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先丸 

7mmエアーヒート 
[ソール5mm]RB46 ¥11,800
本 体、つ ま 先、か か と に、中 空 糸 使 用 の 発 熱・ 蓄 熱 機 能 素 材、 
エアーヒートを採用！
□サイズ：XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

エアーヒート仕様／先丸 

5mmソフトラジアル
[ソール5mm] RB47 ¥11,600
表面はソフトラジアル、内側には伸びがいいHDジャージ。さらにつま先とかかとの
内側にはエアーヒートを使用。内側のソール部分には滑りを軽減するカノコジャー
ジを使用。
□サイズ：XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

□ブーツのサイズについて：XXS(22cm), XS(23cm), 
S(24cm), M(25cm),  L(26cm), XL(27cm), XXL(28cm), 
3XL(29cm)

指割れ

3mmノーマル
[ソール3mm]RB41 ¥8,500
安心の国産。足裏・つま先部にナイロン強力糸を使用したベルク
ロジャージにラジアル加工を施し、耐久性とグリップを両立。足
裏感覚抜群。指マチがないのでストレス無くフィット感抜群。
□サイズ：XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

先丸 

5mmノーマル
[ソール3mm] 
RB42 ¥9,000
本体,つま先,かかとにソフトなポリエステル起毛で、 
肌触りが良いHSウォーマー採用。
□サイズ：XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

指割れ 

3mmHSウォーマー
[ソール3mm]RB43 ¥10,000 

4mmHSウォーマー 
[ソール3mm]RB44 ¥10,500
本体,つま先,かかとにソフトなポリエステル 
起毛で、肌触りが良いHSウォーマー採用。
□サイズ：XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

HSウォーマー
HSとは、ハイソフトウォーマーの略、ポ
リエステル起毛でソフトな風合いが特長。
肌触りが良く優れた起毛ジャージ。

エアーヒート
軽量・保温・伸縮・速乾性にも優れ、発熱・蓄熱効果を持つフレ
サーモ(赤外線吸収素材)を使用した中空糸の糸芯部に、赤外線を
吸収する特殊ポリマーを練り込み内部の温度上昇を促進。

VELCRO RADIAL SOFT BOOTS

MADE IN JAPAN●

MADE IN JAPAN●
MADE IN JAPAN●MADE IN JAPAN●

MADE IN JAPAN●

カノコジャージ

エアーヒート

HDジャージ
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GLOVE
《日本製サーフグローブの素材について》　使用しているネオプレーンゴム・ジャージは全て日本製、しか
も裁断から接着縫製まで日本国内工場で熟練工の手で製造している。表面はメッシュスキン、裏地には撥
水加工を施したターフ起毛ジャージを使用し、保温性が向上し、肌触りが良く、しかも容易に着脱ができる。

手首足首用 
ホールドストラップ
2本セット　OH20  ¥580
ベルクロテープのバンド。ソールのよじれを
おさえる、ウェットスーツの袖や裾口を締め
る、いろいろな物を束ねるなど多用途。

100% UVカット 
エアーグローブ
RU43　¥4,000
□サイズ：XS, S,M,L,XL

ドット・ロブスター 
サーフグローブ
厚み3mm　RG39 ¥8,200
手の平にスベリ止めラジアルドット加工
□サイズ：XXS,XS,S,M,L 
□表：ストレッチジャージ　□内面：サーモリペルメッシュスキン

MADE IN JAPAN● MADE IN JAPAN●

MADE IN JAPAN●MADE IN JAPAN●

ミトンサーフグローブ
厚み5mm　RG36 ¥7,000
□サイズ：S,M,L

パームサーフグローブ
厚み1mm RG37 ¥6,600 
厚み2mm RG32 ¥6,600 
厚み3mm RG33 ¥6,800
□サイズ：XS,S,M,L,XL

足首用 
ウォーターストップリング
2本セット　RU01  ¥1,500
2mmフラットスキンとストレッチジャージを使用し、
ブーツ上部からの冷たい水の侵入を防ぐリング状のギ
アです。
□サイズ：S,M

XXS 14 〜 15cm
XS 15 〜 16cm
 S 16 〜 17cm
 M 17 〜 19cm
 L 19 〜 20cm
 XL 20 〜 21cm

サーフグローブの参考サイズ

※�あくまで目安です。実際の�
装着感を確かめてお求め下さい。
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GEAR&ACCESSORY

