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※ 掲載されている商品はサンプル、プロトタイプになります。実際の商品は仕様、デザインが多少変更されます。ご了承ください。

skywalk 9'8"
length

width

Thickness

Volume

BOaRD wEIGHT

RIDER wEIGHT

FIN sysTEM

9'8"

785 〜790mm

約100mm

約195 liters

約10kg

約80kgまで

2+1（SUPセンターフィンBOXタイプ）

スカイウォーク 9'8"

¥99,000[+tax]

SKYWALK 9’8”は、水の上、海の上を散歩する。水と海を空に例え
SKYと表現しました。キッズから体重80kgまでの大人の方、年齢は
問わず使用可能です。クルージング、サーフィン、釣り、グラトリ、スピ
アフィッシング、シュノーケリングなど遊び方は自由で無限大。車、飛
行機であなたと一緒に旅も出来ますし、宅急便で現地に送る事も可
能です。シャープなノーズ形状、センターからテールに掛けて安定感
を出す為に幅を広いまま保ちながら、ノーズはオルタナティブなサー
フボードの様にカットしながらフィッシュテールに。取り回しの良さ
と安定性を発揮するシェイプになっています。乗る人の体重や体型に
よって多少取り回すときのセンター位置は前後しますが、それさえ掴
めば抜群の機動力を発揮します。

水の上、海の上を散歩する。
取り回しの良さと安定性を発揮。

lEasH aTTacHMENT pOINT &HaNDlE
リーシュ結合部 & ハンドル

HaNDlE
ハンドル

EpOXy MaRk
エポキシマーク

BuNGEE cODE
バンジーコード

sup cENTER FIN BOX-TypE 
SUP センターフィン ボックスタイプ 

wHaT's IN THE packaGE .
パッケージに含まれるもの。

paDDlE
パドル

waTERpROOFBaG
防水バッグ

puMp
ポンプ

FIN
フィン

lEasH
リーシュコード

REpaIR kIT
リペアキット
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※ 掲載されている商品はサンプル、プロトタイプになります。実際の商品は仕様、デザインが多少変更されます。ご了承ください。

skywalk 10'6"
length

width

Thickness

Volume

BOaRD wEIGHT

RIDER wEIGHT

FIN sysTEM

10'6"

815mm 〜 820mm

約120mm

約240 liters

約11.9kg

約120kgまで

2+1（SUPセンターフィンBOXタイプ）

lEasH aTTacHMENT pOINT &HaNDlE
リーシュ結合部 & ハンドル

HaNDlE
ハンドル

EpOXy MaRk
エポキシマーク

BuNGEE cODE
バンジーコード

sup cENTER FIN BOX-TypE 
SUP センターフィン ボックスタイプ 

スカイウォーク 10'6"

¥99,000[+tax]

SKYWALK 10’6”は、水の上、海の上を歩く様に乗って楽しむ・・・
水と海を空に例えSKYと表現しネーミングしました。9’8”より大き
目なので体重120kgまでの方で年齢は問わず使用可能です。クルー
ジング、サーフィン、釣り、グラトリ、スピアフィッシング、シュノーケリ
ングなど遊び方はあなた次第。あなたの企画した旅のお供に最適で
す。宅急便で送れば一足先に到着しあなたを待っています。このボー
ドは、オーソドックスなアウトラインで十分な浮力があり、初心者か
ら上級者まで老若男女に好かれるでしょう。安定性がありつつも、な
かなか良い取り回しが可能なのがチャームポイントです。お子さんを
乗せてナイスパパな一面を出す事も、恋人（出来れば彼氏が彼女を）
を乗せて水の上をデートする・・・そんな使い方も可能です。

水の上、海の上を歩く様に乗って楽しむ。
オーソドックスなアウトラインで十分な浮力。

wHaT's IN THE packaGE .
パッケージに含まれるもの。

paDDlE
パドル

waTERpROOFBaG
防水バッグ

puMp
ポンプ

FIN
フィン

lEasH
リーシュコード

REpaIR kIT
リペアキット
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※ 掲載されている商品はサンプル、プロトタイプになります。実際の商品は仕様、デザインが多少変更されます。ご了承ください。

EXpEDITION
length

width

Thickness

Volume

BOaRD wEIGHT

RIDER wEIGHT

FIN sysTEM

12'6"

810mm 〜 815mm

約150mm

約370 liters

約13.9kg

約120kgまで

2+1（SUPセンターフィンBOXタイプ）

lEasH aTTacHMENT pOINT &HaNDlE
リーシュ結合部 & ハンドル

HaNDlE
ハンドル

EpOXy MaRk
エポキシマーク

BuNGEE cODE
バンジーコード

sup cENTER FIN BOX-TypE 
SUP センターフィン ボックスタイプ 

エクスペディション

¥129,000[+tax]

