凸面があるストラット
・素早く空気を抜くためのバルブ

デザインの特徴
中間のアスペクト比、効率的なプロファイル、超軽量設計で可視性
が高い、最先端の高圧インフレータブルウイング

MANTIS APEX 4m 税別価格￥310,000 税込価格￥341,000
MANTIS APEX 5m 税別価格￥340,000 税込価格￥374,000
MANTIS APEX 6m 税別価格￥380,000 税込価格￥418,000



MANTIS V3
マンティスV３　オールラウンドフリーライド、安定したフラギング、アップウインド

Available sizes:  2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7.

デザインの特徴
上反角が低くパワフルなプロフォイルを持つ、硬さのあるインフ
レータブルLE、中間のアスペクト比

ポイント

MANTIS 2M    税別価格￥130,000 税込価格￥143,000
MANTIS 2.5M 税別価格￥135,000 税込価格￥148,500 
MANTIS 3M    税別価格￥140,000 税込価格￥154,000
MANTIS 3.5M 税別価格￥145,000 税込価格￥159,500
MANTIS 4M    税別価格￥150,000 税込価格￥165,000
MANTIS 4.5M 税別価格￥160,000 税込価格￥176,000
MANTIS 5M    税別価格￥165,000 税込価格￥181,500
MANTIS 6M    税別価格￥175,000 税込価格￥192,500
MANTIS 7M    税別価格￥185,000 税込価格￥203,500

サイズ３以下には揃っていないカラーがあります
・NEW 改良した軽量のキャノピーにより軽量化と反応力の高いデザイ
ヱに
・NEW ウルトラHPのハイプレッシャーLEによってスピード力のアッ

プとドラッグの軽減、反応力の高いフレームが実現
・ナノリップストップのキャノピーは実証された強度と安定性、レスポ
ヱスの高い素材
・NEW スプリント3.0
・NEW 丈夫なTPUバンパー
・NEW ハンドル：モールド加工のワイドスパンハンドル
・天候に関係ない視界の良さと伸縮性が少ないTPUウインドウ
・荷重を分散するパネルレイアウト
・反応性の高いフロントハンドル
・扱いやすい高機能フロントハンドル
・硬い中央部分を作り出すステッチのデザイン
・軽量化されたTPUブラダー
・NEW サイズごとにウイングチップチューニング
・NEW パワーと安定性を両立させるため上反角の凸面を増長
・NEW 翼の中央部分の形を変更、アップウインド性能と効率をアップ
・硬さを高める凸面があるストラット
・素早く空気を抜くためのバルブ



VISION
ビジョン　フリーライド、ダイレクトで安定した走り、アップウインド、リフト力

 Available sizes:  2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8

ポイント

VISION 2M    税別価格￥130,000 税込価格￥143,000
VISION 2.5M 税別価格￥135,000 税込価格￥148,500
VISION 3M    税別価格￥140,000 税込価格￥154,000
VISION 3.5M 税別価格￥145,000 税込価格￥159,500
VISION 4M    税別価格￥150,000 税込価格￥165,000
VISION 4.5M 税別価格￥160,000 税込価格￥176,000
VISION 5M    税別価格￥165,000 税込価格￥181,500
VISION 6M    税別価格￥175,000 税込価格￥192,500
VISION 7M    税別価格￥185,000 税込価格￥203,500
VISION 8M    税別価格￥190,000 税込価格￥209,000

サイズ３以下には揃っていないカラーがあります

デザインの特徴
硬さのあるインフレータブルLE、高いリフト力を生むプロフォ
イル、中間のアスペクト比、カーブのついたストラット

・ NEW 軽量なキャノピーのデザインに変え、軽量化と反応力をアッ
プ

・ ハイテナシティダロンが上反角を安定させハンドリング性能を高め
る

・ 太いHDを保持するクリッシングシームの構造
・ ナノリップストップのキャノピーHA安定性と反応力の高さが実証済

み
・ NEW スプリント3.0
・ NEW 丈夫なTPUバンパー
・ NEW ハンドル：モールド加工のワイドスパンハンドル
・ 天候に関係ない視界の良さと伸縮性が少ないTPUウインドウ
・ 荷重を分散するパネルレイアウト
・ 反応性の高いフロントハンドル
・ 扱いやすい高機能フロントハンドル
・ 硬い中央部分を作り出すステッチのデザイン
・ 軽量化されたTPUブラダー
・ NEW サイズごとにウイングチップチューニングしツイストと引き