DOPES

ネックウォーマー
RU04　¥3,200
セミドライスーツなどの上に装着し 
保温力UP、耳あてとしても使用可能。
□サイズ(cm)： 
XS(首囲31/頭囲51) 
S (首囲34/頭囲52) 
M(首囲36/頭囲55) 
L (首囲39/頭囲58) 
□素材：2mmメッシュスキン／ネッスル

ソフトアンダーパンツ
RU95　¥2,300
ベルトには薄くストレスのないパワーネット
を使用。肌触りがよく、トランクスからはみ出
しにくいロータイプ。
□サイズ(cm)：S,M,L,LL
□素材：ナイロン、ポリウレタン
□カラー：ブラック

TRANSPORTER 

ユニセックス 
WINTERキャップ
TP137　¥4,300 
冷たい風や紫外線、不測の接触などから頭を守
り、スタイリッシュに見せるウインターキャップ。
2mm厚ラバー /両面ジャージを使用。アゴヒモな
どは取り外し可能。
□カラー：ブラックカモ、ブラウンカモ、ブラック 
□サイズ：F

アゴヒモ、アジャスト部分は取り外し可能。通常の
キャップとしてタウンユーズもできます。

メッシュスキン／ CRL

3mmヘッドキャップ
RU27　¥6,800 
軽量起毛素材カール使用、表はスキンの防寒仕様ヘッド
キャップ。前面の開口部に水の侵入を防ぐ折返し付き。
□サイズ(cm)：M（56 〜 58）、 
L（58 〜 60）、 XL（60 〜 62） 
□カラー：ブラック

ストレッチスキン 

2mmヘッドキャップ
RU05　¥4,500
ゲッティングアウト後は頭の後ろに脱いでお
ける柔らかいヘッドキャップ。
□サイズ(cm)：S（54 〜 56）、  
M（56 〜 58）、L（58 〜 60) 
□カラー：ブラック

TRANSPORTER

ビーニー
TP014　¥7,200
冬の冷たさから頭を守るウェットスーツ素材で保温
性抜群。アゴヒモはアジャスターで長さ調節可能。
□サイズ(cm)：S（54 〜）、M（56 〜）、 
L（58 〜 ） 
□カラー：ブラック

MADE IN JAPAN●
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S M L LL
ウエスト 63-70 69-76 74-82 79-87
ヒップ 79-85 84-90 88-95 93-100

フトモモ 45-50 48-53 51-57 55-61
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W-AIR W-AIR W-AIR

ショートジョン
ノーマル 
RU45 ¥12,000
チタニウムスパッタリング 
RU45T ¥14,600
W-AIR 
RU85 ¥12,500

ロングパンツ
ノーマル 
RU49 ¥14,000
チタニウムスパッタリング 
RU49T ¥17,000
W-AIR 
RU89 ¥14,200

長袖ジャケット
ノーマル 
RU47 ¥9,200
チタニウムスパッタリング 
RU47T ¥12,000
W-AIR  
RU87 ¥9,500

半袖ジャケット
ノーマル 
RU46 ¥7,600 
チタニウムスパッタリング  
RU46T ¥10,400 
W-AIR 
RU86 ¥7,800

ショートパンツ
ノーマル 
RU48 ¥8,600
チタニウムスパッタリング  
RU48T ¥11,200
W-AIR 
RU88 ¥8,800 

W-AIRW-AIR
size - 身長 体重 胸囲 ウェスト 尻囲 太もも

メンズ

S 156-164 50-58 80-87 64-70 80-87 45-50
M 163-172 57-65 85-93 68-75 85-93 48-54
L 171-178 62-70 90-98 72-81 90-98 52-58

LL 172-180 66-76 95-103 77-87 95-103 55-62
3L 174-183 73-83 100-109 82-93 100-109 58-65

size - 身長 体重 胸囲 ウェスト 尻囲 太もも

レディース
S 147-155 40-47 75-81 54-62 78-84 45-50
M 154-162 46-54 79-86 58-66 82-90 48-54
L 160-169 52-60 84-93 63-72 87-96 52-58

Hot Capsule WearはWinterSurfには欠かすことの出来ない定番アイテムとして愛用されています。防寒用インナーウェア
としての温かさは驚異的!!また、SummerSurfにおいても活用でき、風の強い時などは効果抜群です。あなたの身体を寒さから
守り、冷えによるケガ・疲労等を軽減します。

