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PRO EDITION
Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
  cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs Power Box Ideal Recomm.

JB222XCR0PRO122 X-Cite Ride 122 250 / 8’2” 68.0 / 26.8” 122 t.b.a. Freeride 40 G10 5.7-8.0 5.5-8.5

JB222XCR0PRO134 X-Cite Ride 134 251 / 8’3” 72.0 / 28.3” 134 t.b.a. Freeride 44 G10 6.0-8.5 5.7-9.5

JB222XCR0PRO146 X-Cite Ride 146 252 / 8’3” 76.0 / 29.9” 146 t.b.a. Freeride 48 G10 6.4-9.5 6.0-10

Technology Pro Edition in Carbon Technology
Finish Super Limited finish, shiny bottom

Board comes with: G10 CNC fin, 4 foot straps

工法
仕上げ

プロエディションはカーボンケブラー構造
スーパー限定仕上げ、シャイニーボトム

ボードの付属品：G１０　CNC フィン、４× フットストラップ

税込価格

¥283,500
¥283,500
¥283,500
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FULL WOOD SANDWICH
Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
  cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs Power Box Ideal Recomm.

JB224XCR0FWS122 X-Cite Ride 122 250 / 8’2” 68.0 / 26.8” 122 t.b.a. Freeride 40 5.7-8.0 5.5-8.5

JB224XCR0FWS134 X-Cite Ride 134 251 / 8’3” 72.0 / 28.3” 134 t.b.a. Freeride 44 6.0-8.5 5.7-9.5

JB224XCR0FWS146 X-Cite Ride 146 252 / 8’3” 76.0 / 29.9” 146 t.b.a. Freeride 48 6.4-9.5 6.0-10

JB224XCR0FWS158 X-Cite Ride 158 253 / 8’4” 78.0 / 30.7” 158 t.b.a. Freeride 52 >7.0 >6.4

Technology Full Wood Sandwich Technology
Finish Limited finish

Board comes with: molded fin, 4 foot strapsボードの付属品：モールドフィン、４× フットストラップ

工法
仕上げ

フルウッドサンドイッチ構造
限定仕上げ

税込価格

¥241,500
¥241,500
¥241,500
¥241,500
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Test winning, easy going and super exciting freeride boards with 

excellent maneuverabilty for medium to light winds. The boards 

inspire confidence through their easy delivery of performance 

and control. Made for freeride beginners and sporty riders alike.  

If wanted you can push the fin and make them fly and reach 

performance levels you might not expect. 

Our major ambition was to create a board range with unrivalled 

sailing comfort, easily accelerating towards max speed and 

planing through jibes without hesitation. We created boards 

which are ultimately easy to control, allowing everyone to go fast.

Very stable, balanced and forgiving boards - whether planing or 

not.

SHAPE

The rather straight outline curve between the straps makes them 

react quickly to initiating maneuvers. Once railed up into the jibe 

you can switch to auto pilot. The board maintains its turn and 

carries the speed right through - making planing jibes a reality 

for beginners and intermediates. You can also choose the more 

sporty style where you drive the rails harder and go for a high 

speed carving jibe. No matter what you do you will nearly always 

exit your jibe as fast as you entered.

The straight outline curve gives you a rather parallel body position 

(to the centerline). This provides great comfort and keeping the 

sail sheeted in is easy. A parallel stance also creates even pressure 

on both feet. Long runs become effortless and you will experience 

high speed in total comfort. The deck shape and radius provide 

ultimate comfort in every strap option.

 

The scoop rocker line makes the board feel light under your 

feet and ride high on the water to fly over the chop. The double 

concave Vee in the front and mid section of the boards also 

supports the comfortable ride, giving you the feeling that the 

chop does not even exist. Towards the tail we use our trademark 

channel concept combining performance and maneuverability,  

SUMMARY

Incredible early planing freeride boards which offer a unique 

riding sensation as they go so fast, so comfortably. They will never 

get out of control. Feel very crisp and light under foot as well as 

very responsive to foot steering. Fun jibers – for the advanced 

who will enjoy carving jibes, as well as for short board beginners, 

who need a forgiving board.  

SO EXCITINGエキサイティングなセイリングを

テストで勝利を収め、中風から微風でマニューバビリティに優れ、乗り
やすくエキサイティングな走りを楽しめるフリーライドボードです。そ
のパフォーマンスとコントロール性の面でセイラーが安心してセイリ
ングを楽しめます。フリーライドビギナーからスポーツ感覚で乗るラ
イダーまでに好まれます。フィンだけで飛ぶように走り、このカテゴリ
ーでは味わえないような優れたパフォーマンスを享受したいのなら、
エクサイトライドがお勧めです。

このカテゴリーのボードで他社にはないレベルの快適さ、トップスピ
ードまでの加速の良さ、ためらいなくジャイブに入れるようなボード
を目指しました。そして非常にコントロール性に優れ、誰もがスピード
セイリングを楽しめるボードをつくりました。さらにプレーニングの有
無に関わらず、安定性とバランス、乗りやすさに優れたボードに仕上
げました。

シェイプ
ストラップ間のアウトラインはストレート気味で、マニューバのときに
素早い反応をします。ジャイブのときにレイルを入れれば、自動的に
ボードが回り始めます。ターンしながら適度なスピードを保ち、ビギナ
ーや中級者でもプレーニングジャイブできるのです。レイルを更に強
く入れれば、ハイスピードのカービングジャイブも可能です。どんなジ
ャイブをしようとも、エントリーのスピードを保ったままでジャイブか
ら抜け出ます。

