
プロライン
PROLINE

ブームやジョイントといったハードギアからパーツ、アクセサリ類
まで、ウインドサーフィンに欠かせないウインドギアを提供し続け
るプロライン。長きにわたる経験と実績で多くのユーザーからの信
頼を得ている。

PROLINE-1

モデル 税込価格
ピンロックシステム旧タイプ用(ダブル) ¥1,260
ピンロックシステム旧タイプ用(シングル) ¥1,260
ピンロックシステムアルミタイプ用(ダブル) ¥1,260
カーボン用ブームジョーアウトプーリータイプ ¥21,000

① アップホールライン 4ノットタイプ ¥1,995
② アップホールライン コメット ¥2,940
③ マストサポートRDM用 ¥1,575

モデル 価格（税込）
ジョイントカップ ¥3,675

① ピンカップコンバージョンキッド ¥2,100
RDMジョイントストッパーリング ¥1,260
ノーマルジョイントストッパーリング ¥1,260
旧ノーマルジョイントストッパーリング ¥1,260
テンドンウレタンラバー (旧モデル用) ¥1,575

② テンドンウレタンラバー ('08-'09モデル用) ¥1,575
ウレタンラバー用ボルト/ナット (旧モデル用/2個1セット) ¥525
ウレタンラバー用ボルト/ナット ('08-'09用/2個1セット) ¥525
ゴールドスロットルナット8mm ¥157
ギザワッシャー(¥150/1個 x 10個単位) ¥1,570

③ ダウンテンショナー ユーロタイプ ¥7,140
④ ダウンテンショナー カップタイプ ¥7,140
⑤ マストツールプロテクター ¥1,575
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株式会社ウインドサーフィンジャパン
〒240-0012　神奈川県横浜市保土ヶ谷区月見台49-8
TEL:045-336-9279　Fax:045-336-9230
http://www.windsurfing-japan.com
E-mail : info@windsurfing-japan.com

ACCESSORIES
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BOARD CASE

しっかりとした作りで、人気のPLJボードケース。
テクミラーシリーズに加え、クオリティーはそのままにリーズナブルなスタンダードボードケース
が新発売!!

モデル サイズ 税込価格
STDボードケース 235 245x50x70x50 ¥9,975
STDボードケース 245 255x50x70x50 ¥9,975
STDボードケース 255 265x50x70x50 ¥9,975

STD BOARD CASE

※サイズは全長×ノーズ幅(ノーズから30cm)×最大幅×テイル幅(テイルから
30cm)の外寸を表記しています。

モデル サイズ 税込価格
SDTボードケース 240マニトウ 256x57x74x58 ¥13,340
SDTボードケース 250マニトウ 263x57x74x58 ¥14,490
SDTボードケース 260マニトウ 273x57x74x58 ¥15,540

STD MANITOU BOARD CASE

※サイズは全長×最大幅×テイル幅(テイルから30cm)の外寸を表記しています。

モデル サイズ 税込価格
マニトーボードケース240 245x70x50 ¥21,840
マニトーボードケース250 255x70x50 ¥21,840
マニトーボードケース260 265x70x50 ¥21,840

MANITOU BOARD CASE

■シルバーテクミラー/8mmフォーム
※サイズは全長×最大幅×テイル幅(テイルから30cm)の内寸を表記しています。

モデル サイズ 税込価格
マニトーワイドボードケース240 245x80x60 ¥22,890
マニトーワイドボードケース250 255x80x63 ¥22,890
マニトーワイドボードケース260 265x80x63 ¥22,890
マニトーワイドボードケース260 275x80x63 ¥22,890

MANITOU WIDE BOARD CASE

■シルバーテクミラー/8mmフォーム
※サイズは全長×最大幅×テイル幅(テイルから30cm)の内寸を表記しています。

モデル サイズ 税込価格
ボードカバー235 240x54x40 ¥16,590
ボードカバー245 250x57x40 ¥16,590
ボードカバー255 260x59x40 ¥16,590
ボードカバー265 270x60x43 ¥16,590
ボードカバー275 280x62x43 ¥16,590

BOARDCOVER

■マチ無し ■シルバーテクミラー/6mmフォーム
※サイズは全長×最大幅×テイル幅(テイルから30cm)の内寸を表記しています。

WATER SPORTS VEST

セイリングジャケットとしても
使用できるフィット感も抜群の
ウオータスポーツベスト。
ビギナーはもちろんハードコア
なWSFを行うウェイバーやフ
リースタイラーにもお勧め。
◆サイズ／XS,S,M,L
◆カラー／ブラック
◆価格（税込）¥14,490
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PROLINE-2

プロライン
PROLINE

ACCESSORIES

モデル カラー 税込価格
エクセルレーシング 4mm（1m単位） ※ ¥368
エクセルレーシング 4mm（100m 1巻） ※ ¥36,750
※ライム、パープル、ブルー、ホワイト、レッド、ブラック

EXCEL RACING

モデル カラー 税込価格
エクセルプロ 4mm（1m単位） ※ ¥158
エクセルプロ 4mm（100m 1巻） ※ ¥15,750
※ライム、パープル、ブルー、ホワイト、レッド、ブラック

EXCEL PRO

モデル カラー 税込価格
フォームライン 3.8mm（1m単位） ホワイト ¥420
フォームライン 3.8mm（100m1巻） ホワイト ¥42,000

FORM LINE

SAIL

SCHOOL SAIL
エントリーユーザーやリゾートセイリングのためのスクールセイル。
軽量でありながら、頑丈なので存分にセイルアップなどの練習ができる。

モデル ラフ×ブーム 税込価格
スクールセイル Fun 2.5m2 245x80x60 ¥22,890
スクールセイル Fun 3.2m2 255x80x63 ¥22,890
スクールセイル Fun 4.0m2 265x80x63 ¥22,890
スクールセイル Fun 4.9m2 275x80x63 ¥22,890

ACCESSORIES

INFLATABLE SLED
INFLATABLE（インフレータブル）とは、“空気注入式の”、SLED（スレッド）とは、
“そり”という意味。
海軍が採用しているゴムボート用の強力な素材を、インフレータブルレスキューに使用
した、軽量かつコンパクトなスレッドが日本に上陸

約10kgと非常に軽量の為、ジェットのパーフォマンスを損なうことがありません。
又、インフレータブルの為、ある程度クッション性があり、救助者にも安全です。しかも、
従来のスレッドと比べ、浮力があるため、安全に救助者を運べます。
そして最大の特徴は、使用しないときには、小さくたため、付属のバッグに入れて収
納できるということです。
◆セット内容／レスキュー本体、ダブルアクションポンプ、エアープレシャーゲージ、
キャリーバッグ 、リペアーキット
◆税込価格／¥126,000-

ダブルアクション
ポンプ

エアープレシャー
ゲージ

リペアーキット

キャリーバッグ 
レスキュー本体のほかポンプなどすべ
てまとめて収納できます。

※セイルカラーを
指定することはで
きません。