ノーマル仕様

特殊気密起毛撥水加工＆抗菌防
臭加工が施された2ウェイトリ
コットジャージ。起毛内に閉じ込
められた空気粒（カプセル）と温
められた空気層との相乗効果に
より、温熱、保温、蓄熱機能を向上。

チタニウム 
スパッタリング仕様

金属の中で皮膚との相性がよく、
皮膚熱の伝導効果も優れるチタ
ンをホットカプセル(ノーマル)
に特殊機密起毛撥水加工・特殊チ
タンコーティング加工・抗菌防臭
加工した多重機能生地。

20%以上軽く10倍も熱を伝えに
くいマカロニ状のポリエステル
中空糸に、驚異的な伸びを持たせ
特殊起毛を施したマテリアル！
保温力と自在な伸縮さらに撥水
加工、抗菌防臭加工を施した素材。

W-AIR 
（ダブルエアー）

P2ヒートロン 
指割れソックス
RU66　¥4,800 
P2ヒートロンは吸水せず即乾！足裏はす
べり止め効果のあるウォームライン加工。
ブーツのインナーとして保温性アップ＆着
脱もラクラクに。
□サイズ：XXS（22）、XS（23）、S（24）、 M

（25）、L（26）、XL（27）、XXL（28） 
□カラー：ブラック

エアーサークル

BBソックス            
3mm　BG25 ¥4,800  
5mm 防寒仕様 BG26 ¥5,000 
消耗しやすいつま先とソールを強化。
□カラー :ブラック 
□サイズ(cm)：S（20 〜 22）、M（22 〜 24）、 
L（24 〜 26）、XL（26 〜 28）

エアーサークル 

2mm 
ウエストバンド
OH19　¥4,800 

ベルクロで任意のサイズで固定可。背中で固
定するので保温性が向上し、パドリング時に
感じる腹部の不安定感を軽減。
□サイズ：フリー

メッシュスキン／ CRL 

3mm 
ウェットアーム
RU08　¥7,200
※フルオーダーは10％アップ 
※（　）内の数値は裄丈寸法
□サイズ(cm)：S（68）、M（73）、 
ML（75）、L（79）、XL（82） 

PSジャージ 

2mm 
ウェットアーム
RU07　¥6,900
※フルオーダーは10％アップ 
※（　）内の数値は裄丈寸法
□サイズ(cm)：S（68）、M（73）、 
ML（75）、L（79）、XL（82）

MADE IN JAPAN● MADE IN JAPAN●MADE IN JAPAN●MADE IN JAPAN●
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THERMO BAG & CAR GEAR

シティカモブラック ブラック ブラック

ポンプシャワー
PD07　¥3,800
ポリタンクにセットするだけ!電源不要の手軽
な空気圧ポンプ。商品にタンク、サーモバッグ
は含まれておりません。（タンクネジ部外径50、
65mm用）

5リッターポリタンク
OH88 OPENPRICE

10リッターポリタンク
OH75 OPENPRICE

※タンクは別売りです。バッグには付属していません。

水が入って重くなったタンクの持ち運びに便利。
サーフィン以外でもキャンプやアウトドアで大活躍！

10l

1個

ポリタン
10l

1個

ポリタン
10l

2個

ポリタン
5l

2個

ポリタン
2l

2本

ペットボトル

ウッドランドカモ

TRANSPORTER

サーモバッグ２
TBG24 ¥5,400
イワタニ10リッターポリタンク2つがジャ
ストフィット。 
□寸法：横40×幅30×高さ30cm

チェス

ブラック

デジカモ

ロイヤル

TRANSPORTER

サーモバッグ3
TBG27　¥4,000 
イワタニ5リッターポリタンク2つが
ジャストフィット。 
□寸法：横27×幅25×高さ30cm

TRANSPORTER

スクイーズカバー  
TP154　¥3,800
10リッターポリタンク(イワタニ)用のカ
バー。素材には2mmのSBRゴム(両面ナイ
ロンジャージ)を使用しているので保温性
もあり、濡れても平気。

TRANSPORTER

マルチペットボトル 
カバー    
TBG26　¥2,600
2リッターペットボトルを２本収納でき、
保温・保冷・防水性を向上させた内部構造。
ショルダーストラップ付き。
※ボトルは付属していません 
□寸法:横12×幅23×高さ33cm