またストレート気味なアウトラインによって、身体はボードの中心線
に平行になります。これによって快適にハーネスを引き続けることが
簡単にできます。平行にスタンスを構えると、両足均等に加重できま
す。長い距離を走っても非常に快適にハイスピードでセイリングでき

るのです。デッキシェイプは丸みがあるので、どの位置にストラップを
取り付けても快適度は変わりません。
 
新しくなったスクープロッカーラインにより、ボードは足元で軽快に
走り、チョップを飛ぶように越えるよう水面の高い位置にボードを保
ちます。ボード前部と中央はダブルコンケーブVを採用し、セイリング
中に快適さを保ち、チョップがないかのような乗り心地を実現します。
テイルに向けてトレードマークとなっているチャンネルを取り入れ、パ
フォーマンスとマニューバビリティの完全な両立を実現しました。

まとめ
非常に早くプレーニングに入り、スピードが出るうえ快適にセイリン
グできるので独特な感覚を与えるボードです。コントロール不能にな
ることはありません。スポーティで軽い走りと足による加重からの反
応力の高さが特徴のボードです。カービングジャイブを楽しむ上級者
から乗りやすさを求めるショートボードビギナーまで、あらゆるレベル
のセイラーがジャイブを楽しめます。



X-CITE  &  FUN RIDE 33

Centered foot strap option (blue) for: PLANING INTERMEDIATES or MANEUVER ORIENTED WINDSURFERS
X-CITE RIDE 122, 134, 146, 158 - Full Wood Sandwich and Pro Edition,  Fun Ride 120, 130, 15, 160

Freeride foot strap option (yellow) for: ALL-ROUNDERS, FREERIDERS
X-CITE RIDE 122, 134, 146, 158 - Full Wood Sandwich and Pro Edition,  Fun Ride  120, 130, 15, 160

Rail foot strap option (red) for: ADVANCED and PERFORMANCE ORIENTED WINDSURFERS 
X-CITE RIDE 122, 134, 146, 158 - Full Wood Sandwich and Pro Edition , Fun Ride 120, 130, 15, 160

FOOTSTRAP OPTIONS

フリーライドのフットストラップの位置 (イエロー) オールラウンド、フリーライドセイラー向け
X-CITE RIDE 122, 134, 146, 158 - Full Wood Sandwich and Pro Edition,  Fun Ride  110, 120, 130, 15, 160

レイルフットのフットストラップの位置 (レッド) 上級、パフォーマンス重視のセイラー向け 
X-CITE RIDE 122, 134, 146, 158 - Full Wood Sandwich and Pro Edition , Fun Ride 120, 130, 15, 160

中央のフットストラップの位置 (ブルー) プレーニング中級者やマニューバ重視のセイラー向け
X-CITE RIDE 122, 134, 146, 158 - Full Wood Sandwich and Pro Edition,  Fun Ride 120, 130, 15, 160
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GOLD EDITION
Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
  cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs Power Box Ideal Recomm.

 

JB226SS00GLD069 Super Sport 69 249 / 8’2” 69 / 27.2” 118 t.b.a. Super Sport 42 G10 6.7-8.2 5.5-8.7
JB226SS00GLD074 Super Sport 74 249 / 8’2” 74 / 29.1” 127 t.b.a. Super Sport 46 G10 7.0-8.5 6.0-9.0

 

Technology Gold Edition in ultra light Carbon Textreme Technology featuring the "Race Deck"
Finish Super Limited Gold finish

Board comes with: G10 CNC fin, 4 foot straps, screwdriverボードの付属品：G10　CNC フィン、４× フットストラップ、ねじ回し

工法
仕上げ

ゴールド・エディションはレースデッキ採用のウルトラ・ライト・テクストレムカーボン構造
スーパー限定ゴールド仕上げ

税込価格

¥346,500
¥346,500
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PRO EDITION
Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
  cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs Power Box Ideal Recomm.

JB228SS00PRO062 Super Sport 62 239 / 7’10” 62 / 24.4” 100 t.b.a. SuperSport  34 G10 5.4-6.7 4.7-7.2
JB228SS00PRO065 Super Sport 65 249 / 8’2” 65 / 25.6” 109 t.b.a. SuperSport  38 G10 6.0-7.7 5.2-8.0
JB228SS00PRO069 Super Sport 69 249 / 8’2” 69 / 27.2” 118 t.b.a. SuperSport  42 G10 6.7-8.2 5.5-8.7
JB228SS00PRO074 Super Sport 74 249 / 8’2” 74 / 29.1” 127 t.b.a. SuperSport  46 G10 7.0-8.5 6.0-9.0
JB228SS00PRO079 Super Sport 79 249 / 8’2” 79 / 31.1” 136 t.b.a. SuperSport  50 G10 7.5-9.0 >6.5

Technology Pro Edition in Carbon Technology featuring the "Race Deck"
Finish Super Limited finish

Board comes with: G10 CNC fin, 4 foot strapsボードの付属品：G10　CNC フィン、４× フットストラップ

工法
仕上げ

プロ・エディションはレースデッキ採用のカーボン構造
スーパー限定仕上げ

税込価格

¥279,300
¥279,300
¥279,300
¥279,300
¥279,300
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FULL WOOD SANDWICH
Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
  cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs Power Box Ideal Recomm.

