
 

なぜバイオレジンなのか？ 

それは、従来のエポキシレジンに比べ製造過

程における CO2排出量が半分であるため 



 

カーボン L.C.F は、バイオレジン、エンドグレインバルサを使用

し、製造過程において二酸化炭素の排出量を削減し、環境に配

慮した設計のカーボンボード。 

また、バルサ材は重量に対し強度が高いため、カーボン L.C.F

は従来と比べ強く、硬く、軽いカーボンボードとなっている。 
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エンドグレインバルサは細かいハニカム構造になっており、重量に

対し強度が高いため、カーボン L.C.Fは従来と比べ強く、硬く、軽い

カーボンボードである。 

従来の PVC素材との比較： 

3 倍のせん断弾性率、3 倍の引張強さ、20 倍の引張弾性率、2.75

倍の圧縮強度、12倍の圧縮弾性率を有する。 



 

コードフリーウェイブはハイスピードでウェイ

ブ、フリースタイル、フリーライドが可能な最
強のクロスオーバーボードである。シング
ルフィンではスピード性が高まり、スラスタ
ーではマニューバビリティが向上する。 

マニューバビリティの向上のため 3cm 全長
が短くした。 

コンケーブをわずかに浅くしたことで、走る
感覚をダイレクトに感じることができる乗り
心地になった。 

109L は浅いダブルコンケーブ、そしてより
Vee をつけることでよりグリップ性能を高め
た。 

 
新しいテクノロジーであるカーボン L.C.F コ
ンストラクションは従来よりも強く、硬く、軽

く、そして環境に配慮した素材である。 
 
新しい MFC FreeWave Fin をセットアップ。 

PWA フリースタイルワールドチャンピオン
Dieter Van der Eyken によりデザインされ
た、フリースタイルボード。 

フルモデルチェンジを遂げた新しい

FLARE。厚みのピークを後ろのストラップ付
近に配置し、ボリュームを後方に持たせた。
そして昨年に比べ 5cm 全長を短くし、1cm

幅を増し、よりコンパクトになった。 
103 はストラップ間を狭くすることで反応の
良さを実現。 

新しい 113 は 103 のコンセプトはそのまま
にスケールアップした。 
 

カーボンリフレックスコンストラクションはス
ターボードの最も軽いバイアキシャルカー
ボンとウルトラコアサンドイッチを組み合わ

せた、ハイパフォーマンスなフラッグシップ
モデル。 
純正フィンに世界で人気を誇る、LSDシェイ

プフィンが付属。 
パワーボックスに変更。 

希望小売価格 ¥274,000(税抜) 
希望小売価格 ¥325,000(税抜) 



 



 

A.I.R はスピードを追求した、極めてコンパクト
な、ウェイブ/フリーウェイブのためのボード。小
波からミドルサイズのコンディションに最適。 

ボードの全長は 220～222cm で、ノーズとテー
ルが短く、マストトラックの位置が後ろよりで、ボ
ードの反応が良く素早くターンできる。 

このような短いバットテール形状は、フィンのグ
リップを最大限に引き出し、キャビテーションを
抑え、ボードの反応性とマニューバビリティを高

めている。 
スラスターフィンセットアップはスピードとマニュ
ーバビリティを高めるために採用された。 

ダブルコンケーブによりターン時のグリップ力を
高め、ボード前方のVeeはスムースに且つ軽や
かにターンへと導く。 

A.I.R は全く新しいコンセプトのウェイブ/フリー

ウェイブボードで、フリースタイルを好まれる人
やスピードを求めるライダーに高く評価をされ
ている。 

A.I.R の名前は海洋環境保護に取り組む Parley
の概念からつけられた。Avoid、 Intercept、
Redesign の頭文字からなる。なるべくプラスチ

ックを使用を避け、リサイクルのものを使用し、
プラスチックの使用を少なくなるよう再設計する
という意味が込められている。 

 

