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Joy sources beautiful, independent surf products from  
around the world.

Each craftsperson possesses their own unique skills, and 
our relationship with these people allows us to offer 
these quality products in Japan.  We hope to share their 
passion for surfing through the boards that they make.

ジョイサーフでは主にオーストラリア、カリフォルニアでハンド
シェイプされたプレミアム・サーフボードを取り扱っています。

ここで紹介するのは、日本ではまだあまり知られていない、優
れたクラフトマンたち。彼ら自身のストーリーやサーフィンに対
するパッション、そしてサーフカルチャーそのものを、美しいサ
ーフボードを通して楽しんでください。
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クリスチャン・ビーミッシュ  
サーフボード カリフォルニア
クリスチャン・ビーミッシュのサーフボードは、カリフォルニア州カー
ピンテリアで100%ハンドシェイプで作られています。クリスチャンの
拠点はカリフォルニアのサーフスポット、リンコン近郊。70年代後半
から80年代のハイパフォーマンスなツインフィンに影響を受けたシ
ェイプが特徴です。現代的なロッカーと厚みを備え、安定的なハンド
リングの良さとスピードを体現するクリスチャンのボードはラウンド
ピンテールのミッドレングスボードで、全モデルでチャンネルのあり
なしが選べます。9～11フィートのグライダーやガンは、ボブ・シモン
ズ、マット・キプリン、ジョージ・ダウニングら初期カリフォルニア/ハ
ワイアンサーファーのレジェンドたちが生み出してきたボードデザイ
ンの伝統を受け継いでいます。 

CHRISTIAN BEAMISH 
SURFBOARDS CALIFORNIA

Christian Beamish Surfboards California are 100% 
hand shaped in Carpinteria, California. The shaper 
is based right near the surf at Rincon and has been 
heavily influenced by the high-performance Twin Fin 
designs of the late 70s and early 80s. 

With contemporary rockers and thickness, Christian’s 
shapes provide speed, glide and manoeuvrability. 
The boards transition into rounded-pin tails for mid- 
length designs, and every model can be shaped with 
or without channels. 

Gliders and guns from 9 to 11 feet, carry a lineage of 
early Californian and Hawaiian designs with inspiration 
from Bob Simmons, Matt Kivlin, and George Downing. 
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OLD SCHOOL TWIN FIN
WING SWALLOW TWIN

OLD SCHOOL TWIN FIN
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Length Width Thickness

5’7” 19 ⅞” 2 ⅜”

5’10” 19 ⅞” 2 ⅜”

6’0” 20” 2 7/16”

6’2” 20 ¼” 2 ½”

For optimal paddling and glide on a wave, the wing-swallow Old School Twin has 
slightly fuller rails than most current-day shortboards, and a beak nose to keep a 
forward thickness flow. The boards have foiled thickness, with lofted rails that crown 
into a flat deck line. A single-to-double concave is built around vee panels, and 
Christian prefers to shape this into the board in the early stages of production. 

With the wide point set forward the Old School Twin has a graduated curve in the 
outline ahead of the wings, resulting in a very drivey feel. The vee and concaves keep 
the turning lively and fast. 

BOTTOM  Single/Double Concave to Vee
TAIL  Wing Swallow
FIN SETUP Twin Fin (Futures)

オールドスクール・ツインフィン 
ウィングスワロー・ツイン

最高のパドリングやグライドを可能にするウイングスワローの「オールドスクール・ツインフィ
ン」は、一般的なショートボードに比べてやや厚みのあるレールにフラットなデッキ、ノーズは
ややボリュームのあるビークノーズが特徴です。ボトムには、クラシックなVee付きシングルダ
ブルコンケーブを採用。前方に置かれたワイドポイントとウイング前方アウトラインの滑らか
なカーブがドライブ感を高め、Veeとコンケーブが波の掴みやすさを実現します。
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RAB80