JB230SS00FWS062 Super Sport 62 239 / 7’10” 62 / 24.4” 100 t.b.a. Super Sport  34  5.4-6.7 4.7-7.2
JB230SS00FWS065 Super Sport 65 249 / 8’2” 65 / 25.6” 109 t.b.a. Super Sport  38  6.0-7.7 5.2-8.0
JB230SS00FWS069 Super Sport 69 249 / 8’2” 69 / 27.2” 118 t.b.a. Super Sport  42  6.7-8.2 5.5-8.5
JB230SS00FWS074 Super Sport 74 249 / 8’2” 74 / 29.1” 127 t.b.a. Super Sport  46  7.0-8.5 6.0-9.0
JB230SS00FWS079 Super Sport 79 249 / 8’2” 79 / 31.1” 136 t.b.a. Super Sport  50  7.5-9.0 >6.5

Technology Full Wood Sandwich Technology featuring the "Race Deck"

Finish Limited finish

Board comes with: molded fin, 4 foot strapsボードの付属品：モールドフィン、４× フットストラップ

工法
仕上げ

レースデッキ採用のフルウッドサンドイッチ構造
限定仕上げ

税込価格

¥241,500
¥241,500
¥241,500
¥241,500
¥241,500



Antoine Albeau, F 192

SUPER SPORT

62   65   69   74   79 39

Ph
ot

o:
 T

ho
rs

te
n 

In
dr

a

Those sporty freeride boards combine the performance of slalom 

boards with the comfort of the X-Cite Rides. Many are surprised 

that it is actually possible to go so fast over water with such 

comfort.

SHAPE

They dominate pretty much all international magazine tests 

especially in the performance area. Due to some fine tuning 

those super fast free ride boards now also have the edge in easy 

sailing and jibing.

What we learned from the slalom board development helped us 

achieve those objectives. The key to high speed runs is a relaxed 

stance on the board. The pressure on both feet has to be even. 

This guarantees that the board stays locked down and you can 

concentrate on keeping your rig in position.

The slightly wider tail results in a straighter outline curve which 

places the body into a more parallel position to the center line of 

the board. This guarantees the rider even pressure on both feet, 

staying locked in both straps. Sheeting in becomes easy.

 

Our race team also had input in the development of the deck on 

the Super Sport range.  The Race Deck has a raised area under 

your front foot that helps you stay connected. Even if you use 

the further inboard strap option, the Race Deck will assist you in 

achieving a comfortable sailing position and to stay connected 

to the board at all times. 

On the bottom we’re using a double concave Vee flowing into a 

flat Vee towards the tail. The concave contributes to the smooth 

ride, gliding over the chop as the board swallows it up. The result 

is a very smooth ride at unbelievably high speed.

The tail Cut-Outs are designed to control the lift wider tails 

generate. The Cut-Out size differs depending on the board size. 

On the bigger boards we use bigger ones to loosen the boards 

up and allow them to go faster. On the smaller sizes the Cut-

Outs are proportionately smaller to secure a longer rail line to 

guarantee max control for high speed runs.

SUMMARY

If you are a slightly advanced, sporty rider and enjoy going really 

fast but still want a certain amount of comfort the Super Sports 

are perfect for you. They also offer great carving jibe abilities, an 

aggressive, electric feeling and lots of top end control.    

FAST NOT FURIOUS恐怖を感じないスピード感

スラロームのパフォーマンスとエキサイトライドの快適さを組み合わ
せたようなスポーツテイストが強いフリーライドボードです。乗った誰
もがとても快適なのに非常にスピードを出して速くセイリングできる
ことに驚きます。

シェイプ
このボードは特にパフォーマンスの面において、国際的に多くの雑誌
で絶賛されています。多くの調整を重ねてきたことによって、これほど
までスピードが出るフリーライドボードは今まで以上に快適にセイリ
ングやジャイブできる性能を持ちました。

スラロームボードの開発で学んだことがこの目標を達成させることに
つながっています。ハイスピードでセイリングすることのカギはボード
の上にリラックスして立つことでした。両足均等に加重することです。
これによってボードはしっかりとロックされたように安定し、セイラー
はリグの位置に集中することができるようになります。

テイルを若干ワイドにし、アウトラインをやや直線的にしたので、ボデ
ィはボードの中心線と平行に近い形になりました。これによってセイ
ラーはストラップに入れた両足に均等に力を入れてスタンスを固定
できます。ハーネスを引き込むことも簡単です。
 
チームライダーもスーパースポーツのデッキの開発に参加していま
す。レースデッキは前足の下の部分に高さを持たせることで、足とボー
ドの密着度を高めます。内側のストラップを使ったとしても、レースデ
ッキは快適なセイリングポジションを保つことに役立ち、絶えずボー
ドを足を密着させます。

ボトムにはダブルコンケーブを採用し、テイルに向けてVからフラット
Vへと流れるようなシェイプです。コンケーブがスムーズなライディン
グとチョップを飲み込むように走り抜けるために役立ちます。そのた
め信じられないハイスピードでのスムーズなライディングが可能にな
ります。

テイルのカットアウトが、ワイドになったテイルのリフトを調整します。
カットアウトの大きさはボードサイズによって異なります。大きなボー
ドではボードにルーズさを与え、スピードアップを計るためにカットア
ウトも大きくします。小さいボードではカットアウトを小さくし、レイル
ラインを長く保ち、ハイスピードのターンでもコントロール性を高めて
います。

まとめ
上級者レベルでスッポーティな走りが好きで、快適に走りながらもス
ピードセイリングを楽しみたいのならば、スーパースポーツが完璧に
マッチします。カービングジャイブの性能とアグレッシブで電撃的な
感覚の走りを得ながら最高のコントロール性を提供できるからです。
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GOLD EDITION
Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
  cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs Deep Tuttle Box Ideal Recomm.