シティカモ

シティカモ

ウッドランドカモ

ウッドランドカモ

ロイヤル

トライアングルグレー

カモフラパームツリー

ロイヤル

ボードカバーで包んでからボードケース
へ。ワックスがケース内側につかず出し入
れもラク！

RETRO 6'2" 長さ_188cm TP068 ¥2,500
SHORTBOARD 6'6" 長さ_201cm TP069 ¥2,600
FUNBOARD 8'0" 長さ_244cm TP070 ¥2,700
LONGBOARD 10'0" 長さ_305cm TP071 ¥2,800

SUP 10'0" 長さ_305cm TP083 ¥3,200

RETRO 6'2" 長さ_188cm TP128 ¥2,900
SHORTBOARD 6'6" 長さ_201cm TP129 ¥3,000
FUNBOARD 8'0" 長さ_244cm TP130 ¥3,100
LONGBOARD 10'0" 長さ_305cm TP131 ¥3,200

TRANSPORTER

シルバーボードカバー
TRANSPORTER

カモ ボードカバー

あると便利！【別売り】
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カーシート シングル 
（フロントシート用）

OH23　¥4,000 
砂の汚れや濡れたウエット、水着などを気にせず乗車可
能。ウェット地なので洗う事も可能。ペットを車に乗せた
時の車内の汚れ防止用としても活躍します。コンパクト
に畳めて便利。
□サイズ（mm）：650(W)×1350(H)　 
□カラー： BLACK

カーシート スクエア 
（セカンドシート用）

OH67　¥9,200 
サーフ中ポイント移動などの時、砂の汚れや濡れたウエット、
水着などを気にせず乗車可能。さらにウェット地なので洗う
事も可能です。また、ペットを車に乗せた時の車内の汚れ防止
用としても利用可能。
□サイズ（mm）：1450(W)×1450(H)　 
□カラー： BLACK

多機能保湿液  

エルマール スーペリア  
プレシャスクリーム
OH113　¥4,800 
保水効果抜群の配合で作られたアウトドア保湿
クリーム。アフターサーフに、日常のお手入れに、
冬の乾燥と潮焼け対策にお使いください!!　フコ
イダン＆セサミオイルをたっぷり含んだ冬の新
定番!!
□内容量：30g

多機能保湿液 

エルマール スーペリア 
OH112　¥4,800 
海からの恵みフコイダンに着目し、さらにオーガ
ニックセサミオイルを絶妙な配合量でブレンドし、
使用感と保湿力、素肌への浸透率を高めたスキン
ケア商品。
□内容量：60ml

チョウカクホゴグ  
®クオリネ
OH117　¥1,500 
音質はそのまま、音圧を減衰のため、聞
きたい音はしっかり聞こえる耳栓。
□1ケース2個入り（1セット） 
□カラー：ピンク、ブルー、グリーン 
□サイズ:FREE(耳穴径6 〜 9mmが
目安です。)

ワセリン
OH05 ¥550  
□販売単位：10
首筋・脇・膝等のウェットスー
ツによる擦れを防ぎ、肌に潤
いを与えます。ウェットスー
ツの擦れが気になる部分に
塗って下さい。
□内容：45g  
※アソートの内容は予告なく
変更する場合が有ります。

多機能保湿液  

エルマール スーペリア  
携帯用
OH111　¥2,600 
海からの恵みフコイダンに着目し、さらにオーガ
ニックセサミオイルを絶妙な配合量でブレンドし、
使用感と保湿力、素肌への浸透率を高めたスキン
ケア商品。
□内容量：30ml

カーラックベルト
OH60 ¥3,000
車についているアシストグリップを利用しサーフボードの車内積
みがラクに出来る車内用ボードラック！取り付け＆取り外しも
バックル付きベルトで簡単。クッションを取り入れたボード接点で
負担がかかりません。
※ボードが滑るなどして運転の妨げにならないよう付属の固定ベ
ルトで確実にボードを固定し、安全をご確認の上ご使用下さい。

カーモック
PD06 ¥3,800
車内天井のアシストグリップを利用して小物の収納やボードの車
内積みが可能なマルチポジションネット！長さ調節機能付!ネット
にはファスナー式スリット2 ヵ所付。
※アシストグリップが4 ヵ所ある車に取り付け可能です。 
※本製品の耐荷重量はネット部5kg、ベルト8kg。耐荷重量範囲内
でご使用ください。

インスタパティシリコン 
製防音防水耳栓
OH116　¥800 
丸めるだけで耳内のかたちや輪
郭にぴったりフィットし、くり返
し使用できます。汚れたり粘着力
が弱まったら交換してください。
□1ケース４個入り（2セット） 
□サイズ(幅×奥行×高さ) : 
100×35×20mm