ウルトラコードはスラスター、クアッド、ツインと、ど

のセットアップでも乗ることができ、スターボードの
ドリームチームが作り上げた夢のようなオールラ
ウンドボード。 

軽量化に成功したスターボックスを搭載。 
ジェイガー・ストーン、ダニー・ブラウチ、ワールド
チャンピオンのフィリップ・コスター、モレノツイン

ズが選んだボード。 
72L、76L はジェイガーとその父マーク・ストーンの
デザイン。86L から上のサイズはダニー、フィリッ

プのデザイン、80L は二つのチームが共同開発し
た。 

86L、93L、99L、105Lは新しいMFCフィンがセット

アップ。 
80Lは新しいフィンポジション。 
新しいテクノロジーのカーボン L.C.F構造を採用。 

希望小売価格 ¥274,000(税別) 

希望小売価格 ¥274,000(税別) 
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ATOM IQ と CARVEが一つに組み合わさった
ピュアフリーライドボード。104L から 124L は

スリムで薄くコンパクトなATOM IQのコンセプ
ト。アグレッシブにコントロールしやすく、ダイ
レクトなフィーリングとスピードが特徴。131L

から 151L は全長の長い安定性のあるデザイ
ンで、誰にでも扱いやすい CARVE のコンセ
プトを受け継いでいる。 

FLAX BALSA      3DX 

104、114、124、の ATOM IQ との比較： 
約 8cm 短くなり、コントロール性とレスポンス

が向上。テイル幅を広くしたことでバックフット
側のパワーが増した。深さの増したコンケー
ブによりグリップも向上。さらに Vee ボトムに

することでジャイビング性能が高まり、荒れた
面でも快適に走ることができる。 
 

131、141、151、の CARVE との比較： 
6cm短くしたことで、コントロール性とマニュー
バビリティの向上しつつ、全長の長いフラット

で安定した特性を保ち、イージーにグライドし
てくれる。深さの増したコンケーブはグリップ
力をもたらし、Veeボトムにすることでジャイビ

ング性能が高まり、荒れた面でも快適に走る
ことができる。 
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希望小売価格  

L.C.F 104L-131L \254,000(税別) 141L-151L \260,000(税別) 

FLAX BALSA 104L-131L \230,000(税別) 141L-151L \235,000(税別) 

3DX 104L-131L \180,000(税別) 141L-151L \184,000(税別) 
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上手くなりたい全ての人のために。GOは象徴
的でかけがえのないボード。ビギナーがレベ

ルアップするための練習に適したボード。 

2017 年継続モデル。カーブと同じシェイプを
使用し、コンストラクションは頑丈で硬さのあ
る３DX。センターフィンボックスを搭載し、デ

ッキパッドの範囲も広い。 

希望小売価格 \175,000(税別) 

キッズのウインドサーフィン練習用、そしてビ

ギナー強風練習用の、二つの目的を持った
ボード。 

希望小売価格 未定 

簡単に上達し、楽しく乗ることのできるボー
ド。厚みの薄いのシェイプで、安定して練習で

き、マニューバビリティとレスポンスがよい。
硬さがあり頑丈な３DX コンストラクション。 



 

収納式のダガーボードを搭載し、ノンプレー
ニングコンディションでもグライド性能を高め

た GO WINDSURFER。 

2 サイズから選ぶことができ、どちらもイーブ

ンなボリューム配分で安定性が高い。幅広で
薄いアウトラインはボードのロールを抑える。
結果、ライトウインドでのグライド性、強風域

でのコントロール性、快適性が高く、ロッカー
を抑えたバレットノーズにより、アーリープレ
ーニング性能が高い。 

希望小売価格 未定 

テクニカルウインドサーファーが探し求めて
いた究極のフリーレースボード。最高のスピ

ードと快適性、コントロール性、ジャイビング
性能の全てを兼ね備えたボード。 

短く、薄く、幅広のアウトラインにより、対応風
域が広い。Veeボトムによって、走りの快適性
とジャイビング性能が向上。ストレートライン

のパフォーマンスに影響を与えずに、ジャイ
ブ脱出時のスピード性能を向上させるため
に、テイルエリアにカットアウェイを加えた。 
新しいカーボン L.C.F コンストラクション。 

希望小売価格 90L-107L  \273,000(税別) 
    117L-137L \278,000(税別) 

5.9 

Tuttle Box Tuttle Box 
Deep 

Tuttle Box 
Deep 

Tuttle Box 

6.2 6.7 6.9 7.4 7.7 



 