 
JB232SLW0GLD090 Super Lightwind 90 V154 237 / 7’9” 90 / 35.4” 154 t.b.a. Super Lightwind 56 >7.5 >7.0
            

Technology Gold Edition in ultra light Textreme Technology featuring the "Race Deck" and Carbon Mast box
Finish Super Limited Gold finish

Board comes with: high-performance carbon fin, 4 foot straps, screwdriverボードの付属品：ハイパフォーマンスカーボンフィン、４× フットストラップ、ねじ回し

工法
仕上げ

ゴールド・エディションはレースデッキとカーボン増すとボックス採用のウルトラ・ライト・テクストレムカーボン構造
スーパー限定ゴールド仕上げ

税込価格

　
¥357,000
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PRO EDITION
Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
      = New Shape cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs Deep Tuttle Box Ideal Recomm.

 
JB234SLW0PRO090 Super Lightwind 90 V154 237 / 7’9” 90 / 35.4” 154 t.b.a. Super Lightwind 56 >7.5 >7.0
JB234SLW0PRO092 Super Lightwind 92 V165 250 / 8’2” 92 / 36.2” 165 t.b.a. Super Lightwind 56 >7.5 >7.0
 

Technology Pro Edition in Wood Carbon Technology featuring the "Race Deck"
Finish Super Limited finish

Board comes with: high-performance carbon fin, 4 foot strapsボードの付属品：ハイパフォ−マンスカーボンフィン、４× フットストラップ

工法
仕上げ

プロ・エディションはレースデッキ採用のウッドカーボン構造
スーパー限定仕上げ

税込価格

¥286,650
¥286,650
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FULL WOOD SANDWICH
Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
      = New Shape cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs Deep Tuttle Box Ideal Recomm.

 
JB236SLW0FWS092 Super Lightwind 92 V165 250 / 8’2” 92 / 36.2” 165 t.b.a. Super Lightwind 56 >7.5 >7.0
 

Technology Full Wood Sandwich Technology featuring the "Race Deck"
Finish Limited finish

Board comes with: high-performance carbon fin, 4 foot strapsボードの付属品：ハイパフォーマンスカーボンフィン、４× フットストラップ

工法
仕上げ

レースデッキ採用のフルウッドサンドイッチ構造
限定仕上げ

税込価格

¥246,750
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Micah Buzianis, USA 34

Planing is what makes windsurfing so fascinating. We all have 

been sitting on the beach thinking – there is wind but it’s just not 

enough to get planing? Here is the solution.

The Super Lightwinds start planing as early as Formula boards 

- when there are no white caps in sight.  Contrary to Formula 

boards it is much easier to get in and out the straps. Jibing the 

Super Lightwinds is also a pleasure compared to any Formula 

board.

The SLW 90 got really good magazine reviews. We now added 

the new 92 which is not just 2cm wider but also 16cm longer and 

has 11 Liter more. Due to those measurements and the fact that 

the 92 comes with additional further inboard footstrap plugs this 

board works also great for less advanced riders as it gets planing 

super early even with a passive sailing style. Sheet in and go. The 

90 is basically a bigger brother of the sporty Super Sport boards 

while the 92 is the bigger sibling of the comfortable, but still 

performance oriented X-Cite Ride. Both are made to have fun in 

really light winds.

SHAPE

To get the boards easily planing without the special technique 

of Formula sailors we made them substantially longer than 

Formula boards. This also makes the boards more stable in non-

planing conditions.

The scoop rocker lines come from our big Slalom boards since 

they are also developed for high speed runs. As they are not 

quite as wide as a formula board (100 cm) we managed to 

achieve big handling advantages. 

The rail shape in combination with the Race Deck allows the 

rider a very comfortable sailing stance. The strap positions come 

from the Super Sport (SLW90) respectively from the X-Cite Ride 

(SLW 92) boards. 

They jibe easy and stay on the plane through the turn. We 

achieved this rather unusual characteristic for such wide boards 

by using a new Vee flow concept. More V in the mid section of 

the board where it is wide makes it easier to rail up the board 

and initiate the turn.

Towards the tail we reduced the Vee to guarantee maximum 

control on high speed runs. We also used big Tail Cut-Outs for 

better release and a looser feel of the boards. The board shapes 

in combination with the newly developed 56cm molded Carbon 

fin make them real pleasure boards for reaching. 

SUMMARY

They will get you planing in minimal winds and deliver an 

unknown combination of totally relaxed blasting and an electric 

sensation of speed. Those sitting on the beach will be jelous.  

Most heard comment about them: "I never thought you could 

have so much fun in so little wind".