多機能保湿液  

エルマール スーペリア  
詰め替え用
OH124　¥9,500 
□内容量：200ml
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PROLITE / ADRENALIN / LAND&SEA
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REPAIR & CARE GOODS

DOPES

メルコちゃん
OH16　¥600
ウェットスーツの小さな穴、破れを
補修する修理用シートです。 
※ジャージ面専用。
□内容：15cm×10cm 2枚入り 
□販売単位：6

ウェットボンド
OH03　¥800 
ウェットスーツ修理専用の接着剤です。
□内容：クロのり 20cc 
□販売単位：6

SOLAREZ
OH125　¥800 
クロスファイバー配合
フォームボードすべての修理
に!! 紫外線で硬化する簡易修
理剤。深さ1cmまでのキズに
対応
□内容：0.5oz（14g） 
□販売単位：3

SOLAREZ 
EPOXY
OH126　¥900 
エポキシ樹脂専用。モールド
ボードの修理に！紫外線で
硬化する簡易修理剤です。ビ
ニールシートで覆って使用
□内容：0.5oz（14g） 
□販売単位：3

必要なモノをひとつにパッケージ

ウェットリペアキット
OH09  ¥1,200 
□説明書     
□ボンド20cc　 
□メルコシートX1　15X10cm 
□スキン3mmX1　10X10cm 
□ジャージ3mmX1　10X10cm
□販売単位：6

するするスプレー  
無香料
OH47　¥1,300
ウェットスーツ（滑りの悪いジッ
パー）・グローブ・ブーツの内側にス
プレーするだけで、快適にするする
と着られる。一度試せば手放せなく
なること間違い無し！
□内容：180ml　□販売単位：6

サーフボード用 
キズテープ 
応急くん
OH119　¥500
□長さ1m 
●カッター付  
□販売単位：3

DOPES

リペア 
クリアーテープ
OH74 ¥800
□幅10cm x 長さ1m  
●カッター付  
□販売単位：3

DOPES

サーフボードリペアキット
OH06 ¥3,000
●樹脂200cc　●硬化剤10cc　 
●アセトン100cc　●クロス18×65cm 
●サンドペーパー　#80×1、#120×1、#240×1、#600×1 
●紙コップ×2 ●マスキングテープ×1  
●かき混ぜスティック×2 
●リペアテープ15cm  
●フォーム ●説明書

［TYPE#4］ ［TYPE#4］［TYPE#3］ ［TYPE#3］

リーシュストラップ波乗自慢
CJP014［TYPE#4］ ¥250 
CJP023［TYPE#3］ ¥300
カラフル＆キュートなリーシュストラップ。新たに熱圧着チュー
ブを仕様したフラットタイプを販売開始！通常は携帯のストラッ
プとして使用できるので、持っておけば万が一の時の備えにも！
□販売単位:12色/1セット

ウェットソフナー 
[MIX BERRY]
OH97　¥1,600 
ウエットスーツ専用柔軟剤です。少
しゴムが固くなってきたスーツも
これで柔らか度アップ! スーツの
老化防止に!静電気防止で防水性も
向上!ワセリン配合。
□内容：300cc　□販売単位：3

ウェットシャンプー
[GREEN APPLE]
OH96　¥1,400 
ウエットスーツ専用の洗浄剤です。
ソフナーと併用で老化防止&柔軟性
アップ!! 化粧品メーカー開発なので、
手荒れもしにくい優れもの。
□内容：300cc　□販売単位：3

ウェットシャンプー
TAID
OH68　¥1,200 
洗剤(タ○ド)の香り。ウェット
スーツの汚れを取り除き、老化を
防ぎます。ウェットソフナーとの
併用により、ウェットスーツの老
化防止効果&柔軟性アップ。
□内容：250cc □販売単位：6

ウェットソフナー 
DOWMY
OH69　¥1,500 
爽やかな柔軟剤(ダ○ニー )の
香りのウェットスーツ柔軟剤。
静電気防止&防水性向上。白色
ワセリン配合で皮膚の擦れを
軽減。
□内容：250cc □販売単位：6
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H.GREY NAVY BLACK