EXPEDITIONとは日本語に訳すと「遠征」と言う意味ですが、なにも
このボードで遠征、ロングディスタンスを漕げと言っているワケでは
ありません。通常、12’6”というサイズのSUPになると、ロングディス
タンスや競技をイメージしてしまうかもですが、SOUYU STICKの
EXPEDITIONは、防水パックにタープやバーナー、シェラカップ、ラン
チ、コーヒーや飲み物などを入れて、いつものビーチから右か左に漕ぎ
出して、水の上をトレッキングしながら都会の喧噪を忘れる冒険に出
掛ける相棒です。誰もいないビーチに上陸しコーヒーブレイク。想像し
ただけでも最高なチルタイムだと思いませんか。長さとそのシェイプか
ら安定感は言うまでも無く、取り回しも踏み込むコツやパドルさばきさ
え掴めば誰でも簡単です。ショートボードを乗せてシークレットまでの
足にする・・・そんな使い方もアリ！です。

都会の喧噪を忘れる冒険に 
出掛ける相棒。

wHaT's IN THE packaGE .
パッケージに含まれるもの。

paDDlE
パドル

waTERpROOFBaG
防水バッグ

puMp
ポンプ

FIN
フィン

lEasH
リーシュコード

REpaIR kIT
リペアキット
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※ 掲載されている商品はサンプル、プロトタイプになります。実際の商品は仕様、デザインが多少変更されます。ご了承ください。

FREEDOM
length

width

Thickness

Volume

BOaRD wEIGHT

RIDER wEIGHT

FIN sysTEM

8'6"

740mm 〜750mm

約100mm

約150 liters

約9kg

約80kgまで

2+1（SUPセンターフィンBOXタイプ）

lEasH aTTacHMENT pOINT &kIckTaIl DEckpaD
リーシュ結合部 &キックテールデッキパッド

HaNDlE
ハンドル

EpOXy MaRk
エポキシマーク

aIR INlET
ノーズに空気入れ口

sup cENTER FIN BOX-TypE 
SUP センターフィン ボックスタイプ 

フリーダム

¥98,000[+tax]

FREEDOM。その名の通り、自由な発想から生まれた一本です。オル
タナティブなサーフボードをイメージしたシェイプとロッカーで比較
的短目のレングス。テールが踏める様にポンプの口をノーズに持っ
ていき、サーフボードライクなデッキパッチなど細部にコダワリを盛
り込みました。シリーズで一番軽量、コンパクトなパッキングになる
ので、旅のお供にも最適。海外旅行など遠出のトリップでも足手まと
いになりません。キッズや女性にもおススメのサイズです。このボー
ドは、キャンプ道具と一緒にシーカヤックに積んで、移動先でクルー
ジングやサーフィン、スピアフィッシング、シュノーケリングに使用す
る・・・そんなアイデアも生まれます。このFREEDOMを手にした瞬
間、あなたのライフスタイルは充実し豊かになるに違いありません。
人生をフリーライドしましょう！

シリーズ最軽量なので、 
旅のお供にも最適。

wHaT's IN THE packaGE .
パッケージに含まれるもの。

paDDlE
パドル

waTERpROOFBaG
防水バッグ

puMp
ポンプ

FIN
フィン

lEasH
リーシュコード

REpaIR kIT
リペアキット
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※ 掲載されている商品はサンプル、プロトタイプになります。実際の商品は仕様、デザインが多少変更されます。ご了承ください。

aDVENTuRE
length

width

Thickness

Volume

BOaRD wEIGHT

RIDER wEIGHT

FIN sysTEM

10'10"

970mm

約150mm

約280 liters

約15.9kg

約120kgまで

2+1（センターフィンBOXタイプ）

ROD FOlDER 
ロッドフォルダー 

lEasH aTTacHMENT pOINT & HaNDlE
リーシュ結合部 & ハンドル

EpOXy MaRk
エポキシマーク

BuNGEE cODE & ROD FOlDER
バンジーコード&ロッドフォルダー

sup cENTER FIN BOX-TypE 
SUP センターフィン ボックスタイプ 

アドベンチャー

¥129,000[+tax]