BE THE FIRST ONE TO PLANE最初にプレーニングするもの

プレーニングはウインドサーフィンを素晴らしいものにしています。私
たちは皆、ビーチに座ってこの風でプレーニングするかどうかと考え
ます。そしてその解決方法があります。

スーパーライトウインドはフォーミュラーボードと同じくらい早くプレ
ーニングし始めます。白波が見えないコンディションでも、です。フォー
ミュラーボードに比べるとストラップに足を入れやすく、また出しやす
いボードです。スーパーライトウインドはフォーミュラーボードに比べ
るとジャイブも楽しめます。

SLW90は雑誌でも好評です。今回それより２cmワイドで16cm長
く、11Lボリュームが多い92というボードを出しました。スペックを変
えたことにより、このボードではフットストラップ取付位置をボードの
内側につけることができるようになり、経験が多くないセイラーでも
非常に早くプレーニングに入ることができるようになりました。セイル
を引き込めばプレーニングします。90はスーパースポーツを大きくし
たようなボードですが、92は快適にセイリングできるエキサイトライ
ドのパフォーマンスを備えているようなボードです。

シェイプ
フォーミュラーセイラーのもつ特別なテクニックなしでも簡単にプレ
ーニングするボードを作るため、このボードはフォーミュラーよりボー
ド長を長くしています。これによってプレーニングしないコンディショ
ンでも安定性が高められています。

スクープロッカーラインは、スピードが出るスラロームボードから取り
入れています。フォオーミュラーボード(幅100 cm)よりボード幅がな

いのでハンドリングの面で利点があります。

レイルシェイプはレースデッキを取り入れ、とても快適にセイリング
できるスタンスをもたらします。ストラップの位置はスーパースポーツ
(SLW90)から取り入れ、エキサイトライド(SLW 92)を参考にしてい
ます。

ターンの最中ずっとプレーニングし続け、簡単にジャイブできます。こ
ういったワイドなボードに珍しいこの特徴は、新しいVのコンセプトに
よって生まれました。ボードの中央部分に多くのVを入れ、ターンに入
るときにボードのレイルを使いやすくしたのです。

テイルに向けてVは少なくなり、ハイスピードでのコントロール性をア
ップするようにしました。また大きなテイルカットアウトを採用し、ボー
ドの水切れの良さとルーズな乗り心地を実現しました。ボードのシェ
イプは新しく開発した56cmモールドカーボンフィンと組み合わせて
使うことで、ボードの本当の良さを楽しめます。

まとめ
最も弱い風でプレーニングし、リラックスしながら電撃的なスピード
で疾走します。ビーチに座っている誰もがうらやましく思うボードで
す。このボードに乗った多くの人のコメントです“こんなに弱い風でこ
れほど楽しめたことはなかった”と。
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YOUNG GUN

56

EPOXY SANDWICH
Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
      = New Shape cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs US / Power Box Ideal Recomm.

JB244YG00ES0055 Young Gun Quad 207 / 6’9” 50 / 19.7” 55 t.b.a. 2 TwinserW. 12 + SF 10* 3.2-4.7 <5.0

JB244YG00ES0070 Young Gun Freestyle 224 / 7’4” 56,5 / 22.2” 70 t.b.a. Freestyle 20 (PB) 3.2-4.9 <5.4

JB244YG00ES0085 Young Gun 85 235 / 7’9” 57 / 22.4” 85 t.b.a. Wave 23 (US) 3.2-5.4 <5.8

JB244YG00ES0115 Young Gun 115 240 / 7’10” 70 / 27.6” 115 t.b.a. FSW 29 & Ride 34 (PB) 0.8-5.8 <7.5

Tech&Finish Epoxy Sandwich Technology with normal finish (Young Gun 115 has a full EVA deck)

All come with:  1molded fin, 4 foot straps (YG Freestyle & Quad come with 3 straps)
 YG Quad comes with 2 G10 Twinser Wave fins (US), 2 molded Side Fins (MT) and 2 covers for Mini Tuttle boxes
 YG115 comes with a second (center) fin, 1 carrying handle, 1 Powerbox finbase

Also check out the SUP information where you can find the YOUNG GUN WINDSURF SUP

ボードの付属品：モールドフィン、４× フットストラップ ( フリースタイルとクアッドは３× ストラップ）
　　　　　　　　YG クアッドは２×G10 ツインザーウェイブフィン（US）、２× モールドサイドフィン（MT）、２× ミニタトルボックス用カバー

工法 / 仕上げ ノーマル仕上げのエポキシ・サンドイッチ構造（ヤングガン 115 はフル EVA デッキ）

税込価格

¥225,750
¥162,750
¥162,750
¥162,750
¥162,750

YG115 は２番目のフィン（センターフィン）、キャリーハンドル、パワーボックス・フィンベース

ヤングガン・ウインドサーフィン SUP もありますので、SUP の情報もご覧ください。
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Developed for the new generation with all their special needs 

in mind. Like reduced stance width and the distance between 

footstrap plugs, multiple footstrap options for youngsters of all 

sizes and sailing levels. 

All Young Gun boards work for youngsters up to 50 kilo.

YOUNG GUN 115

Made for beginners and the young guns who want to learn all 

the tricks.

- Have fun from the very first minute

- Very easy to tack and jibe

- Grows together with the youngster using it

- Very stable so every youngster will be able to sail back and 

forth within 2 days.

85

The All-In-One board for the advanced youngsters. As soon as 

they have grown out of the Young Gun 115 they are ready for 

the 85. A small version of the Freestyle Wave boards that works 

for freeride, freestyle and waves.

FREESTYLE

A smaller version of the JP Freestyle boards.  Radical and still 

easy and forgiving. They also come with the all new freestyle 

deck shape for super radical carving moves and unbelievable 

pop for sick air moves. 

QUAD

A 55 liter version of Kauli's and Werner’s latest development. 

Tested and approved by Cody Young (best surfer in his age group 

on Maui). Radical and at the same time easy to handle.  A wave 

board which works from Maui to South Africa and anywhere in 

between. For wave riding young guns and small and light women.

