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BLACK TOAST

昨年 JPSAで念願の初優勝を果たしたライダー 高橋
健人の 2019 シグネチャーモデル。昨年メインで使用
していたGOLD NAUGGTESモデルをベースにし、さ
らに進化させた。ボトム形状をシングル～ダブルコン
ケーブからフルシングルの中に薄いコンケーブが入った
GHOST DOUBLEコンケーブへとチューンナップ。これ
より、スピードをロスせずにドライブターンが可能になっ
た。流れるようなスピード感を是非体感いただきたい

▶SHAPER : HIDEKAZU DAIKAI
▶ BOTTOM : GHOST DOUBLE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : WAIST～ OVERHEAD
▶PRICE : ¥133,000 ～

RECOMMEND SIZE:
【65 ～70kg】5'9"×18'1/4"× 2'1/4" 
【70 ～75kg】5'10"×18'3/8"× 2'5/16"

高橋健人のシグネチャーモデル NO.2、スモールウェイ
ブ用がこの BLACK TOAST。いかにスピードをキープ
したまま、スモールコンディションでもアクションを入れ
られるかが開発コンセプト。ボトムは反応が良くなるよう
に、シングル～ダブル～VEEをセットしている。通常の
フィンサイズでのセッティングの他、センターフィンのみ
を小さくして乗るのもおススメ。日常のスモールコンディ
ションを攻め込みたいならこちらをチョイス

▶SHAPER : HIDEKAZU DAIKAI
▶ BOTTOM : SINGLE DOUBLE VEE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : KNEE ～ HEAD
▶PRICE : ¥133,000 ～

RECOMMEND SIZE:
【65 ～70kg】5'8"×18'1/2"× 2'5/16" 
【70 ～75kg】5'9"×18'3/4"× 2'3/8" 

DFGDFGDFGDFGDFGDFG

16 歳よりサーフィンを始め、数々のコンテストで入賞。JPSAプロアマツアーをフォローするなどコンペティター
として経験を積んだ後、名門ファクトリーで約 10 年修行を積み独立。カスタムオーダー、カスタムメイドの重要
性を常に考えながら、乗り手のレベルを引き上げ、サーフィンが楽しくなるサーフボード創りを信条としているHIDEKAZU DAIKAI



ビッグウェイブなどいろんなバリーエンション
の波があるハワイでサーフィン、シェイプの
経験を積んだ屈指のベテランシェイパー。
ベテランならではの美しいアウトランの仕
上がりと、そのクセの無い乗り味にはプロ、
アマを問わず絶大な支持を受ける。日本国
内で受けたオーダーは全て日本の波に合わ
せてシェイプ&チューンしています

JASON KASHIWAI

ツインフィンでもトライフィンでも楽しめ、
どんなコンディションでもこの 1本があれ
ば幅広く対応し楽しめる。ツインではハ
イパフォーマンスツインとして波をカッ飛
ぶことができ、トライもしくはツインスタビ
のセッティングでは波のトップでアクショ
ンができるパフォーマンスボードになる。
コンディションによってセッティングを変え
て楽しもう。レール形状は薄めがデフォ
ルトだが、オーダーの際には好みでの調
整が可能

▶SHAPER : HIDEKAZU DAIKAI
▶ BOTTOM : SINGLE DOUBLE VEE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : KNEE ～ HEAD
▶PRICE:¥125,000 ～

POKE BOWL

ツインやツインスタビではレトロな動きを
可能にし、ノーマルトライフィンをセットす
るとゆったりと大きなラインを描けるスタン
ダードな乗り味となるハイブリッドなモデ
ルで、幅広い波質で楽しむことができる。
“幅広いアウトラインはライディング時
の安定性をもたらすので、ビギナーサー
ファーにもおススメ”とはライダー三浦涼
のコメント。その時の波質や気分に合わ
せたセッティングで自分ならではのスタイ
ルを楽しもう

▶SHAPER:HIDEKAZU DAIKAI
▶ BOTTOM :SINGLE DOUBLE
▶TAIL :ALL DESIGN
▶WAVE SIZE :KNEE ～ HEAD
PRICE:¥125,000 ～

RECOMMEND SIZE:
【65～70kg】5'6"×20'1/4"×2'3/8"
【70～75kg】5'7"×20'1/2"×2'1/2"