冒険は、その言葉ほどハードなモノでは無く、あなたのすぐそばにい
つでもどこにでもあります。自宅を一歩出れば常に冒険はあるモノ
です。あなたがほんの少しいつもより視野を広げて耳を澄ませれば、
新しい発見はいくらでもあるのです。このADVENTUREでそんなフ
レッシュな冒険に出掛けてみませんか。釣り好きにはたまらないロッ
ドフォルダーを装備し、左右のレール部分にアウトリガーフロート（こ
の部分にも本体と別にエアを入れる）を装備しているので多少コン
ディションが悪い日も抜群の安定感を出します。クーラーボックス
やドライパックに入れたキャンプ用品などを積載して、釣りやスピア
フィッシング、シュノーケリングにと多種多様に遊びが広がります。お
子さんなどを乗せてこのADVENTUREをベースにシュノーケリン
グをする・・・最高ですね。一家一台（一ボード）、アウトドア好きな家
族やカップルに最適なボードです。

puMp
ポンプ

FIN
フィン

lEasH
リーシュコード

ROD FOlDER
ロッドフォルダー

REpaIR kIT
リペアキット

冒険は、いつでもあなたの 
すぐそばにある。

wHaT's IN THE packaGE .
パッケージに含まれるもの。

paDDlE
パドル

waTERpROOFBaG
防水バッグ



souyustick.com |  7

※ 掲載されている商品はサンプル、プロトタイプになります。実際の商品は仕様、デザインが多少変更されます。ご了承ください。

packING BaG

SOUYU STICKに標準装備されているPACKING BAG。使用方法は下の画像の通り。簡単でコンパクトに、そして美しく
まとまります。しっかりエアを抜いて丸めたボードをセンターに置き、まず上下を合わせてストラップで留めます。パドルや
フィン、リーシュなど小物を右側のカバーにある専用ポケットに収納し、ポンプをストラップで固定、そして最後のカバーを
被せてストラップで固定すると完成。ボストンバッグ的な持ち手とバックパックライクに背負えるストラップが装備されて
いるので持ち運びも便利になっています。

SOUYU STICKのパドルは、「インフレー
タブルSUP＝コンパクトに収納」という
コンセプトから、すべてスリーピース仕様
になっています。

sOuyu sTIck paDDlE

¥17,800[+tax]

THE caRBON 
paDDlE

フルカーボン仕様のパド
ル。表面を艶消しにした
コダワリのパドル。

¥19,800[+tax]

THE BaMBOO 
paDDlE

ブレードをバンブー（竹）、
ハンドルを艶消しのカー
ボンにしたパドル。

¥19,800[+tax]

THE MaHOGaNy 
paDDlE

ブレードをマホガニー、
ハンドルを艶消しのカー
ボンにしたパドル。

¥12,000[+tax]

THE BasIc 
paDDlE

SOUYU STICKに標 準
装備されているベーシッ
クなパドル。



HIsTORy & cONcEpT.

SOUYU STICKは、みなさんの心の中にあるアウトドアへの探究心

から生まれました。漕ぐ事の遊び、楽しみに境界線やカテゴライズさ

れたモノはありません。それは自由で広く大きなモノです。現代のア

ウトドアは、一昔前の大きな山の頂上を目指す事だけでなく、みなさ

んのライフスタイルに身近なモノとなっています。キャンプやトレッ

キングだけでなく、サーフィンやスノーボード、スキー、スケートボー

ド、カヤック、ラフティング、BMXやMTB、そしてスタンドアップパド

ルボード・・・すべてがアウトドアで楽しむモノです。それらすべての

マインドは、それぞれに共通するモノであり、楽しみ方や遊び方に対

する気持ちや達成感、幸福感は基本同じです。SOUYU STICKの

コンセプトはまさにそれです。ただひたすら漕ぐなんてナンセンス。

一日の遊びの中の一部にSOUYU STICKを入れてください。また、

SOUYU STICKで自分自身のアイデアを盛り込んで自由に遊んでく

ださい。こちらから、ほんの少しだけみなさんにヒントを与える為に5

つのアイテムを提案します。それぞれのアイテムは何かにカテゴライ

ズはされていません。手にした後、どの様に使いこなすか・・・アイデ

アはあなた次第です。冒険はあなたのすぐそばにあります。一歩自宅

から出れば旅がはじまります。SOUYU STICKと一緒に冒険の旅

に出ましょう！

SOUYU STICKに関するお問い合わせは、東京営業所、担当の下田までご連絡ください。

本　　　社 〒543-0033 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝2-5-4 TEL.06-4305-2111
東京営業所 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-41-4 TEL.03-5652-1911

株式会社ハスコ・エンタープライズ
HASCO ENTERPRISES INC.