YOUNG GUNヤングガン

若いセイラーの特別なニーズに応えて開発されました。スタンスの幅
を狭くしたり。フットストラップのネジ穴の距離を縮じめたり、身体の
サイズが変わってくるうえ、セイリングレベルも変化するキッズのため
にマルチ・フットストラップ・オプションにするなど、工夫しました。

すべてのヤングガンは50キロまでの若者向けです。

YOUNG GUN 115
このボードは特にパフォーマンスの面において、国際的に多くの雑誌
フルEVAデッキとキャリーハンドル付きエポキシ・サンドイッチ構造

あらゆるトリックを学びたいビギナーのヤングガンのためにデザイン
しました：
- 最初の数分から楽しめる
- タックとジャイブがしやすい
- キッズの成長に合わせて仕様を変えて乗り続けられるボード
- とても安定しているので、どんなキッズも最初の２日間で行って帰っ
  てこられるように。

QUAD
カウリとワーナーが開発したばかりのモデルの55L版です。コディ・ヤ
ング（マウイで最も上手な対象年齢セイラー）がテストしました。ラデ
ィカルですが、同時に乗りやすいボードです。マウイから南アフリカな
どのあらゆるコンディションで性能を発揮します。ウェイブライディン
グに取り組むヤングガンや体格が小さく軽量な女性に向きます。

FREESTYLE

JPフリースタイルボードの小さなバージョンです。ラディカルでありな
がら乗りやすく、扱いやすいボードです。新しいフリースタイル・デッキ
シェイプを備え、ラディカルなカービング系ムーブも、信じられないキ
ックジャンプからのエアー系ムーブも簡単にメイクできます。

85
上級キッズ向けのオールラウンドボードです。ヤングガン115を卒業
したら85に乗れるレベルです。フリースタイルウェイブをサイズダウン
したボードで、フリーライド、フリースタイル、ウエイブボードとして使
えます。



YOUNG GUN 115

YOUNG GUN 11558

SET-UP  A

The set-up for the very first hours and days.
The bigger fin in front and the smaller fin in the rear make the board 
very stable and still easy to turn for the first tacks and jibes. 
There are no straps on the board yet.

SET-UP  B

After the first few days the Youngsters want to experience real windsurfing 
– planing. 
The smaller fin in the front still gives some stability while the bigger fin in the 
rear gets the board planing early and easy. 
It is now also time to get into the straps.

SET-UP  C

Soon, stability is not such an issue anymore. 
Now it is time to fill the front powerbox with the power base 
and put the bigger fin in the rear.  

When the Youngster is used to this fin set-up he can consider 
moving to strap set-up C (straps further back, single strap in 
the rear and the two front straps closer together).

SET-UP  D

The real Young Guns will consider first freestyle moves shortly after they 
reached level or set-up C. 
When they are ready for that it is time to put the smaller fin into the rear 
powerbox – to get better maneuverability. 

It is now the Youngster’s choice, if she or he wants to leave the straps in the 
more freestyle oriented strap set-up C or if they go for the performance 
oriented strap set-up D (double rear strap, front strap closer to the rail).

The strap set up D obviously can also be used with the bigger fin in the rear 
(fin set up C), when focusing on planing.

初めてウインドサーフィンに挑戦するときのセットアップです。
大きなフィンを前に小さいフィンを後ろにつけることで、ボードが非常に安定し、初めてのタ
ックやジャイブでも簡単にボードが回ります。
フットストラップはつけません。

何回かトライした後でキッズたちはウインドサーフィンの醍醐味であるプレーニングを体験したが
るようになります。
小さなフィンを前につけ安定性を保ちながら、大きなフィンを後ろにつけてプレーニング力を高め
ます。
このセットアップでストラップを取り付けます。

セットアップ  C

安定性が高くなくても乗れるようになったら、パワーベースをフロントパワーボッ
クスに挿入し、大きなフィンを後ろにつけます。
このセットアップに慣れた頃にストラップのセットアップをCに変更（ストラップを
一番後ろに、後ろストラップは１つ、前ストラップは内側に２つ）

セットアップ  D

キッズたちはセットアップCに慣れたり、そのレベルに達するとじきにフリースタイルのムー
ブを始めたくなります。
そのときにはマニューバビリティを高めるよう、小さいフィンを後ろパワーボックスにつけます。
またフリースタイル指向のキッズにはストラップのセットアップをCに、パフォーマンス指向のキ
ッズにはストラップのセットアップをD（後ろストラップ２つ、前ストラップをレイルに近い位置へ）
に移動します。
ストラップのセットアップはプレーニング力を高める大きなフィンとも組み合わせられます（フィンの
セットアップC）。

セットアップ  A

セットアップ  B
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FUNRIDE

60

EPOXY SANDWICH
Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
  cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs Power Box Ideal Recomm.

JB248FUR0ES0120 Fun Ride 120 254 / 8’4” 69.0 / 27.2” 120 t.b.a. Freeride 38 5.5-8.0 5.2-8.5

JB248FUR0ES0130 Fun Ride 130 255 / 8’4” 72.0 / 28.3” 130 t.b.a. Freeride 44 6.0-8.5 5.5-9.5

JB248FUR0ES0145 Fun Ride 145 258 / 8’6” 76.0 / 29.9” 145 t.b.a. Freeride 48 6.4-9.5 6.0-10.0

JB248FUR0ES0160 Fun Ride 160 259 / 8’6” 79.5 / 31.3” 160 t.b.a. Freeride 52 >7.0 >6.4

Technology Epoxy Sandwich Technology
Finish Normal finish

Board comes with: molded fin, 4 foot strapsボードの付属品：モールドフィン、４× フットストラップ

工法
仕上げ

エポキシ・サンドイッチ構造
ノーマル仕上げ

税込価格

¥175,350
¥175,350
¥175,350
¥175,350



61

FUNRIDE

EPOXY SANDWICH & EVA DECK
Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
  cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs Power Box Ideal Recomm.