80’S スタイル・シングルフィン

ラビット・バーソロミューはオーストラリア、ゴールドコースト出
身、かつて一世を風靡したプロサーファーです。彼が1970年代
後半～1980年代前半にかけて乗っていたHot Stuffブランド
はアイコニックで、ラビットのオリジナルスタイルの確立に一役買
いました。  サーフィン映画「Storm Riders」(1982)で彼のライ
ドを観ることができます。サーフィン史上でも特別な時代でした。  
RAB80は、このスタイルを再現したモデルです。特徴は、シングル
フィン、6本のチャンネル、スカッシュテール、それからボードのフ
ロントに置かれたワイドポイント。ハイラインの走行やフロー感の
あるサーフィンを可能にします。チューブライド時によりグライド
感を出すために、ボード上で足をシャッフルすることも可能です。

サイズ: 6’0” ～ 7’7”

RAB82

80’S スタイル・スラスター

RAB80と同様のデザインの、スラスターフィンセットアップ仕様
モデル。  シングルフィンよりもターンしやすいようにチャンネル
は4本に、またRAB80よりもわずかにノーズが狭めに作り込まれ
ています。

サイズ: 6’0” ～ 8’2”

RAB80 & RAB82

RAB80
With style, Rabbit Bartholomew rides a Hot Stuff brand single fin through deep 
Gold Coast tubes in the 1982 surf film “Stormriders”. Rabbit’s surfing on the 
board, just before thrusters were released is a classic era in surfing.  Single Fins 
are not Thrusters, and are best surfed in a flowing, pivot-off-the-top style. Six 
deep channels take the design out of the simple “point and trim” approach 
however, allowing dynamic turning. The rider can also step well-forward on the 
board through steep, hollow sections, tapping into the lines that Rabbit and his 
hero, Michael Peterson, took so brilliantly through the mid 70s and into the early 
80s.  The RAB80: named for what Rabbit was riding, circa 1980. 

Available in sizes 6’0” to 7’7”.

RAB82
A three-fin design with generous thickness and an early 80s style squash tail 
outline with four channels running through the tail. Like the best Thrusters of the 
era, the RAB82 (what Rabbit might have ridden once he jumped on a Thruster) 
has inherent drive combined with the maneuverability of the three-fin set up. 
The design is essentially the RAB80 with a slightly narrower nose, as the boards 
of the late 70s and into the first years of the 80s were already high-performance 
machines—it’s just that the single fin had yet to be divided into thirds. 

Available in sizes 6’0” to 8’2”.

RAB80 & RAB82
EARLY 80’S SINGLE AND THRUSTER
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ライフルレンジャー 
ミッドレングス・ツイン

ミッドレングス・ツインフィンの「ライフルレンジャー」は、ワイドポイントを前方中心に置いた
クラシックでバランスの取れたデザイン。フォー・チャンネルボトムでテールが機敏に反応し
ます。 
ビッグウェーブ向きの長くて狭い設計も、オールラウンドな波に対応する幅広で厚みのある
設計も可能です。 

THE RIFLE RANGER

BOTTOM  Panel Vee with Four Channels
TAIL  Narrow Round Pin
FIN SETUP Twin Fin (Futures)

Length Width Thickness

7’2” 20” 2 ¾”

7’4” 20 ⅛” 2 ¾”

7’6” 20 ¼” 3”

The Rifle Ranger follows the classic Mid-Length Twin Fin design ethos - a balanced plan 
shape, with the wide point pushed just forward of centre for a classic single fin feel. 
Like the Groover model, four channels provide lift in the tail. The design can be shaped 
longer and narrower to emphasise its gunnier characteristics, or made slightly fuller 
for more all-round surfing. The Rifle Ranger is for long arcs and high-lines and banking 
steep on the wave face. 

THE RIFLE RANGER
MID!LENGTH TWIN
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キングフィッシャー 
ロングフィッシュ・スタイル

「キングフィッシュ」は、クリスチャン・ビーミッシュ版のカリフォルニア・ロングフィッシュスタ
イル・ボード。広がりがある乗りやすいデザインで、高い波でもスムースにバランスを取り、ダ
ウンザラインで加速します。アウトラインのワイドポイントが前方にあるため、ボードに乗ると
リフト感が得られ、スピードが出ます。シェイパーが“浮遊感”と呼ぶ特徴です。膝の高さから身
長の倍の高さまでどんな波にも対応します。 
True Amesのグラスイン・キールフィン、またはフューチャーフィン・ボックスが選べます。 

KINGFISHER

TAIL   Narrow Swallow 
FIN SETUP Twin Keel - Futures or Set Fins

Size

7’7” - 8’2” 

The Kingfisher is Christian Beamish’s version of a Californian long-fish style board. A 
stretched out, easy to ride design that will let you ride high on the wave, trim smoothly 
and speed down the line. The wide point of the outline is forward, so when the surfer 
steps up the board they can feel the board lift and drive underneath them. The shaper 
calls it levitation. The Kingfisher will work in any waves, from knee high to 2 times 
overhead. 