込みやすさを
・ NEW アップウインド時の安定性と反応を扱いやすくし、バランス

のとれたフレックスを作る下反角
・ NEW トルクを持たせるフル・エアフォイルの中央部分
・ 硬さを高める凸面があるストラット
・ 素早く空気を抜くバルブ抜くためのバルブ



FOILS



H SERIES MkII
Hシリーズ　マーク２ハイアスフォイル

Available sizes:  H550, H700, H850, H1050, H1300

H550 H700 H850 H1050 H1300

550 700 850 1050 1300

690 815 900 1000 1090

9.52 9.49 9.53 9.52 9.14

110 120 130 140 150

Area

Span

AR

Chord

ポイント
・効率を最優先に考えたデザイン
・両端が下がったデザイン
・改良したチップ
・角度がついたフィッティング
・ハイアスペクト比
・バレルナットの安全設計
・プリプラグ構造
・カブリナフォイルのラインナップ全てと合わせて使えるモジュー
ラーデザイン

デザインの特徴
ハイアスペクト比のデザイン、効率的に走るプロフォイルとチップを
持つ中間の下反角を持つフロントウイング

550 FRONT WING    税別価格￥135,000 税込価格￥148,500
700 FRONT WING    税別価格￥150,000 税込価格￥165,000
850 FRONT WING    税別価格￥160,000 税込価格￥176,000
1050 FRONT WING  税別価格￥165,000 税込価格￥181,500
1300 FRONT WING  税別価格￥175,000 税込価格￥192,500



CARBON HOLLOW MAST
カーボン中空マスト　ハイパフォーマンス

Available sizes:  74, 84, 94CM

デザインの特徴
ねじれと曲がりに非常に強い、軽量でドラッグを最小限に抑える

ポイント
・ドラッグ抑制機能と硬さを最大限に
・マストと一体化したマウント用プレート
・ブラダー・モールドの中空構造　非常に硬い
・プレミアム級のプリプレグカーボンを使用
・バレルノットで安心設計
・テーパーのついたフィッティング

74CM 税別価格￥185,000 税込価格￥203,500
84CM 税別価格￥205,000 税込価格￥225,500
94CM 税別価格￥220,000 税込価格￥242,000



SURFBOARDSWING BOARDS



CODE
コード　ウイング用ボード

Available sizes: 4’8”, 4’11”. 5’2”. 5’5”. 5’8”. 5’11”

4’8” 4’11” 5’2” 5’5” 5’8” 5’11”

23.5” 23.5” 24.25” 24.5” 26.5” 29.5”

4.2” 4.6” 5.3” 5.5” 5.6” 5.75”

60L 72L 86L 100L 114L 130L

Width

Thickness

Volume 

デザインの特徴
乗りやすさとマニューバビリティを高めたフォイル専用ボード

ポイント
・NEW ノーズキールのデザインを変更。安定性と水離れ性能が

アップ
・NEW 水離れ性能をアップする新しいテイルシェイプ
・NEW 効率とリリース性能を考えたレイルフローとボードアウト

ライン
・カーボンストリンガー
・ボード長が短いコンパクトなデザイン
・バンブーデッキとUDカーボンストリンガーの構造で丈夫
・ダブルで入ったUDカーボン・ストリンガーを配置した軽量なボ

トム
・EPSコア、軽量かつ十分な浮力を持つ
・２でも３ストラップでも取り付けられるコンフィギュレーション
・ボトムのキャリーハンドル

CODE Mkii 4'8   税別価格￥280,000 税込価格￥308,000
CODE Mkii 4'11 税別価格￥280,000 税込価格￥308,000
CODE Mkii 5'2   税別価格￥285,000 税込価格￥313,500
CODE Mkii 5'5   税別価格￥285,000 税込価格￥313,500
CODE Mkii 5'8   税別価格￥295,000 税込価格￥324,500
CODE Mkii 5'11 税別価格￥295,000 税込価格￥324,500