RECOMMEND SIZE:
【65～70kg】5'8"×19'1/2"×2'3/8"
【70～75kg】5'9"×19'3/4"×2' 7/16"

RECOMMEND SIZE:
【65～70kg】5'8"×18'1/4"×2'3/8"
【70～75kg】5'9"×18'3/8"×2'1/2"

CHILLAX

早いテイクオフとライディング時のバツグ
ンの安定感は、オーバーエイジサーファー
の強い味方になってくれること、間違
い無し！ テイクオフ性能が高いので、ス
モールからミドルサイズのパワーレスなコ
ンディションでも走り始めから余裕を持っ
たスムースなライディングを可能にして
くれ、大活躍してくれる。シェイパーの
JASON KASHIWAIの地元ハワイでも、
オーバーエイジやエンジョイサーファーを
中心に人気の高いモデル

▶SHAPER : JASON KASHIWAI
▶ BOTTOM : SINGLE DOUBLE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE :KNEE ～ HEAD
▶PRICE:¥130,000 ～

MONEY SHOT
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KASHIWAIシェイプで大人気の“HAPPY 
HOUR”の後継モデルがこのPRIMO。
とにかく早いテイクオフと動かしやすさは
そのままながら、アウトラインを若干スリ
ムにすることでパフォーマンス性能をアッ
プさせた。フィンセッティングもクアッド
から5プラグに変更し、トライ、ツイン、
ツインスタビ、クアッドと様々な選択が
可能。どのセッティングでもクイックな動
きは変わらないので、ボードのポテンシャ
ルを引き出すのはアナタです

▶SHAPER : JASON KASHIWAI
▶ BOTTOM : SINGLE DOUBLE VEE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE :KNEE ～ HEAD
▶ PRICE:¥130,000 ～

REXシェイプの一押しモデルがこちら。
トータルバランスに優れ、操作性が高く
クセのない乗り味が特徴のオールラウン
ドモデル。ノーズエリアとテールエリア
も細すぎず広すぎずの絶妙なバランス
で、乗り手が安心できる仕上がりとなっ
ている。初中級者はもちろん、オーバー
エイジサーファーにもオススメ。こちらも
デフォルトは薄いレール形状になっている
が、オーダーの際には好みでの調整が
可能。もちろん、パドルスピードも早い

▶SHAPER : REX MARCHAL
▶ BOTTOM : SINGLE DOUBLE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE :KNEE ～ HEAD
▶PRICE:¥130,000 ～

シェイパーREXがパワーレスなビーチブ
レイクにおいて、いかにクイックにボード
を動かして楽しむか？をコンセプトにデザ
イン、シェイプしたモデル。ボードの機
敏性を高めるためにテールエンドのボト
ムには強めのVEEをセットしている。浮
力感のあるスケボーのような乗り心地が
特徴だ。長さは6'0"までがサイズ調整
が可能なので、ボリュームのあるボード
が好みのサーファーにはやや長めでおー
ダーを。レール形状はボキシー

▶SHAPER : REX MARCHAL
▶ BOTTOM : SINGLE DOUBLE VEE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE :KNEE ～ HEAD
▶PRICE:¥130,000 ～

KASHIWAIシェイプで大人気の“HAPPY KASHIWAIシェイプで大人気の“HAPPY 
HOUR”の後継モデルがこのPRIMO。HOUR”の後継モデルがこのPRIMO。
とにかく早いテイクオフと動かしやすさは
そのままながら、アウトラインを若干スリ
ムにすることでパフォーマンス性能をアッムにすることでパフォーマンス性能をアッ
プさせた。フィンセッティングもクアッドプさせた。フィンセッティングもクアッド
から5プラグに変更し、トライ、ツイン、
ツインスタビ、クアッドと様々な選択が
可能。どのセッティングでもクイックな動可能。どのセッティングでもクイックな動
きは変わらないので、ボードのポテンシャきは変わらないので、ボードのポテンシャ