Available with glass in True Ames keel fins or with Futures boxes. 

KINGFISHER
LONG!FISH STYLE

1312 www.joysurf.jp



ファイン・サーフクラフト  
by アンドリュー・ワーハースト
サーフボード界で15年以上のキャリアを持つアンドリュー・
ワーハーストは、美しい海に囲まれたオーストラリア・ビクト
リア州モーニントン半島育ち。16歳で家を出たアンディは、
サーフィンのメッカと言われるベルズビーチでサーフボード
作りの見習いを始めます。 

複数の工房を渡りながらアンディが学んだのは、シェイピン
グ、レジンラミネーティングから磨き上げまでサーフボード
製造のあらゆる伝統的な技術。彼はこのオーストラリア南部
の冷たい気候に飽きるまで10年に渡りその腕を磨き続けま
す。 

そして2012年も終わる頃。心機一転、温暖なクイーンズラン
ド州のサンシャインコーストに移り住んだアンディが、ヌーサ
ヘッズに工房を構えて立ち上げたのが、Fine Surfcraft by 
Andrew Warhurstです。 

彼が手掛ける全てのボードは、このヌーサヘッズの小さな工
房で作られています。丁寧に仕上げられたハンドメ イドのサ
ーフボードはひとつのアートであり、長年ひたむきに磨いてき
た技術の証とも言えます。 

FINE SURFCRAFT 
BY ANDREW WARHURST

Andy Warhurst has been working hard in the surfboard 
industry for over 15 years. After growing up surfing 
the reef and beach breaks of Victoria’s Mornington 
Peninsula, Andy left home at 16 to pursue a surfboard 
building apprenticeship in Australia’s original surfing 
mecca, Bells Beach, Torquay. Learning all aspects 
of traditional board production, from shaping and 
laminating resin tints, all the way to sanding and 
polishing, he worked for various companies for 10 years 
until the cold Victorian weather got the better of him. 

In late 2012 he decided to relocate to the warmer climes 
of Queensland’s Sunshine Coast, particularly Noosa 
Heads and start fresh on a new venture, the end result is 
Fine Surfcraft by Andrew Warhurst. 

Built under one roof of a Noosa Heads factory, these 
beautiful handmade surfboards are works of art and 
testament to the years of study and dedication Andy has 
given to this dying art. 

O�Z�K� ���K��� �U
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ピルスナー 
インボルブメント・エラ・ログ

長年改良を重ねて現在の姿となった「ピルスナー」はファイン・サーフクラフトのモデルの中で
もー番人気のモデル。1966-67年の“インボルブメント”にインスパイアされています。 
ワイドポイントをセンターより後方に置き、薄めのレールとグリノーフィンを備えます。ワイド
ノーズで安定性が高く、幅広いレベルのサーファーに向いています。テールに向かってストレ
ート気味のアウトラインで、パワーのある波もホールド。ノーズライディングに適し、トリッキ
ーな波でもターンしやすいデザインです。 

THE PILSNER
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BOTTOM  Belly Vee
TAIL  Wide Hip Square
FIN SETUP Greenough Style Single (Included)

Length Width Thickness

9’1” 22 ⅜” 2 ¾”

9’2” 22 ½” 2 ¾”

9’3” 22 5/8” 2 ¾”

9’4” 22 ¾” 2 ⅞”

9’5” 22 ⅞” 2 ⅞”

9’6” 23” 3”

9’7” 23 ⅛” 3”

9’8” 23 ¼” 3”

9’9” 23 ½” 3”

9’10” 23 ¾” 3”

10’0” 24” 3”

Available from 9’1”-10’0” the pilsner is our highest selling board model in the Fine 
Surfcraft range. Years of refinement have got this one to where it is today. 