 

JB250FUR0ESE130 Fun Ride 130 255 / 8’4” 72,0 / 28.3” 130 t.b.a. Freeride 44 6.0-8.5 5.5-9.5

JB250FUR0ESE145 Fun Ride 145 258 / 8’6” 76,0 / 29.9” 145 t.b.a. Freeride 48 6.4-9.5 6.0-10

Technology Epoxy Sandwich Technology with full EVA deck
Finish Normal finish

Board comes with: molded fin, 4 foot strapsボードの付属品：モールドフィン、４× フットストラップ

工法
仕上げ

フル EVA デッキ採用エポキシ・サンドイッチ構造
ノーマル仕上げ

税込価格

¥183,750
¥183,750
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FUNRIDE

Super easy going freeride boards based on the X-Cite Ride shape 

concept with additional control and super easy jibing. 

Their name describes them well - no other boards are so easy to 

control. They never ever get out of control even in overpowered 

conditions.

Perfect, easy jibing boards which stay on a plane through any 

jibe. They work great for fast carving jibes as well as for basic 

beginner jibes. 

They accelerate very early and when up to speed they are 

effortless to sail and reach very good speed requiring minimal 

input from the rider. 

SHAPE

Not too short as length makes the boards very forgiving.

A Scoop Rocker line shaped for a loose feel and a super 

comfortable ride, even in rough and choppy conditions. Short 

wetted surface for high speed gives the impression of riding a 

much smaller board.

Constant volume distribution gets the board planing without an 

active sailing style. The Fun Rides can be used with a huge range 

of different sail sizes.

Many strap positions offer the ideal trim for pleasant and relaxed 

sailing suited for short board beginners through to advanced 

riders. 

Comfortably domed deck for a relaxed stance. That special 

deck shape makes them work really well also in a 3 strap setup. 

More performance orientated shapes do not offer this.  Further 

outboard strap position (for the 4 strap setup) and ergonomic 

rails to transfer the sail power into speed.

The pintail combined with thin rails provide great maneuverability. 

They turn easily and carve a steady and reliable arc.

SUMMARY

FUN boards made for short board beginners and advanced 

freeriders who look for boards which demand very little input 

and offer great fun. They almost sail themselves. They plane 

early and easily reach top speed but always stay comfortable 

even in really choppy conditions. They never, ever get out of 

control. The best Easy Jibers.

IT DOESN'T GET EASIER最も簡単にウインドサーフィンできるボード

エキサイトライドのコンセプトとシェイプにコントロール性とジャイブ
性能を加えた非常に乗りやすいフリーライドボードです。

まさに名前の示す通り、他のボードにはないほど簡単でコントロール
しやすく、たとえオーバーセイルになってもコントロール性を損なうこ
とはありません。

ジャイブ中もプレーニングし続けるジャイブ性能が高いボードです。
スピードのあるカービングジャイブでもベーシックなビギナージャイ
ブでも、メイク率が高まります。

非常に早く加速し、スピードアップしても乗りやすいので、セイラーが
苦労することなくトップスピードに到達します。

シェイプ
短すぎないボード長なので、とても乗りやすいデザインです。

スクープロッカーラインによって、荒れた海面でもルーズな走り心地
と快適なセイリングを供給します。ハイスピード走行時は接水面が小
さいので、セイラーにはサイズの小さなボードに乗っているような感
覚を与えます。

全体にボリュームを分散させ、パンピングなどしなくてもプレーニン
グに入ります。ファンライドは異なるサイズのさまざまなセイルと組み
合わせて使えます。

ストラップ取り付け位置を多く用意したので、楽しくリラックスしたセ

イリングを望むビギナーから上級セイラーまでが満足できる仕様の
ボードです。

リラックスしたスタンスで乗れるドーム型のデッキです。この特別なデ
ッキシェイプはストラップを３つ搭載したときにも快適に乗れるデザ
インです。パフォーマンス重視のシェイプの場合は同じような効果は
ありません。外側寄りのストラップにすれば（４ストラップでセッティン
グ）レイルを使って簡単にセイルパワーをスピードへと変換できます。

ピンテイルと薄いレイルを組み合わせると、マニューバビリティが高ま
ります。簡単にターンし、しっかりとした弧のカービングを描きます。

まとめ
ファンライドはショートボードビギナーから中級セイラーまで、コスト
をかけずにウインドサーフィンの楽しみを享受したいセイラーにお勧
めです。ボード自体が良く走ります。すぐにプレーニングし、トップスピ
ードに簡単に達するのですが、チョッピーなコンディションでも快適
なままです。コントロールできないことはありません。ジャイブ性能の
高さも際立っています。
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FUNSTER

64

Code Board Length Width Vol. W.(+/- 6%) Fin Sail
  cm / ft. cm / inch Liters kg / lbs Power Box Ideal Recomm.