 

スターボードのフラッグシップモデル。ウイン
ドサーフボードテクノロジーの最先端で、最も
軽く、最も速く、2016 年メンズ、ウィメンズとも

にワールドチャンピオンボードに輝いた。 

新たに 147L と 157L が追加。117L、127L、

137L、147L、157Lは強化された FOIL対応フィ
ンボックス搭載。 

90L: 

アーリープレーニング性能とジャイブ後半のス
ピードの伸びを向上するために幅を広くした。
これはスラロームにおける加速に重要な効果

をもたらし、勝利へのカギとなる。さらに、ボー
ドコントロールもイージーになった。 

97L: 
コントロール性を高めるために、特にノーズエリアを中心に 7mm 厚みを薄くした。プレーニングのパフ

ォーマンス向上のために、テイルのカットアウェイをより接水面を減らすように再設計した。強風域でよ
りコントロールしやすくなったこのボードは、ミドルサイズのスラロームボードとして強くお勧めする。 

107L: 

1cm 幅広く、テイルの厚みも増して、僅かに大きくなり、8.6 ㎡のセイルを組み合わせた時のパフォーマ
ンスが向上。7.8 ㎡でのトップスピードとパフォーマンスを維持するためにカットアウェイを調整し、テイ
ルの接水面を減らした。結果、以前よりも加速するようになり、ミディアムウインドで勝つためのマシー
ンとなった。 

117L: 
フルモデルチェンジを果たした 117L。127L や 137L と同じコンセプトとなり、ライトウインド性能を高め
ることに重点をおいた。軽量級ライダーのためのライトウインド用ボード、パワフルセイラーのための中
風用ボードとしてお勧めである。フォイル対応ボックス搭載。 

127L: 
2cm 短くなり、よりコンパクトになった。そしてテイルから 30cm エリアのテイル幅を 5mm 細くし、そのポ
イントのテイルカットアウェイの形状を変更して、接水面を 2cm細くした。結果、走り出し、加速が良く、ト

ップスピードも上がり、ジャイビング性能が改善された。FOIL対応ボックス搭載。 

137L: 

137L は全長を 3cm 短くした。またテイルから 30cm エリアのテイル幅を 1.3cm 細くし、同エリアのテイ
ルカットアウェイの形状を変更して、接水面を 1.7cm細くした。結果、127Lと同様にアーリープレーニン
グ性能、加速性、トップスピードが向上し、ジャイビング性能が改善された。FOIL対応ボックス搭載。 

147L-157L: 
新しいサイズの 147L、157L は最もライトウインド性能を重視して開発されたマシーンである。またスタ

ーボードのレギュラーウインドサーフィン用のボードの中で、このボードの幅は FOIL で使用する場合に
最も高いパフォーマンスを発揮する。FOIL対応ボックス搭載。 
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希望小売価格 80 L-87L  \318,000(税別) 
      90 L-107L \332,000(税別) 

117L-137L \337,000(税別) 
147L-157L \350,000(税別) 



 



 

フォイル用に開発されたボード。幅のあるア
ウトラインから安定感のあるバランスの良い

ボードに仕上がっている。テイル幅も広いこと
でパワーと安定性、アーリープレーニング性
に優れている。スラロームやライトウインドか

らミドルウインドでのフリーライドに最適。 

ウルトラソニック 147をベースに開発され、テ
イルボリューム、ストラップインサートを増や

し、強化されたフィンボックス、強化されたコ
ンストラクションで作られている。フォイルから
通常のフィンに変えることで、ライトウインドで

効果的なパフォーマンスを発揮するファスト
プレーニングマシーンとなる。 

2018年ニューモデル。フォイリング時のコント
ロール性、パフォーマンス性を追求し、フリー
ライドフォイルのために開発された、フォイル

用ボード。 
 

シャープなレイルエッジにより、アーリープレ

ーニング性能を高め、素早い離水を実現し、
厚みが薄く、フラットなデッキのアウトラインに
より最高のコントロール性と空中でのスピード

性能を高めた。 
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Flax Balsa 

希望小売価格  CARBON REFLEX \338,000(税別) 
      TECHNORA      \260,000(税別) 希望小売価格  \230,000(税別) 