This board, like all of Andy’s “logs”, is inspired by the 1966-67 involvement era of 
surfing. Wide point back from the centre, foiled out rails and Greenough inspired fin. 

With a little bit more width in the nose on this model and a bit less hip, it is extremely 
user friendly and really does cover all bases, it still has that pig style outline but

just not as extreme. Straighter outline through the tail helps to hold a line when the 
waves start getting into that shoulder high range, combined with the upturned rail for 
easy rail to rail transitions this really is the go to longboard in the quiver, noserides in 
those tricky parts of the wave and at the same time you can really bank a turn. 

THE PILSNER
INVOLVEMENT ERA LOG
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40オンス 
トラディショナル・ロングボード

1965-1967年のカリフォルニア・サーフボードへのトリビュートとして、ファイン・サー
フクラフトの他のロングボードとは一味違ったモデルがこの「40オンス」。ロングボード・
リバイバルの立役者として有名なドナルド・タカヤマの 
“タカヤマ”スタイルを継承した、ベーシックデザインのロングボードです。 
フラットなロッカー、厚めのレールを持ち、初心者にも扱いやすい設計。ワイドノーズか
らテールにかけてラージコンケーブが続きます。ピボットフィンを備え、トラディショナル
なノーズライドや“トリミング”に向くデザインです。 
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THE 40 OUNCE BOTTOM  Rolled Belly with Deep Nose Concave
TAIL  Wide Round/Square
FIN SETUP Greenough Style Single (Included)

A tribute to the Californian boards of around 65-67, the ‘40 Ounce’ is like 
no other longboard in the Fine Surfcraft range. While the Pilsner, Lager and 
King Brown models are all based off what guys like Nat, Bob and Wayne 
were doing around Oz in the 60s, this is a straight up traditional Takayama 
style longboard. Back to basics, nothing too technical, just the stuff of old 
that’s worked for 50 years. 

With a much flatter rocker and fuller rail shape, it trims really well and is 
a lot more forgiving especially for surfers at a novice level. Wider nose 
and tail, combined with a large concave, stiff, upright pivot fin and that flat 
rocker make this board a true old school noserider for waves with shape 
and even mushy slop, think this board, think Nuuhiwa 66 or Tudor 99. 

THE 40 OUNCE
TRADITIONAL LONGBOARD

Length Width Thickness

9'1” 22 ⅜” 2 ¾"

9'2” 22 ½” 2 ¾"

9'3” 22 5/8” 2 ¾"

9'4” 22 ¾” 2 ⅞"

9'5” 22 ⅞” 2 ⅞"

9'6” 23” 3"

9'7” 23 ⅛” 3"

9'8” 23 ¼” 3"

9'9” 23 ½” 3"

9'10” 23 ¾” 3"

10'0” 24” 3"
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セゾン 
オールラウンド・ログ

「セゾン」は、クルーズやトリムを楽しみたい方や、少し大きめの波に挑戦したい
方から上級者まで、オールラウンドに使える1本。スムースなロッカーに、他のロ
ングボードモデルに比べフラットなボトムのアウトラインで、ターンしやすく、ノー
ズライドを楽しむ方にも適しています。
このモデルはオーストラリアのベスト・ロングボーダーの一人であるデーン・ウイ
ルソンと改良を重ね、より洗練されたデザインとなりました。
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THE SAISON
BOTTOM  Low Vee to Nose Concave
TAIL  Round Pin
FIN SETUP Greenough Style Single (Included)

The Saison is a great all around log for the average punter who wants to 
cruise and trim or hold a rail in a bit bigger waves or it also works great 
for people at an elite level. This model we’ve refined over a few boards 
working with one of Australia’s best longboarders Dane Wilson. After lots 
of back and forth we’ve finished with the saison and Dane couldn’t be 
happier. 

It’s got a nice rocker line and a bit flatter bottom contour than a lot of our 
other longboard models and into a nice concave so its very forgiving off 
the tail and amazingly easy to nose ride. 