KASHIWAIシェイプで大人気の“HAPPY KASHIWAIシェイプで大人気の“HAPPY 
HOUR”の後継モデルがこのPRIMO。HOUR”の後継モデルがこのPRIMO。
とにかく早いテイクオフと動かしやすさは
そのままながら、アウトラインを若干スリ
ムにすることでパフォーマンス性能をアッムにすることでパフォーマンス性能をアッ
プさせた。フィンセッティングもクアッドプさせた。フィンセッティングもクアッド
から5プラグに変更し、トライ、ツイン、
ツインスタビ、クアッドと様々な選択が
可能。どのセッティングでもクイックな動可能。どのセッティングでもクイックな動
きは変わらないので、ボードのポテンシャきは変わらないので、ボードのポテンシャ

RECOMMEND SIZE:
【65～70kg】5'5"×21'×2'7/16"
【70～75kg】5'6"×21'1/8"×2'1/2"

RECOMMEND SIZE:
【65～70kg】5'8"×19'1/4"×2'3/8"
【70～75kg】5'9"×19'3/8"×2'7/16"

RECOMMEND SIZE:
【MINI】5'5"×19'1/4"×2'1/4"
【STANDARD】5'8"×19'1/8"×2' 3/16"

REX MARCHAL

来日経験が豊富なレックス・マーシャルは、日本のカスタマー、日本の波にベストマッチす
るボードを熟知しています。これまでのシェイプ数は実に2万本以上で中には、ワールド
ツアーで活躍した海外のTOPサーファー達のボードも数多く含まれています。そんなリア
ル・シェイパーのレックスのハンドシェイプによるマジックボードを是非体感してください

PRIMO ESCALATOR TORKPEDO
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16 歳よりサーフィンを始め、数々のコンテストで入賞。JPSAプロアマツアーをフォローするなどコンペティター
として経験を積んだ後、名門ファクトリーで約 10 年修行を積み独立。カスタムオーダー、カスタムメイドの重要
性を常に考えながら、乗り手のレベルを引き上げ、サーフィンが楽しくなるサーフボード創りを信条としているHIDEKAZU DAIKAI

2018 年モデルの中でチームライダー
がイチオシするのがこちらの GOLD 
NUGGETS。高橋健人、塚本勇太、
三浦涼のプロ達がテストライドし、ドライ
ブ性やスピード性、そしてパワーターンも
可能にしてくれるその性能を大絶賛して
いる。普段のビーチブレイクからリーフブ
レイクまでと幅広いコンディションにしっか
り対応してくれるのが嬉しいところ。ハイ
パフォーマンスサーフィンを目指す方やコ
ンペ志向のサーファーには是非一度乗っ
ていた頂きたいモデル

▶HIDEKAZU DAIKAI
▶ BOTTOM : SINGLE DUBLE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : WAIST～ OVERHEAD
▶PRICE : ¥125,000 ～

GOLD
NUGGETS

昨年DAIKAIシェイプで大人気だったモ
デル、GLADをアップデート。ややシャー
プなアウトラインによりパフォーマンス性
能を向上させた。だだしGLADと同様
に扱いやすさはそのままにしてあるので、
DAIKAIシェイプのパフォーマンスライン
の中で最もフレンドリーな乗り味。テー
ルはオールデザインに対応するが、一番
相性がいいのが写真と同様の thunb（親
指）テール。ライダーの三浦涼プロがテ
ストライドし、乗りやすく癖のないボード
と絶賛しています

▶HIDEKAZU DAIKAI
▶ BOTTOM : SINGLE DOUBLE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : KNEE ～ HEAD
▶PRICE : ¥125,000 ～

RECOMMEND SIZE:
【65 ～70kg】5'8"×18'5/8"'× 2'1/4" 
【70 ～75kg】5'9"×19'× 2'3/8"
※写真はハイデンシティーブランクス使用です

RECOMMEND SIZE:
【65 ～70kg】5'9"×18'1/4"× 2'1/4" 
【70 ～75kg】5'10"×18'1/2"× 2'5/16"

G2

流れるようなスピード感を乗り手に体感さ
せてくれるこのモデルの特徴は、センター
フィン部に入っているスロットチャンネル。
これにより、UP&DOWNの時に驚く程
の加速力が得られ、オンショア＆チョッ
ピー、スモールコンディションでもボード
が走り出してくれる。フルスロットルで加
速して、気持ち良く流れるようなアクショ
ンを！長さは通常のサーフボードより3イ
ンチ短く、幅は20インチ以上でのオー
ダーがオススメ。フィンセッティングはツ
インスタビを是非お試を！