JB252FUN0ASA130 Funster 130 ASA 255 / 8’4” 72 / 28.3” 130 t.b.a. Ride 34 4.5-9.0 >1.0

JB252FUN0ASA145 Funster 145 ASA 258 / 8’6” 75 / 29.5” 145 t.b.a. Ride 34 4.5-9.0 >1.0

JB252FUN0ASA160 Funster 160 ASA 258 / 8’6” 80 / 31.5” 160 t.b.a. Ride 34 4.5-9.0 >1.0

JB252FUN0ASA180 Funster 180 ASA 258 / 8’6” 91 / 35.8” 180 t.b.a. Ride 34 4.5-10 >1.0

JB252FUN0ASA205 Funster 205 ASA 260 / 8’6” 101 / 39.8” 205 t.b.a. Ride 34 4.5-10 >1.0

Tech&Finish ASA bottom and full EVA deck, nose protector and carrying handle, daggerboard system

Board comes with: fin, daggerboard, 4 foot straps, nose protector & a carrying handle

ASA TECHNOLOGY

ボードの付属品：フィン、ダガーボード、４× フットストラップ、ノーズプロテクター、キャリーハンドル

工法／仕上げ フル EVA デッキ、ノーズプロテクター、キャリーハンドル、ダガーボードシステム付き ASA ボトム

税込価格

¥169,050
¥169,050
¥169,050
¥169,050
¥169,050
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The Funsters combine the performance of a freerider with the 

easy handling of a beginner board. They are excellent beginner 

and family boards. Advanced riders will also have fun on them.

All the Funsters have comfortable EVA decks and many footstrap 

plug options.  This allows you to slowly move from an easy cruising 

setup, to a blasting stance out on the board’s rail. They all come 

with indestructible, detachable glasfiber nose protectors.

The 205 and 180 are perfect beginner boards. Within only a few 

hours everybody will be sailing back and forth, and will quickly 

reach the thrill of planing.

The 130, 145 and 160 have a wide range of use: From beginner 

boards for kids and light-weights to sporty cruisers for more 

advanced riders.

SHAPE 

- Short and wide, not just in the middle but also in the nose and 

tail, along with an even volume distribution makes them stable 

along the length and width axis.  This gives the rider confidence 

and helps to improve quickly.

- Flat bottom curve gives a long water line for good non-planing 

speed and upwind performance.

- Simple and proven dagger board system for stability and easy 

going upwind.

- The mast track is centered and very close to the dagger board, 

making the board react quickly to rig and foot steering.

SUMMARY

- For beginners to advanced freeriders

- Fun from the moment you step on

- Planing in very light winds 

- So easy

- Very stable

- Easy tracking in non-planing conditions

- Effortless rig and foot steering

- Easy to learn footstrap technique

- Perfect to experience the real fun in windsurfing -planing- as 

fast as possible

- Great family boards

FUN RIGHT FROM THE START楽しく正しく学ぶために

ファンスターはフリーライドのパフォーマンスとビギナーボードの取
り扱いやすさを備えたボードです。ビギナー向け、あるいはファミリー
で楽しむボードとして最適です。上級者も楽しくセイリングできます。

すべてのファンスターには快適なEVAデッキといろいろな位置にスト
ラップを取り付けられるようネジ穴が備わっています。これによって楽
にクルージングするセットアップからボードのレイルに足をかけてス
ピードをつけて走るスタンスまで１本のボードで対応できます。また
取外しできる壊れにくいグラスファイバー製のノーズプロテクターが
ついています。

205と180は完璧なビギナー向けボードです。数時間練習するだけ
で誰でも行って帰って来られますし、時間をかけずにプレーニングの
醍醐味を味わうことができます。

130と145、160は使用範囲が広いボードです。キッズや軽量セイラ
ーのビギナーボードとして、上級セイラーのクルージング用としても
楽しめます。

シェイプ
ショート＆ワイドですが、ボリュームは中央だけにあるのではなく、ノ
ーズからテイルまで均等に配分されています。そのためボード長や幅
の割に安定性に優れ、セイラーが安心して練習に取り組めるので上
達が早くなります。

- フラットなボトムカーブによって水線長を長く取り、プレーニングし
ないときでもスピードを保ち、アップウインド性能を高めています。

- シンプルでその性能を実証されているダガーボードを搭載している
ので、簡単に風上へ上れます。

- マストトラックは中央寄りのダガーボードに近い位置にあるので、ボ
ードはリグや足での加重に素早く反応します。

まとめ
- ビギナーから上級フリーライドセイラーまで
- 乗ったその瞬間から楽しめる
- 非常に弱い風でプレーニング
- 乗りやすい
- 安定性が高い
- プレーニングしないコンディションでもタックしやすい
- リグや足での加重で簡単に操作できる
- フットストラップワークを体得しやすい
- ウインドサーフィンの楽しみ『プレーニング』を短時間で体験できる
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FOOTSTRAP OPTIONS - FUNSTER 180, 205

FOOTSTRAP OPTIONS - FUNSTER 130, 145, 160

All-round freeride option for less expericenced 
riders or those focusing on maneuvers.

Performance freeride option.

All-round freeride option.Option for total beginners to foot strap use.

Option for advanced beginners.

Option for advanced beginners with 
first experiences in sailing with straps.

フットストラップ取付け位置のオプション

経験を積んだレベルのビギナー

フットストラップビギナー向け 経験を積んで来たビギナー
初めてストラップワークに挑戦するセイラー

オールラウンドなフリーライドに適した位置

経験の少ないセイラーかマニューバビリティを重視する
オールラウンドのフリーライド向け

パフォーマンス重視のフリーライド向け


