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HARNESS

WAIST HARNESS/CROSS IMPACT

モデル サイズ カラー 価格（税込）
スプレッダーバーセット

ウエストハーネス
RIP S, M, L 全１1色 ¥22,050
BA-TSU S, M, L 全１1色 ¥22,050
CROSS IMPACT S, M, L 全１1色 ¥22,050
CURRENT XS, S 全12色 ¥22,050
DOUBLE S, M, L 全１1色 ¥23,100
パンツハーネス
TYPE A XS, S, M, L 全１1色 ¥17,850
TYPE B XS, S, M, L 全１1色 ¥17,850
＊カラーなど詳細はON'Sホームページをご覧下さい。
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TYPE A
ヒップ全体で引くタイプ。

TYPE B
足の付け根で引くタイプ。

純国産としてスタート。従来のウインドサーフィンギアでは対応でき
なかった部分を日本人にフィットするように日本人ライダーが日々テ
ストを行い、ユーザーの意見をも取り入れ開発している。MAGREB
でしかできないHARNESS ORDER SYSTEMを可能とし、今後どの様な
企画が現れるか楽しみだ。詳しくはhttp://www.on-s.jp/magreb/まで。

アウトラインは従来同様だが素材の変更によりフィット感と自
由な機動性はそのままにマイルドな使用感をアップ。モデルの
中で一番アウトラインが小さいモデル。

WAIST HARNESS/RIP

フルモデルチェンジしたCROSS。アウトラインと素材の変更
により、低重心はそのままに機動性の向上とずれ上がりを防止。
ローフックタイプ。

WAIST HARNESS/BA-TSU

素材の変更により、よりソフトな使用感をアップさせている。
ハイバック、ミドルフックモデル。

WAIST HARNESS/CURRENT

フルモデルチェンジしたCARRENT。アウトラインと素材の変
更により、フィット感と機動性が向上。ロー＆ミドルフックタ
イプ。

WAIST/SEAT HARENESS/DOUBLE

従来のパンツハーネスをより自由にするために１つのハーネス
を２つに分け、ここの目的に自由にセッティングが可能になっ
た。



モデル 価格（税込）
スプレッダーバー
（S, M, L） ¥3,990

リアクターバー 
（S, M） ¥6,090

ウエストハーネス用
ヒップセクション
（S, M）

¥6,090

バーパッド
（6、10、12インチ） ¥1,575

バーアシスト ¥2,520

ウエストハーネス用
ヒップセクション

バーパッド

リアクターバー

スプレッダーバー

HARNESS ACCESORIES & LINES

モデル タイプ 価格（税込）
ロープアジャスト 片側アジャスト ¥3,150

両側アジャスト ¥3,150
バックルアジャスト ¥4,095
クリート RACE ¥5,250

WAVE ¥4,830
ショートストラップ ¥4,830
ロングストラップ ¥4,830

フィックストライン ¥3,150
コントラ ¥4,200

BAGS

コントラ
ジャイブ、またはアクション
中のハーネスの引っ掛り防止。

ハーネスラインカラ－：全７色
ブラック、グレー、ホワイト、イエロー、
ブルー、ターコイズ、レッド
（カラーは不定期に変更されます）

M

モデル タイプ 価格（税込）
クイックリリース
シリーズ

極細 ¥2,730
細 ¥2,730
太 ¥2,730

ソーセージ ¥3,045
フックシリーズ 細 ¥3,990

太 ¥4,200

モデル 価格（税込）
マストケース／１本用(XS,S,M,L) ¥3,780
マストケース／２本用(M,L) ¥6,090
マストケース／ 4本用 ¥10,500
ブームカバー／ 3本用（～170） ¥8,925
ブームカバー／ 3本用（～200） ¥9,450
ブームカバー／１本用（～150） ¥4,200
ブームカバー／ 1本用（～180） ¥4,410
ウェットバッグ ¥3,360
ウォータープルーフセイルケース ¥6,090
ギアタンバッグ ¥3,570
フィンケース ¥2,520
トートバッグ ¥4,410
ギアケース ¥3,045
WAXケース ¥1,470

モデル 価格（税込）
キーケース ¥1,050
ショルダーボードキャリー ¥3,780
ポンチョ（着替え用） ¥4,305
デブコン ¥2,310

モデル 価格（税込）
カーシートカバー
（防水・足置きマット付） ¥3,675

多目的ベルト ¥2,520
車内ラックベルト ¥2,310
バックルカバー ¥1,470
キャリアベルト ¥3,360
キャリアパッド ¥3,360
ルーフネット ¥4,410
サーフラックベルト ¥2,940

モデル 価格（税込）
ブームプロテクター（ノーマルタイプ） ¥2,625
ブームプロテクター（ワイドタイプ） ¥2,835
マストプロテクター（ノーマルタイプ・M） ¥2,835
マストプロテクター（ノーマルタイプ・L） ¥3,570
マストプロテクター（ワイドタイプ） ¥2,835
ブームエンドプロテクター ¥2,625
ジョイントパッド（ハードコア） ¥3,780
ジョイントパッド（S） ¥3,150
ジョイントパッド（M） ¥3,360
ジョイントパッド（L） ¥3,675
ジョイントパッド（XL） ¥3,780
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UPHAUL LINE

PROTECTORS
 L

ACCESSORIES

CAR ACCESSORIES

ロープアジャアスト クリート

バーアシスト
ウエストハーネスとの組み合わ
せにより、バーのずれ上がりを
防止する事と、低重心にする力
をアシストする。
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