KITES



FRAME

カイトごとにフレームを変えました

ストラットとリーディングエッジに異なる素材を用い、３つの特殊なフ
レームを作ることで、それぞれのカイトの使用目的を考え、特徴と持ち

味を最大限に引き出すフレームを採用しています

３つのフレームとはこちら



ハイブリッドフレームは、素材を
有効に組み合わせたデザインで
す。ハイテナシティダクロン
（HTD）とHTDライトを組み合わ
せ、カイトのレスポンスを高めな
がら十分な強度を保っています

アペックスフレームには、新しい
ハイパフォーマンス素材、ウルト
ラHDを用いています。総重量を
抑えながら伸縮性が少なくレスポ
ンスが高い素材です。独自のコー
ティングプロセスにより、これま
でに感じたことのない耐久性とパ
フォーマンスの向上を約束します

ライトフレームでは、実績のある
HTDライト・ダクロンを用いてい
ます。この素材によって、キャノ
ピーデザインを一新し、非常に軽
量なカイトを作ることに成功。軽
量なフレームはカイトの特性を引
き出す効果があります



LE

STRUTS

LE

STRUTS

LE

STRUTS





LESS MARKETING BS
カブリナは『新しい素材で何％軽量化できた』、『強度がどれだけアップした』ということはあまり問題に
していません。大切なのはどれだけ長い時間を海で楽しめるかということです。

多くの人に軽くなった、丈夫になった、と驚いてもらうための開発ではありません。実際にカブリナの素材
は軽量化と強度のアップを実現しました。でもカブリナの目的は、みなさんに風を使うスポーツをもっと楽
しんでもらうことです。インフレータブルデバイスをより楽しんで長い時間使ってもらえるよう、最高と思
える素材を用いているのです。





SWITCHBLADE
スイッチブレード　パフォーマンス・フリーライド

Available sizes:  5,6,7,8,9,10,11,12,14

LE STRUTSFRAME

デザインの特徴
５本バテン、ハイブリッド・デザイン、融合したウイングチップ
のデザイン、前寄りドラフトのデザイン

ポイント
・NEW 軽量で反応が早いキャノピーデザイン
・NEW 伸縮性が少ないブライダルで反応力をアップ
・NEW スプリント３
・NEW カイト全体を軽量化する超軽量ブラダー
・NEW トレーディングエッジの硬いEVA製バテン
・ナノリップストップのキャノピー：丈夫で安定した素材
・アークの安定性を保ちハンドリングを向上させるHTD
・HTDハイブリッドデザイン
・NEW TPU製リーディングエッジのバンパー

SWITCHBLADE 5M 税別価格￥280,000 税込価格￥308,000
SWITCHBLADE 6M 税別価格￥290,000 税込価格￥319,000
SWITCHBLADE 7M 税別価格￥300,000 税込価格￥330,000
SWITCHBLADE 8M 税別価格￥315,000 税込価格￥346,500
SWITCHBLADE 9M 税別価格￥330,000 税込価格￥363,000
SWITCHBLADE 10M 税別価格￥340,000 税込価格￥374,000
SWITCHBLADE 11M 税別価格￥355,000 税込価格￥390,500
SWITCHBLADE 12M 税別価格￥370,000 税込価格￥407,000
SWITCHBLADE 14M 税別価格￥375,000 税込価格￥412,500



NITRO
ニトロ　パフォーマンス・ビッグエア

 Available sizes:  6,7,8,9,10,12

LE STRUTSFRAME

デザインの特徴
５バテン、ハイアスペクト

ポイント
・NEW 軽量で反応が早いキャノピーデザイン
・NEW スプリント３
・NEW カイト全体を軽量化する超軽量ブラダー
・NEW トレーディングエッジの硬いEVA製バテン
・ナノリップストップのキャノピー：丈夫で安定した素材
・NEW ウルトラHD：丈夫で安定性が高く反応力が高い素材。ニトロのみに使用
・NEW TPU製リーディングエッジのバンパー
・NEW Bダイレクト・ピュア・プロフォイルパネル：
スムーズな操作と計算された３Dキャノピーシェイプ

NITRO APEX 6M   税別価格￥310,000 税込価格￥341,000
NITRO APEX 7M   税別価格￥320,000 税込価格￥352,000
NITRO APEX 8M   税別価格￥335,000 税込価格￥368,500
NITRO APEX 9M   税別価格￥350,000 税込価格￥385,000
NITRO APEX 10M 税別価格￥360,000 税込価格￥396,000
NITRO APEX 12M 税別価格￥390,000 税込価格￥429,000