 



 



 

強力なライトウインドコースレーシングボー

ド。新たなシェイプで、FOIL 対応ボックスを搭
載。アップウインド、ダウンウインドのスピード
が高まり、想像できないほどのアングルで走

ることができる。 

バレッドノーズ：昨年より 2cm ノーズロッカー
を低くしたことで、空気力学的性能を改善し、

コントロール性の向上とスムースなプレーニ
ングの入りが実現。テイルカットアウェイを
2cm 長くすることで、トップスピードが速くな

り、フィンのリフトを発生させやすくなった。厚
みのあるボキシーレイルはアップウインド性
能を向上し、よりパワーも増している。フォイ

ル対応ボックス搭載。 

スターボードのスラロームパッケージ。シェイ
プは iSonicをベースとし、コンストラクションを
３DXにすることで価格を抑えたモデル。 

フォーミュラーエクスペリエンスワンデザイン
の公式ボード。フォーミュラーエクスペリエン

スは唯一のワンデザイン 100%プレーニンセ
イリングクラスで、幅広いコンディションでレ
ースを行うことができる。 

FORMULA ONE はフォイル対応ボックス搭
載。 

希望小売価格  \379,000(税別) 
       

希望小売価格  未定 
 



 

スターボードのコースレースボード。 

377 L の新しいシェイプはライトウインド性能

が向上：厚みを持たせることで素早くヒールさ
せることができ、ボードが水に潜りこむことや
チョップによる失速を防ぐ。また、傾斜したア

ジャスタブルマストトラックは 2cm後ろに下が
り、ダガーボードは 2cm 前に出た。これによ
り、ボードはライトウインドでよりセンシティブ

になった。プレーニングへの入りを早くするた
め、バットウイング形状に変更を加え、60cm
の位置で 3cm 広くした。また、テイルは僅か

に狭くしたことでフィンの感触も良く、トップス
ピードが伸びる。 

レースボードは楽しい反面、非常にテクニカ
ルである。フリーライドも楽しい反面、プレー
ニングコンディションが必要となる。GO 

WINDSURFER も良いが、ハイパフォーマンス
ではない。PHANTOM FREE はその隙間を埋
めるボードで、ファンでハイパフォーマンスな

フリーライドレースボード。 

全く新しいボードで、ファントムを 271cm に小
さくし、テイルはバットウイング形状にし、デッ
キはシンプルな形状にしている。ボードは軽

くなり、シンプルかつ幅広いコンディションで
よりファンなボードとなった。 

希望小売価格  未定 
 

希望小売価格  未定 
 



 

フルプレーニング、そしてフルカーブジャイブ

性能を持った、革新的なインフレータブルウ
インドサーフィン用ボード。 

トップスピード性能を改善し、しっかりと固定

されたボックスにより、ドラッグを抑え、走り出
しが良くなった。テイルエリアのボトムシェイプ
はより流線形になった。 

新しいダブルレイヤー、ドロップスティッチテ
クノロジーによって、軽量化しつつ、ボードの
硬さが増し、耐久性も改善されパンクが起き

にくい構造となっている。 

取り外し可能なセンターフィンボックス 

エントリーレベルのウインドサーファーやスク

ールのためのボード。ロングテイルとバットウ
イングデザインのコンビネーションと、厚みの
あるボキシーレイル、低いノーズロッカー、フ

ラットデッキによって、従来のビギナーボード
に比べ、最高の安定性とグライドをもたらして
くれる。また、ロングテイルデザインはプレー

ニングの入りを最も簡単にしてくれる。 
 
すべてのサイズでロングテイルテクノロジー

を採用。アーマーテックコンストラクション。 
スタンダードモデルとスクールエディションの
2種類を用意。 

希望小売価格  未定 
 

希望小売価格  \179,000(税別) 
 



 

世界で最も安定したウインドサーフ用ボード。
ウインドサーフィンスクールでビギナーに教
えるための最初のボードとして人気がある。

特に優れた安定性があり、ウインドサーフィン
を教わるのにこれほど簡単なボードはない。 

新しい EVA デッキと、タフな HD レイルにより
耐久性が改善された。HD EVA はノーズから
テイルまで延長され、ブームがこすれる場所

やセイルアップ時のボードとの擦れによる耐
久性もたかった。新色でモダングラフィックデ
ザインとなった。  

希望小売価格  \179,000(税別) 
 