カブリ 4カラーボーダー
TP134　¥5,200  

（紐：ホワイト&ロゴ:ホワイト）

TRANSPORTER

マイクロファイバー  
ポンチョ
□サイズ: 横70×身丈100cm 

（フード含まず） 

TRANSPORTER

10oz ZIPパーカー
TP0028　¥7,000
□サイズ：M、L、XL　

※注意※ 
多少サイズの前後はございます。

カブリ  
カラフルホワイト
TP133　¥5,200  

（紐：ホワイト&ロゴ:グレー）

着丈 身幅 肩幅
M 66  55 48
L 70 58 52

XL 75 63 55

TRANSPORTER

キーカバー
OH35¥500
やっぱりコレは取り出し
がいちばん楽なスタイル。
ウェット生地でカバーさ
れるからキーが直接肌に
触れず、冷たかったり痛
かったりもしません。
□販売単位：6

イロイロ ハンガー
LCA17　¥2,500 
十分な厚みがあるのでウェットスーツの
肩部の保護に最適！これに干せばブーツ
やグローブの水抜けも最高。

スライドハンガー
OH89　¥3,300
２つ折りにして干すウェットスーツハ
ンガー。肩部分の抜けを予防でき、干す
スペースもコンパクト。マテリアルは
再生プラスチックを活用した高強度
ABS樹脂。
□サイズ（mm）: 幅510×高200×厚
38□重さ：380g

TRANSPORTER

楽ラップ
S (約88cm 〜 115cm）

TP088 ¥1,900
Ｌ（約110cm 〜 150cm）

TP089 ¥2,000
ポータブルボックスを肩にか
けられる！車につけ、タオルを
掛けたりもできるスグレモノ。
ポータブルボックスで使用の際
は８kg以下での使用をお願い
します。重量を超えると、BOX
が破損する場合があります。
□イエロー（サイズ：S、M）

PACIFIC DESIGNS 

Qちゃん（３ケ入）
PD05 ¥800
強力吸盤と変型自在のアーム
で、吸着面さえしっかりしてい
れば耐荷重量は驚異の５kgま
で！濡れたセミドライスーツな
どの重い物から小物、タオル、コ
ンビニの袋など引っ掛けられる。
色々な使い方ができるマルチア
イテム。
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ソフトタブ
OH22　¥2,300
小さくたためる、やわらか素材のソフトタブ。使用後はたたんでコン
パクトに収納。海上がりに、ブーツやソックス、リーシュや水着など、
ポンポン入れられて便利。折りたたみできるから普段は場所をとらず
に携行できます。 
□寸法: 折りたたみ時 ： 幅405×奥行426×高さ45mm 

組み立て時 ： 幅405×奥行426×高さ165mm

ソフトタブワイド
OH221　¥3,900
コンパクトにたためる、やわらか素材のソフトタブ。底に水抜き穴も付いています。海上がりに、ウェットスーツや
ブーツなど、ポンポン入れられ、じゃぶじゃぶ洗うのにもとても便利。底に弁が付いているので、排水もラクラク。普
段は場所をとらずに携行可能です。 
□寸法: 折り畳み時 ： 幅600×奥行400×高さ100mm　組み立て時 ： 高さ246mm

イエロー ライムピンク

ホワイト

畳むと場所をと
らないので車や
バゲッジに入れ
て旅へ携行

ウェットスーツ
などの濡れもの
を入れたり洗っ
たりするのにと
ても便利

サックス

サックス

チョコブラウン

バニラ チョコブラウン バニラ ライムグリーン ネオンピンク

ネオンレッド

ブラック

ネイビー

イエロー

オレンジ

ネオングリーン

パープル

ホットピンク

ポンポンポンと詰め込んでGO!! 帰りは濡れたものを入れて!!
今やクルマサーファーのみならず必需品。ラゲッジスペースなどのサイズや用途
によって形やサイズをセレクトして使い分けて下さい。安心と信頼のMADE IN 
JAPANで、高品質素材を使用しているので柔軟性があり、持ち手を合わせて持つの
も簡単です。Mサイズ、Lサイズともに専用のフタ（耐荷重10kg ［別売］）があり、目
隠しカバーやスペースの有効活用に◎

ポータブルボックス L
Lサイズ　OH81 ¥1,800 
Lサイズ ふた（クリアー）OH82 ¥1,000
□寸法（mm）:幅490×奥行380×高さ330

ポータブルボックス M 
Mサイズ　OH83 ¥1,500 
Mサイズ ふた（クリアー）OH84 ¥800
□寸法（mm）:幅440×奥行320×高さ250

MADE IN JAPAN● MADE IN JAPAN●

MADE IN JAPAN●

TLS WATER BOX
OH61　¥3,600
もはや説明不要。車でのサーフィンでは絶対に外せない
万能バケツ。 着替えやワックスアップに
□寸法:  幅500×奥行370×高さ350mm
□10月中頃入荷