FX2
FX2　フリースタイル・クロスオーバー

Available sizes:  7,8,9,11,13

LE STRUTSFRAME

デザインの特徴
３本バテン、Cシェイプのアーク、後傾したウイングチップ、中間の
アスペクト、フリースタイル用プロフォイル、ブライダルのオプ
ション３と６ラインのオプション

ポイント
・NEW 軽量で反応が早いキャノピーデザイン
・NEW 伸縮性が少ないブライダルで反応力をアップ
・NEW スプリント３
・NEW カイト全体を軽量化する超軽量ブラダー
・NEW トレーディングエッジの硬いEVA製バテン
・ナノリップストップのキャノピー：丈夫で安定した素材
・アークの安定性を保ちハンドリングを向上させるHTD
・HTDハイブリッドデザイン
・NEW TPU製リーディングエッジのバンパー

FX2 7M   税別価格￥280,000 税込価格￥308,000
FX2 8M   税別価格￥295,000 税込価格￥324,500
FX2 9M   税別価格￥305,000 税込価格￥335,500
FX2 11M 税別価格￥325,000 税込価格￥357,500
FX2 13M 税別価格￥350,000 税込価格￥385,000



DRIFTER
ドリフター　サーフ／フリースタイルサーフ

Available sizes:  4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

LE STRUTSFRAME

ポイント
３本バテン、中間のアスペクト比、サーフ向けドリフトするウイン
グチップのデザイン

ポイント
・NEW 軽量で反応が早いキャノピーデザイン
・NEW 伸縮性が少ないブライダルで反応力をアップ
・NEW スプリント３
・NEW カイト全体を軽量化する超軽量ブラダー
・NEW トレーディングエッジの硬いEVA製バテン
・ナノリップストップのキャノピー：丈夫で安定した素材
・NEW HTDライト：軽量かつ丈夫で硬いダクロン
・NEW Bダイレクト・ピュア・プロフォイルパネル：

スムーズな操作と計算された３Dキャノピーシェイプ
・NEW TPU製リーディングエッジのバンパー

DRIFTER 4M   税別価格￥245,000 税込価格￥269,500
DRIFTER 5M   税別価格￥255,000 税込価格￥280,500
DRIFTER 6M   税別価格￥270,000 税込価格￥297,000
DRIFTER 7M   税別価格￥280,000 税込価格￥308,000
DRIFTER 8M   税別価格￥295,000 税込価格￥324,500
DRIFTER 9M   税別価格￥305,000 税込価格￥335,500
DRIFTER 10M 税別価格￥315,000 税込価格￥346,500
DRIFTER 11M 税別価格￥325,000 税込価格￥357,500
DRIFTER 12M 税別価格￥340,000 税込価格￥374,000
DRIFTER 13M 税別価格￥350,000 税込価格￥385,000



MOTO X
モトX　汎用性が高いフリーライド・クロスオーバー

Available sizes:  5,6,7,8,9,10,12,14

LE STRUTSFRAME

ポイント
３本バテン、中間のアスペクト比、反応力が高いウイングチップの
デザイン、スピード力、流れるようなプロフォイル

ポイント
・NEW 軽量で反応が早いキャノピーデザイン
・NEW 伸縮性が少ないブライダルで反応力をアップ
・NEW スプリント３
・NEW カイト全体を軽量化する超軽量ブラダー
・NEW トレーディングエッジの硬いEVA製バテン
・ナノリップストップのキャノピー：丈夫で安定した素材
・NEW HTDライト：軽量かつ丈夫で硬いダクロン
・NEW Bダイレクト・ピュア・プロフォイルパネル：

スムーズな操作と計算された３Dキャノピーシェイプ
・NEW TPU製リーディングエッジのバンパー

MOTO_X 5M 税別価格￥255,000 税込価格￥280,500
MOTO_X 6M 税別価格￥270,000 税込価格￥297,000
MOTO_X 7M 税別価格￥280,000 税込価格￥308,000
MOTO_X 8M 税別価格￥295,000 税込価格￥324,500
MOTO_X 9M 税別価格￥305,000 税込価格￥335,500
MOTO_X 10M 税別価格￥315,000 税込価格￥346,500
MOTO_X 12M 税別価格￥340,000 税込価格￥374,000