THE SAISON
ALL!ROUND LOG

Length Width Thickness

9'1" 22 ⅜" 2 ¾"

9'2" 22 ½" 2 ¾"

9'3" 22 5/8" 2 ¾"

9'4" 22 ¾" 2 ⅞"

9'5" 22 ⅞" 2 ⅞"

9'6" 23" 3"

9'7" 23 ⅛" 3"

9'8" 23 ¼" 3"

9'9" 23 ½" 3"

9'10" 23 ¾" 3"

10'0" 24" 3"
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パール 
インボルブメント・エラ・ログ

「パール」は、「ピルスナー」とは異なるアプローチの“インボルブメント”スタイル・
ロングボード。やや狭いヒップと、よりパラレルなアウトラインでありながら、他のト
ラッドスタイルなロングボード同様にロールドベリーのボトムとアップターンなレ
ールがノーズコンケーブにマッチしています。オールラウンドなログとして使える優
れたボードです。
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THE PURL
BOTTOM  Rolled Belly with Nose Concave
TAIL  Round/Square
FIN SETUP Greenough Style Single (Included)

The Purl model is a different take on our involvement style longboard. It’s 
similar to the Pilsner model just a bit dialed back. Little bit less hip, bit more 
parallel. It still has a rolled belly and up turned rails like all of our trad style 
longboards with a nice nose concave to match. It’s just a great all round “log”. 

THE PURL
INVOLVEMENT ERA LOG

Length Width Thickness

9'1" 22 ⅜" 2 ¾"

9'2" 22 ½" 2 ¾"

9'3" 22 5/8" 2 ¾"

9'4" 22 ¾" 2 ⅞"

9'5" 22 ⅞" 2 ⅞"

9'6" 23" 3"

9'7" 23 ⅛" 3"

9'8" 23 ¼" 3"

9'9" 23 ½" 3"

9'10" 23 ¾" 3"

10'0" 24" 3"
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モヒート 
レディース・ログ

「モヒート」は本ブランド初のサーフ・ガール向けモデル。女性サーファーから寄せられる意見で多いの
が「ボードが重くて、幅も少し広くて、サーフポイントまで歩いて運ぶ時に大変」といった不満。こうした点
を解消し、全てにおいて女性が使用することを前提に設計されたモデルが「モヒート」です。ミドルからや
や幅を狭めたデザインは、運びやすいだけでなくサーフ時のレスポンスも向上。フラットなノーズロッカー
とその形状に適したコンケーブが、ノーズライディングをサポートします。しかし、このモデルのポイント
はテール部分。後方のすくい上げるようなデッキコンケーブと強めのテールロッカーで、テールのボリュ
ームを軽減すると同時にノーズライディングに適した形状となっています。全体的に小型化、軽量化した
女性向きモデルです。
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THE MOJITO

BOTTOM  Scooped Nose  
 and Tail Concave

TAIL  Hip to Round Pin

FIN SETUP Greenough Style  
 Single (Included)

The Mojito is our first female specific, surfer girl model. One of the biggest complaints we get 
from lady sliders is the boards are a bit too heavy and wide to carry whilst walking to those 
secret spots or outer point breaks. This board we’ve made with every aspect of female logging in 
mind. It’s a bit narrower through the middle to help with carrying which also makes it a lot more 
responsive. Flatter nose rocker with a decent concave to assist with noseriding, but what we’ve 
done with the tail is the key. 

The scooped out deck concave we have put in the back end helps to accentuate tail rocker which 
always helps when it comes to noseriding, but what it really does is take a bit of volume out of 
the tail. So anyone, but more specifically ladies, can crank it around a bit easier, which is why 
we’ve also coupled that with a wide round tail. All the ingredients for a smaller, lighter, user 
friendly lady log. 

THE MOJITO
LADIES LOG

Length Width Thickness

9'1" 22 ⅛" 2 ¾"

9'2" 22 ¼" 2 ¾"

9'3" 22 ½" 2 ¾"

9'4" 22 5/8" 2 ¾"

9'5" 22 ¾" 2 ⅞"

9'6" 22 ⅞" 2 ⅞"

2524 www.joysurf.jp



JOEL FITZGERALD  
SURFBOARDS

Joel Fitzgerald was born and raised on the Northern 
Beaches of Sydney, Australia. He grew up in the Hot 
Buttered Surfboards factory where shaping bays 
were run by his father Terry Fitzgerald. Joel learned 
to surf and fine-tune his timeless surfing style at 
North Narrabeen Beach, alongside his brothers. 