PROLITE

チェンジマット
PL-AC07　¥6,800
コンパクトに収納でき、広げれば直径1m以上の着替
えに十分なスペースが出現！着替えのときに足元に
広げればウェットを砂や砂利で汚さない。着替えが終
わったらそのまま巾着状に口を絞ってウェットごと
持ち運べるのも便利。

シティカモ ブラックチェス ウッドランドカモ

TRANSPORTER

トートバッグ
TP106　¥4,200 
バッグの内側は防水仕上げイン
ナー付の為濡れた物を入れて持ち
運べるのでとても便利です。底部
にはハードケースで使用のライト
ウェイトプロテクションを使用。
□寸法（cm）:底面幅41×底面奥
行き28×取っ手を除いた高さ38

内側は防水性の高い素材で、濡
れたウェットなどを気軽に収納

ネイビー

MADE IN JAPAN●
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Super sticky formula.
COLD 60f-
COOL 60f-70f 
WARM 70f-80f
TROPICAL 80f+

PROLITE サーフワックス
PL-WAX  ¥280

WAX & STICKER

アンディ、ブルースの「アイアン
ズ兄弟」が好んで使っていたワッ
クス。粘りが強く特別に高いバン
プ（山）が出来ます。ほのかなバ
ナナの香りで、仕上がりは白くな
ります。柔らかいワックスが好み
の方にお勧めです。

今 や サ ー フ ワ ッ ク ス の 定 番
「Sticky Bumps ORIGINAL」。
水温に応じた 4 種類＋1 種類の硬
さがあります。ショート、ロング
問わずオールラウンドに使えるス
タンダードシリーズ。

足の裏に張り付くようなグリップ力
は ORIGINAL の約 5 倍。柔らかい
だけでなく、コンペティションやア
グレッシブなサーフィンに向けたハ
イパフォーマンスワックス。ボード
への吸着力も強い為、ベースコート
無しでも使用できます。

SB-OR001

SB-OR004

SB-TR001 SB-MK001

SB-TR002 SB-MK002

¥280 □販売単位：24

¥280 □販売単位：24 ¥450 □販売単位：24

SB-OR002

SB-OR005

SB-OR003

SB-OR006

ソフトボードの材質に合わせた配合で、従来の悩みであっ
た「塗りにくさ」や「グリップ力」、「持続性」において、既
存のサーフワックスより優れた性能を持っています。　 
★BASECOAT不要

¥320 □販売単位：24

SOFTBOARD WAX

スティッキーバンプス

滑る、汚れ、所々剥げる、とける、砂がこびりつく…。今使っているWAXでの悩み。これらをすべて解消
するのがFroth Wax(フロス・ワックス)。より強力で、より長くグリップし、トラクションとしてボード
に足や膝が吸い付くような、感覚を実現しました。特にコンペスタイルWAXとして開発したSuper 
Sticky(スーパーステッキー )は、ビッグウエイブはもちろん、極限に寒い水温でも驚くべきグリップ
力を発揮。各地の寒冷地での愛用者もSuper Stickyのパフォーマンスを気に入っています。 

フロスサーフワックス
¥325 
□販売単位24個

FT-001　 
コールド
寒冷地仕様タイプ。ト
ロピカルやウォームの
トップコートとしても
効果的。

FT-002　 
クール
水温13-20度で真価を
発揮するタイプ。

FT-003　 
ウォーム
セミハードタイプで初
夏〜夏にかけてベスト。
ベースコートでも使用
可能。

FT-004　 
トロピック
真夏仕様のハードタイ
プ。ベースコートとし
て理想的。全季節で効
果発揮。

FT-005 
スーパースティッキー
最強粘着。極寒やハー
ドコンディションでも
グリップを維持。

SB-SF001
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DD001 
コールド
水温10.5〜15度で 
真価を発揮。

DD002 
クール
水温15.5〜20度で 
真価を発揮。

ダックダイバーズ 
サーフワックス 
¥250  □販売単位20個

タマゴ型の独特なフォルムがキュート。とってもスティッキーな、足にしっくり
フィットするワックス。半分に割れるので、とても使いやすく、塗りやすい！

業界最高クラスの最も高価なTackfiler（粘着付材）を使用し、AUSTRALIAの
SHOPで大人気となっているサーフ・ワックス。サーフィンだけでなく、ヨット
レールのステアリングや甲板の滑り止めに採用される他、SUP、スキムボード、
ウェイクボードなど幅広いジャンルで活躍！ワックスがのりにくいEPSモール
ドタイプでも簡単にWAXアップ出来るのも特徴的！石油成分を使用していない
ので、ボード、海、海草や砂を汚さず環境に配慮！