CONTRA
コントラ　ライトウイン用フリーライド

Available sizes:  13,15,17

LE STRUTSFRAME

ポイント
３本バテン、ハイブリッドデザイン、ドラッグの少ないウイング
チップのデザイン、前寄りのドラフト

ポイント
・NEW 軽量で反応が早いキャノピーデザイン
・NEW スプリント３
・NEW カイト全体を軽量化する超軽量ブラダー
・NEW トレーディングエッジの硬いEVA製バテン
・ナノリップストップのキャノピー：丈夫で安定した素材
・NEW HTDライト：軽量かつ丈夫で硬いダクロン
・NEW TPU製リーディングエッジのバンパー
・効率的なエアーフローを考えたプロフォイルパネル
・パワーを効率的に供給し、変能力の高いステアリング
・アップウインド性能とトルクをアップ
・超微風でも簡単にリランチ

CONTRA 13M 税別価格￥340,000 税込価格￥374,000
CONTRA 15M 税別価格￥360,000 税込価格￥396,000
CONTRA 17M 税別価格￥370,000 税込価格￥407,000



CONTRA AETHER
コントラ・イーザ　パフォーマンス・ライトウインド・フリーライド

Available sizes:  4,5,7,9,11

LE STRUTSFRAME

ポイント
１本バテン、ハイブリッドデザイン、ドラッグの少ないウイング
チップのデザイン、前寄りのドラフト

ポイント
・NEW 軽量で反応が早いキャノピーデザイン
・NEW スプリント３
・NEW カイト全体を軽量化する超軽量ブラダー
・NEW トレーディングエッジの硬いEVA製バテン
・HTDハイブリッド・フレーム
・NEW TPU製リーディングエッジのバンパー
・ナノリップストップのキャノピー：丈夫で安定した素材
・効率的なエアーフローを考えたプロフォイルパネル

CONTRA AETHER 3M   税別価格￥215,000 税込価格￥236,500
CONTRA AETHER 4M   税別価格￥225,000 税込価格￥247,500
CONTRA AETHER 5M   税別価格￥235,000 税込価格￥258,500
CONTRA AETHER 7M   税別価格￥255,000 税込価格￥280,500
CONTRA AETHER 9M   税別価格￥275,000 税込価格￥302,500
CONTRA AETHER 11M 税別価格￥290,000 税込価格￥319,000



CONTROL SYSTEMS



CabrinhaOperatingSystem

カブリナの新しいコントロールシステムCOS

COS の開発における目標は、ライダーが次のジャンプや波乗りに集中できるように、可能な
限りバーを簡単に使えるようにすることでした。
今まで以上に機能豊富なコントロールシステムですが、とてもシンプルで直感的に使用できる
ため、誰もがその使い勝手の良さを感じるでしょう。
まったく新しいプッシュ・クリック・クイックリリースが COS の基盤です。ツールを使用せ
ずに接続方法を交換できる機能も伴っているカブリナの新しいコントロールシステムは、現在
のカイト業界で最も先進的なシステムです。



Auto Unwind
自動でねじれを解除

新しいデュアルチューブ・オートアンワインドの特徴は、手動でフロントラインのねじれ
を取り除くことなく次のトリックにライダーが集中できることです。セラミック製のベア
リングが摩擦を最小限に抑えます。 ピンを外してバーを引き込むだけで次のトリックへの
準備は完了。
デュアル PU チューブは、カブリナユーザーがが慣れ親しんでいるスムーズで滑らかな仕
上げをそのままに、1X セキュリティラインのための独立したチャンバーラインを守りス
ムーズに働きます。



OVERDRIVE TRIMLITE
オーバードライブ・トリムライト　長さ変更可能、最先端

USE Available sizes:  40-48cm, 47-55cm

デザインの特徴
人間工学に基づいたデザイン、長さを変えられ、１Xセキュリティ
とCOSループ接続と備えたトリムライトのコントロールシステム

ポイント
・NEW 直感で操作できる独自のシステム
・NEW 軽量で丈夫なステンレス製のクリート
・NEW バーを引き込むと自動でスゥイベルするPUコートのチューブ
・内蔵型バンジー付きの手触りが良いハンドル
・ダイレクトなステアリングを実現する低いVの位置
・妥協ないパフォーマンスを実現する伸びない