▶HIDEKAZU DAIKAI
▶ BOTTOM : SLOT CHANNEL
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : KNEE ～ HEAD
▶PRICE : ¥130,000 ～

RECOMMEND SIZE:
【65 ～70kg】5'6"× 20'× 2'3/8" 
【70 ～75kg】5'7"× 20'1/8"× 2'1/2"

FREE PASS



REX MARECHAL

ビッグウェイブなどいろんなバリーエンションの波があるハワイでサーフィン、シェイプの経験を積んだ屈指のベテ
ランシェイパー。ベテランならではの美しいアウトランの仕上がりと、そのクセの無い乗り味にはプロ、アマを問
わず絶大な支持を受ける。日本国内で受けたオーダーは全て日本の波に合わせてシェイプ&チューンしています

来日経験が豊富なレックス・マーシャルは、日本の
カスタマー、日本の波にベストマッチするボードを熟
知しています。これまでのシェイプ数は実に2万本
以上で中には、ワールドツアーで活躍した海外の
TOPサーファー達のボードも数多く含まれています。
そんなリアル・シェイパーのレックスのハンドシェイプ
によるマジックボードを是非体感してください

JASON KASHIWAI

昨年よりシェイパーKASHIWAIとライ
ダー達がテストを重ね開発した。ライダー
達は様々なコンディションをこの1本でカ
バーしていて、ビーチブレイクでの機動
性や加速性もバツグン。また、少し絞り
気味のテールエリアにより、アクションを
仕掛けた時に素早い反応を可能にしてく
れる。ライダー高橋健人が日本各地での
フリーサーフィン、コンテストと使用して
おり日本の波にも対応するようにシェイプ
デザインされている。KASHIWAIシェイ
プのハイパフォーマンスボードならこちら！

▶SHAPER : JASON KASHIWAI
▶ BOTTOM : SINGLE DOUBLE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : WAIST～ OVERHEAD
▶PRICE : ¥130,000 ～

MENTO BENTO

“スモールコンディションでもとにかく速
いテイクオフから素早く早くボードを走
らせたい！"そんな多くのサーファーの
思いを叶えるべく、日本の波を良く知る
KASHIWAIと開発した。ボリュームのあ
るアウトラインとローロッカーの組み合わ
せにより、とにかくテイクオフが速く、動
きも想像以上に軽快でライダーの意思に
しっかり反応してくれる。週末のスモー
ル＆混雑のコンディションでも、このモデ
ルでノーストレスなサーフセッションを楽し
みましょう！

▶SHAPER : JASON KASHIWAI
▶ BOTTOM : SINGLE DOUBLE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : KNEE ～ HEAD
▶PRICE : ¥130,000 ～

RECOMMEND SIZE:
【65～70kg】5'7"×20'3/4"'×2'7/16" 
【70～75kg】5'8"×21'×2'1/2"

RECOMMEND SIZE:
【65～70kg】5'9"×18'1/4"'×2'1/4" 
【70～75kg】5'10"×18'1/2"×2'5/16"

RECOMMEND SIZE:
【65～70kg】5'9"×18'1/4"'×2' 1/4" 
【70～75kg】5'10"×18'1/2"×2' 5/16"
※写真はVARIAL FOAM使用です

PRIMO

レックスシェイプのハイパフォーマンスモ
デルならこのHAMMER SLAMMER。
ボトムデザインは深めのシングル～ダブ
ルコンケーブになっているので、しっかり
としたドライブ感を乗り手に感じさせてく
れる。幅広い波に対応するオールラウン
ドタイプなので、ビーチブレイクを攻め
たい方は通常のサイズ設定で、またリー
フブレイクなど水量が多い波を攻めたい
方は、厚みを少し増し、レール形状を
LOWにしてトライしてみてください

▶SHAPER : REX MARECHAL
▶ BOTTOM : SINGLE DOUBLE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : WAIST～ OVERHEAD
▶PRICE : ¥130,000 ～