スティックイットボードワックス
¥240 □販売単位20個

S1001 
コールドウォーター
12℃以下の寒冷地仕様のタイプで
す。トロピカルやウォームのトップ
コートとしても効果的。

BLACKBLACK

BLUERED

PROLITE

クリアステッカー
STCPL01 ￥1,200 
□サイズ:W250mm H55mm
透明地の一枚ものステッカー。

TRANSPORTER 

クリアカットステッカー
STC15　¥1,000  
□サイズ:W200mm H58mm　
文字ごとにクリアシートで繋がっているので１つの文字だけ無くならない。

ホワイト・レッド・ターコイズ
（※上図は黒に貼り付けた場合のイメージ）

オレンジ・イエロー・グリーン

X-TRAK

クリアステッカー
STCXT01¥800
□サイズ:W200mm H58mm
透明地の一枚ものステッカー。

TRANSPORTER 

クリアステッカー
STC16¥800
□サイズ:W200mm H58mm
透明地の一枚ものステッカー。

ISLAND FIN

クリアステッカー
STCISF03 ¥300
□サイズ:W100mm H80mm
透明地の一枚ものステッカー。 BLACK WHITE

スマホ / iPhone対応 IPX8取得済。 
最高水準の防水性能・国際保護等級

IPX8取得！スマホ / iPhone対応 
暗闇でも光る蓄光素材使用の防水ケース

スマホ / iPhone対応 IP68取得で防塵防水クリアカラー防水ケースクリアカラー 
防水ケース
OH988　
¥2,100 
国際防塵防水規格「IP68」を
取得しています。「粉塵が中に
入らない(耐塵形)」と「継続的
に水没しても内部に浸水す
ることが無い(水中形)」とい
う基準を満たす、心強い防水
ケースです。※本商品は確実
に密閉された状態に限り防水
性を保ちます。

蓄光素材使用防水ケース
OH987　¥1,800 
蓄光素材を使用し、暗い場所で発光する蓄光
防水ケース。最高水準の防水レベル「IPX8」
を取得し、アウトドアやスポーツでの汚れや
水からスマホを保護し、濡れた手でも安心し
てスマホが操作できます。

スマートフォン防水ケース
OH98　¥1,700
ほとんどのスマートフォンに対応、側面ボタ
ンが押せ、カメラ撮影ができます。財布・小物
入れとしても使えます。

IPX8取得！
スマホ / iPhone対応 

防水ケース
OH987　¥1,800 
海や山、プールなどのレジャーシーンからお
風呂での普段使いに。最高水準の防水レベル

「IPX8」を取得し、アウトドアやスポーツで
の汚れや水からスマホを保護し、濡れた手で
も安心してスマホが操作できます。

BLACK BLACKPINK

PINKCLEARBLUEGREEN

WHITE

スマホ / iPhone対応 IP68取得で最高水準
の防塵防水性能の水に浮く防水ケース

水に浮く防水ケース
OH989　¥2,200 
海や山、プール、レジャーからお風呂等の普
段使いに!水に浮くタイプ。最高水準の防塵
防水レベル「IP68」を取得し、アウトドアや
スポーツでの汚れや水からスマホを保護し、
濡れた手でも安心してスマホが操作できる。

BLACK WHITE WHITE

携帯電話用防水ケース
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ACCESSORIES

◇無臭 ◇無臭
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このカタログは 2018 年 9 月現在のものです。掲載の商品は予告なく仕様の変更、
生産の終了をする場合があります。カタログ中の写真、イラスト等は印刷の都合に
より実際とは異なる場合があります。御注文に際しては在庫状況のご確認をお願い
いたします。また、一部の商品は受注生産となる場合があります。掲載商品に付い
てのご質問、またはご意見ご要望等は弊社営業部までご連絡下さい。

株式会社PCA   
〒 252-0815 神奈川県藤沢市石川 4-27-4
TEL_ 0466-87-5694  FAX_ 0466-87-5695
WEB_ www.pcasurf.com
在庫確認 WEB_http://zaiko.pcasurf.com

お問い合わせ
info@pcasurf.com