バイオ・ダイニーマフライイングライン
・22Mフライイングラインと２Mエクステンション（18m+4m+2m）
・安全性を高める色分けしたライン
・NEW 精密なコントロールを可能にするためバーの長さを短く
・ステンレス製インデックス付きデュアルチャンバーと中央部分
・快適に握れるアシンメトリーのデザイン
・調整簡単なバーエンドにより8cmバーの長さを変更
・バンジーラインの位置を保つ装置
・EVA製バーエンドはフレックスグルーブ

税別価格￥123,000 税込価格￥135,300



TWIN TIPS



ACE HYBRID
エース・ハイブリッド　ハイパフォーマンス・フリーライド／ビッグエア

Available sizes:  135X40, 138X41.5, 141X43, 145x44.5

ACE WOOD
エース・ウッド　ハイパフォーマンス・フリーライド／ビッグエア

Available sizes:  133x38.5, 135x40, 138x41.5, 141x43, 145x44.5

ポイント
カーボン仕様の軽量なハイブリッド構造
硬いフレックスパターンレスポンスと爆発的なポップ力を実現

ポイント
・NEW ダブルセンター・コンケーブ
・NEW グリップを高めるアングルのついたフィン
・NEW ボリュームフローを変更
・NEW ボードオフするマニューバーの制度を高めるセンターデッ
キグラブレイル

・ボード先端にはグリップ力を高めるクアッドチャンネル
・中間のロッカーラインでプレーニング力を高め確実にエッジホー
ルドできるデザイン

・最先端のハイブリッドコア構造で幅広いコンディションをカバー
・東レ製カーボンを戦略的に配置
・革新的で軽量、レスポンスが高いカーボン仕様PVCコアの構造

ポイント
桐を使い衝撃を軽減するハイパフォーマンスモデル

ポイント
・NEW ダブルセンター・コンケーブ
・NEW グリップを高めるアングルのついたフィン
・NEW ボリュームフローを変更
・NEW ボードオフするマニューバーの制度を高めるセンターデッ
キグラブレイル

・ボード先端にはグリップ力を高めるクアッドチャンネル
・中間のロッカーラインでプレーニング力を高め確実にエッジホー
ルドできるデザイン

・最先端のハイブリッドコア構造で幅広いコンディションをカバー



CBL
シービーエル　ウェイクスタイル／ケーブル

Available sizes:  139x42, 142x43

SPECTRUM
スペクトラム　オールラウンドフリーライド

Available sizes:  133x40, 136x41, 140x42, 144x43, 148x44. 152x44

ポイント
ウェイクスタイルやケーブルに適した構造とボトムシェイプを持
つ。チョッピーなコンディションにも最適

ポイント
・パワーデバイスを選ばず、パワーを伝える
・ウェイクスタイルの優れたパフォーマンス
・Pテックス・グラインドベースのボトム
・要所に配置した補強とカーボンを用い、ダイレクトなコント
ロール性を実現
・フィン無しの方向転換やスムーズなリリースを実現する先端の
チャンネル
・フラットな中央部分で様々な障害物に対応
・ケーブルやウェイクスタイルに向く大きなロッカー
・グリップ力を高めるレイルと先端とチャンネル

ポイント
中間のロッカーラインを持ち、スピードが出るのに乗りやすい

ポイント
・幅広いコンディションやライディングスタイルにマッチする
ロッカーとフレックスのデザイン
・優れたアップウインド性能
・ソフトランディング
チョッピーなコンディションで性能を発揮
・スムーズで安心なボードコントロールGA可能
・シングルコンケーブのボトム
・大きなフィンで高いグリップ力



STYLUS
スタイラス　ライトウインド／フリーライド

Available sizes: 150x45, 160x47.5

XO
エックスオー　フリーススタイル／フリーライド

Available sizes: 133x38.5, 136x39.5

ポイント
・ライトウインドで優れたパフォーマンス
・足元が安定した乗りやすいデザイン
・優れたアップウインド性能
・エッジをかけやすいバインディング・インサート
・優れたグリップ力と微風でのコントロール性を高めるアシンメ
トリーのスタンス
・UDバソルトGAさらに性能をアップ

デザインの特徴
低いロッカーでスピードの出るデザイン。ライトウインドに特化
したデザイン

デザインの特徴
桐を用いてソフトに仕上げたハイパフォーマンス・レディースモデル

ポイント
・丈夫で軽量な構造
・女性に最適なサイズ
・プレーニング力とエッジホールド性能が高いデザイン
・アップウインド性能の高いドライブ力
・後ろ足荷重で先端がグリップするクアッドチャンネル
・グリップを高めるレイルチャンネル