希望小売価格  ASAP     \139,000(税別) 
(Whopper)  STARLITE   \174,000(税別) 

ウインドサーフィンからSUPまで1本でカバー
するボード。WindSUP はスターボードのポピ

ュラーSUP ボードのシェイプをベースにマスト
トラックとセンターフィンボックスを搭載し、ウ
インドサーフィンも可能とする。家族や友達と

SUP やウインドサーフィンを楽しむことができ
る。 

フルソフトデッキの ASAPと、つやのある表面

のスターショットの、二つの低価格帯のモデ
ルと、アップグレードバージョンのスターライト
モデルを用意。スターライトは衝撃に強いカ

ーボンインネグラレイルで仕上げ、プレミアム
なグラフィックデザインとなっている。 



 

コンパクトに収納することができ、軽くて便利
なインフレータブルボード。SUP もできれば、
ウインドサーフィンの練習もでき、フットストラ

ップに足を入れてプレーニングもできる。キッ
ズにウインドサーフィンを教えるのも最適で
ある。デラックスモデルはフルダガーボード

ボックスを搭載しウインドサーフィンで最高の
パフォーマンスを発揮する。 

新しいローエクステンションドロップステッチ

テクノロジーにより、剛性が高まり、強度も改
善され、重量はさらに軽量化された。 

コンパクトに収納することができ、軽くて便利
なインフレータブルボード。SUP もできれば、
ウインドサーフィンの練習もでき、フットストラ

ップに足を入れてプレーニングもできる。キッ
ズにウインドサーフィンを教えるのも最適で
ある。 

新しい取り外し可能なセンターフィンボックス

と、マストトラック部分に新しいデッキプレート
を加えたことで、ウインドサーフィンのパフォ
ーマンスが改善された。 

希望小売価格  Whopper   \127,000(税別) 
  Touring     \138,000(税別) 希望小売価格  未定 

 



 

魅力的な価格で気軽にウインドサーフィンや
SUP を楽しむことができるパッケージ。ボード

は、SUPにはクルージングに最適で、ウインド
サーフィンにはライトウインドからセミプレー
ニングに最適である。 

第二バテンを延長し、ブームのクランプの剛
性を高め、ジョイントベースの強度を高め、セ
イルデザインを改良した。  

ウォーターマンパッケージのコンパクトバージ
ョン。レイルエッジテクノロジーとストラップイ
ンサートを加えたインフレータブルのウインド

SUPボードに、4ピースマストのコンパクトセイ
ル、3ピースパドルのセット。 

第二バテンを延長し、ブームのクランプの剛
性を高め、ジョイントベースの強度を高め、セ
イルデザインを改良した。 取り外し可能なセ

ンターフィンボックス搭載。 

希望小売価格  未定 
 

希望小売価格  \230,000(税別) 
 



 

SUP ボードやビギナー向けウインドサーフボ
ード用に開発されたセイルパッケージ。

WindSUP セイルは SUP ボードにマッチし、ウ
インドサーフィンビギナーに扱いやすくできて
いる。軽くて、パワーがあり、特にドライブ性

能が高く、微風でもしっかりと前に引っ張って
くれる。 

4.5、5.5、6.5：第二バテンを長くし、ブームの
クランプをしっかりと固定できるようにして、ジ
ョイントベースの強度を高めた。 

1.2、2.0、3.0：新しいラインナップ。キッズや
初めての方に向けたセイル。1.2と2.0は適度
な硬さのミニマストを使用。徹底的に軽くし、
子供たちにも扱いやすいように作られた。 

WindSUP セイルパッケージのコンパクトバー

ジョン。4 ピースマストと 3 ピースブームによ
り、全てを細かく分解でき、小さなバッグにし
まうことができるため、持ち運びにも便利であ

る。 

第二バテンを長くし、ブームクランプをしっか
り固定できるようにして、ジョイントベースの
強度を高めた。 

希望小売価格  未定 
 

希望小売価格  未定 
 



 