HAMMAR
SLAMMAR
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ISAMU KUDO

REX MARECHAL

シェイプ歴 30 年以上のベテランシェイパーは、カスタマーのどんなニーズにも100%ハンドシェイプで完璧に応えてく
れます。長年のキャリアにより、パフォーマンスからレトロ、そしてロングまでと様々なタイプのサーフボードをカスタム
する事が可能です。また初中級者用のスタンダードボードもその安定感と乗りやすさから多くの人気を得ています

この 1 本を持っていれば、膝～頭サイ
ズまでカバーできる日常使いバツグンの
シェイパーのREX自身もお気に入りのモ
デル。幅のあるアウトライン、フラットに
近いロッカーは乗り手のテイクオフとパド
ルスピードを確実に上げてくれます。ボト
ムデザインにはオリジナルのDOLPHIN 
BOTTOMを搭載し、タイトなターン、ド
ライブ感を体感させてくれます。

▶SHAPER : REX MARCHAL
▶ BOTTOM : FULL DOUBLE ～ VEE
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : WAIST～ OVERHEAD
▶PRICE : ¥130,000 ～

BLOOD 
DIAMOND

100%ハンドシェイプでキャリア30 年以
上の工藤勇は、ハイパフォーマンスからレ
トロツイン、そして、ロングボードまでと
様々なカスタマーのニーズに応えてくれる
ベテランシェイパー。今年は新たに2＋
1をリリース。シングルで乗るのも、ツイ
ンで乗るのも波や気分次第でチョイス。
大人なラインを波に描きましょう

▶SHAPER : ISAMU KUDO
▶BOTTOM : CUSTOM
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : ALL CONDITION
▶ PRICE : ¥130,000 ～

UP TO YOU

工藤シェイプのこのレトロ・ツインは、や
や細いアウトラインを持ちながらも安定感
に優れ、そしてもちろんツインならではの
スピード性能が抜群。カスタマーのニー
ズに合わせて長さや幅など様々な微調整
によるシェイプが可能なので、自分好み
のクルージングボードをオーダーして、波
のハイラインを駆け抜けてください

▶SHAPER : ISAMU KUDO
▶BOTTOM : CUSTOM
▶TAIL : ALL DESIGN
▶WAVE SIZE : ALL CONDITION
▶ PRICE : ¥130,000 ～

RETRO TWIN

この 1 本を持っていれば、膝～頭サイこの 1 本を持っていれば、膝～頭サイ
ズまでカバーできる日常使いバツグンのズまでカバーできる日常使いバツグンの
シェイパーのREX自身もお気に入りのモ
デル。幅のあるアウトライン、フラットにデル。幅のあるアウトライン、フラットに
近いロッカーは乗り手のテイクオフとパド近いロッカーは乗り手のテイクオフとパド
ルスピードを確実に上げてくれます。ボト
ムデザインにはオリジナルのDOLPHIN ムデザインにはオリジナルのDOLPHIN 
BOTTOMを搭載し、タイトなターン、ドBOTTOMを搭載し、タイトなターン、ド

▶BOTTOM : FULL DOUBLE ～ VEE

▶WAVE SIZE : WAIST～ OVERHEAD▶WAVE SIZE : WAIST～ OVERHEAD

この 1 本を持っていれば、膝～頭サイ
ズまでカバーできる日常使いバツグンのズまでカバーできる日常使いバツグンの
シェイパーのREX自身もお気に入りのモ
デル。幅のあるアウトライン、フラットにデル。幅のあるアウトライン、フラットに
近いロッカーは乗り手のテイクオフとパド近いロッカーは乗り手のテイクオフとパド
ルスピードを確実に上げてくれます。ボト
ムデザインにはオリジナルのDOLPHIN ムデザインにはオリジナルのDOLPHIN 
BOTTOMを搭載し、タイトなターン、ドBOTTOMを搭載し、タイトなターン、ド

▶WAVE SIZE : WAIST～ OVERHEAD

RECOMMEND SIZE:
【65～70kg】5'5"×19'5/8"×2'3/8"
【70～75kg】5'6"×20'×2'1/2"
※写真はDISPERSION FLEX SYSTEM
搭載モデルです