XCALIBER WOOD
133/135/138/141
税別価格￥130,000
税込価格￥143,000

XCALIBER CARBON
135/138/141
税別価格￥198,000
税込価格￥217,800

XO
133/136
税別価格￥135,000
税込価格￥148,500

STYLUS
150/160
税別価格￥135,000
税込価格￥148,500

SPECTRUM
133/136 /140/144/148/152
税別価格￥95,000
税込価格￥104,500

CBL
139/142
税別価格￥135,000
税込価格￥148,500

ACE WOOD
133/135/138/141/145
税別価格￥135,000
税込価格￥148,500

ACE HYBRID
135/138/141/145
税別価格￥160,000
税込価格￥176,000



SPECIAL AGENT
スペシャルエージェント　ハイドロフォイル

Available sizes: 105, 125

ポイント
・NEW ドラッグの少ないアウトラインに変更
・NEW ロッカー増長し、リカバリとリランチ性能をアップ
・NEW フルEVAデッキパッドにキックのついた構造
・UDカーボンとファイバーグラスの構造
・幾何学模様のストリンガーが硬さとレスポンスをアップ
・簡単に乗れ上達しやすい
・ベベル入りのレイルがタッチダウンを優しく
・ストラップレス、２、３ストラップで乗れる構造
・内蔵型Tノットのフォイルトラック

デザインの特徴
フォイルに特化、シェイプと構造によって出来るだけ固くシンプ
ルに仕上げたボード

税別価格￥160,000 税込価格￥176,000



SURFBOARDS



FLARE
フレア　オールラウンドサーフ

Available sizes: 5’1”x 18.5”x2”,    5’4”x19”x2”

METHOD
メソッド　フリースタイルサーフ

Available sizes: 4’10”x17.6”x1.9”, 5’0”x18.1”x2”,  5’4”x18.6”x2.1”

ポイント
・NEW ISOフレックス：ファイバーグラス・サンドイッチで軽量
・密度の高いEPSコアをCNCマシンシェイプ、非常に高フレックス
・細いレイルにタックラインが入り、カービング性能とコントロール性をアップ
・シングルコンケーブのボトムで乗りやすさを
・前寄りに幅広の箇所をつけ、テイルはまっすぐ、コントロール性

をアップしドライブを高めるデザイン
・なだらかなロッカーラインでオールラウンドなパフォーマンスを実現

デザインの特徴
幅が広い箇所が前寄り。なだらかなロッカーライン、フィッシュ
テイル、クアッドフィン

デザインの特徴
細くカーブがついたデザイン、スピードが出るロッカーライン、ス
ラスター

ポイント
・NEW ISOフレックス：ファイバーグラス・サンドイッチで軽量
・密度の高いEPSコアをCNCマシンシェイプ、非常に高フレックス
・NEW 細いアウトライントレイルによってグリップ力とポップ力、

ターン性能をアップ
・NEW テイルのチャンネルからシングルコンケーブへ変わるデザイン

でトリックに対するグリップを高める
・NEW　スクエアノーズで安定したライディングとテイクオフを
・NEW スピードの出るロッカーライン

税別価格￥210,000 税込価格￥231,000 税別価格￥210,000 税込価格￥231,000



PHANTOM
ファントム　ダウンザラインサーフ

Available sizes: 5’6”x18.5”x2.1”,   5’9”x19.1”x2.2”

ポイント
・NEW ISOフレックス：ファイバーグラス・サンドイッチで軽量
・密度の高いEPSコアをCNCマシンシェイプ、非常に高フレックス
・細いレイルにタックラインが入り、カービング性能とコントロール性をアップ
・深いシングルコンケーブで優れたグリップ力とコントロール性能を
・中央に幅広の箇所をつけ、ピンテイルにしたのでナミのトップからボ
トムに走るためのコントロール性がアップ
・鋭いロッカーラインでクリティカルポイントでのドライブ力とターン性能を

デザインの特徴
丸いピンテイルとカーブのついたアウトライン、最新鋭のロッ
カーと５フィンのセットアップ

税別価格￥210,000 税込価格￥231,000
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