Boujmaaが 2016年AWTタイトルの獲得を記

念して作られた、Boujmaaカスタムウェイブボ
ードシェイプのリミテッドエディション。 
 

“ライトウインドのサイドオフショアコンディショ
ンから、強風オンショアコンディションまであ
らゆるコンディションでこのボードを使ってい
る。ターンがイージーでソフトレイルが自分の
ミスを許してくれる。すごく速いスピードでもタ
ーンしてくれて、どんなスピードのダウン・ザ・
ラインでも、トップターンでレイルを傾けてい
るときも、素晴らしい感覚である。次のドライ
ブにもスムースにつながり、スピードも維持し
やすい。オンショアコンディションでは、簡単
に且つ速いボトムターン、トップターンが可
能。このボードは私にとってパーフェクトに感
じる。このボードはここに到達までに長い時間
をかけた。” 
 

Boujmaa Guilloul,AWT Champion 2016 

希望小売価格 Carbon Reflex \332,000(税別) 

  Carbon L.C.F  \274,000(税別) 

 



 



 

Boujmaa が 2016 年 AWT タイトルの獲得し、Kevin 
Pritchard が 2016 年アロハクラシックのチャンピオンに輝
いた。このタイトル獲得を記念して Kevin のリミテッドエディ

ションシリーズのマウイウェイブボードをリリースした。 
 
“私のプロモデルの良いところは、このボードをどんな場所
でも使うことができるところだ。スピードは速く、良くターン
して、弱い風でも良く浮いてくれて、強い風をも打ち砕く。
私にとってこのボードは非常に刺激的である。このボード
の好きなポイントの一つは、細いノーズシェイプである。こ
れはボードがフリーで乗り心地が軽くなり、クリスピーナ乗
り味であるる。私はほとんどスラスターフィンセットアップで
乗ることが多いが、大きい波の中で、クアッドフィンセットア
ップでも良い動きをしてくれる。私はいつも、良いボードな
らどんなフィンセットでも良いボードである、と言っている。
フィンの違いはターンのスタイルの違いを生み、その違い
も楽しみの一つである。ロッカーラインは私が 10 年使い続
けているロッカーラインとほとんど同じであり、いっそう洗練
されたものである。フィンは MFC TFフィンを使用している。
そしてリーディングエッジをテイルから 41cmと 30cmにして
いて、これはとても良い動きをする。” 
 

Kevin Pritchard,Aloha Classic Champion 2016 

希望小売価格 Carbon Reflex \332,000(税別) 

  Carbon L.C.F  \274,000(税別) 

 



 



 

UltraKode、Boujmaaモデル、Kevinモデルの違いは？ 
Boujmaa モデルは、テイルのモノコンケーブにより、グリップを生み、よりテイ
ルキック(1)とノーズキック(2)を付加し、マニューバビリティを高めている。ミ

ッドセクションのレイルは UltraKode とよく似た形状で(3)、テイルの Veeはな
く、バックフットより後ろのレイルは、丸みのある、ラウンドした、薄いレイルで
(4)、レイルの切り替えがスムース。扱いやすく、マニューバビリティが高い。 

 
Kevinモデルは、UltraKodeと比べてわずかにテイルキックを付けた(5)。細い
幅はスピードと、クイックなレイルの切り替えが可能。このボードは、様々なコ

ンディションで、軽くて快適に使えるよう、厚みとレイルボリュームを持たせた
(6)。また、全長を長くし、ノーズと全幅を細くしたことで、乗り心地は非常にフ
リーになっている。 
 



 



 

スターボードの新しい ReCoverは、Tシャ

ツのように、裏返しの状態で縫われた作
りになっており、レイルエッジに沿って二
重の厚みのパッドを備えた軽いボードバ

ッグとなっている。この構造は重みの増
す補強を必要とせずに、バッグをより軽く
作ることができる。 

ReCover の表面の布地は、リサイクルさ

れたペットボトルから作られた素材であ
る。路上のゴミからアップサイクルされた
ReCover のポリエステル製の 450D の布

地は軽く、タフで、環境にやさしいボード
バッグである。 



 

 