After travelling the world surfing on the professional 
tour with a career spanning over 20 years, Joel now 
enjoys designing and shaping his own surfboards 
which are widely regarded as some of the fastest in 
the world, and exploring new waves. Joel has a deep 
appreciation for the organic slowed down life and 
takes care in all he does. He is a soul surfer, known 
amongst his respected peers and fellow shapers as 
an innovator and talented surfboard craftsman. 

ジョエル・フィッツジェラルド  
サーフボード
ジョエル・フィッツジェラルドはオーストラリア・シドニーの
ノーザンビーチ出身で、父テリー・フィッツジェラルドが経
営するホットバタードサーフボードの工房で育ちました。
ジョエルは兄弟とともにノースナラビーン・ビーチでサーフ
ィンを学び、そこで不朽のサーフィンスタイルを確立しま
した。 

20年以上に渡るキャリアでプロツアーで世界中をサーフィ
ンしてきたジョエルは、現在、世界最速の一つと広く認めら
れている独自のサーフボードのデザインとシェイピング、そ
して新しい波の探索を楽しんでいます。ジョエルはオーガニ
ックなスローライフの価値を深く理解し、自らの行動にお
いてもこれを実践しています。ソウルサーファーであり、彼を
尊敬する仲間やシェイパー仲間の間で、革新者、そして才
能あるサーフボード職人として知られています。 
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DREAMCATCHER

Length Width Thickness

 5'3"  19 7/8"  2 ⅜"

5'4" 20" 2 ⅜"

5'5" 20 ⅛" 2 7/16"

5'6" 20 ¼" 2 7/16"

5'7" 20 ⅜" 2 ½"

5'8" 20 ½” 2 ½"

 5'9"  20 5/8"  2 ½"

5'10" 20 ¾" 2 9/16"

5'11" 21" 2 5/8"

6'0" 21 ⅛" 2 5/8”

6'1" 21 ¼" 2 11/16"

6'2" 21 ½" 2 ¾"

6'3" 21 ½" 2 ⅞"

6'4" 21 ¾" 2 13/16"

6'6" 22" 2 ⅞"

The Dreamcatcher by Joel Fitzgerald Surfboards is a keel fin fish that is ideal in medium 
or small surf depending on your experience level. Great for catching and surfing low 
energy waves in beach-breaks and fun point perfection, the Dreamcatcher will carry 
you across any flat spot in the wave and gives you that extra agility to trim through 
sections with speed and style. 

Designed with a deep swallowtail the Dreamcatcher also has a unique wing-hip tail 
option to give you that extra bite and drive needed on your travels surfing epic waves 
around the world. 

DREAMCATCHER
KEEL FIN FISH

BOTTOM  Deep single to double  
 barrel concaves 

TAIL  Deep swallowtail

FIN TYPE Modern Keel

ドリームキャッチャー 
キールフィンフィッシュ

「ドリームキャッチャー」は、経験レベルに応じた中波から小波でのサーフィンに最適なキール
フィンフィッシュです。ビーチブレイクやファンポイントパーフェクションにおいて緩い波をキャッ
チするのに向いており、いかなるフラットスポットでも繋いでくれ、スピードとスタイルを維持し
ながらセクションでのトリミングの敏捷性を高めます。深いスワローテールで設計されたドリー
ムキャッチャーには、世界中のエピックな波を乗りこなす旅行に必要な追加のバイトとドライブ
を提供してくれる、ユニークなウィングヒップテールのオプションもあります。 
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SPACE HAWK

Length Width Thickness

5'2" 19 ½" 2 ⅜"

5'3" 19 5/8" 2 ⅜"

5'4" 19 ¾" 2 ⅜"

5'5" 19 ⅞" 2 ⅜"

5'5" 20" 2 ⅜"

5'6" 20 ⅛" 2 7/16"

5'7" 20 5/8" 2 7/16"

5'7" 20 ¼" 2 7/16"

5'8" 20 ⅜" 2 ½"

5'9" 20 ⅜" 2 ½"

5'9" 20 ½" 2 ½"

5'10" 20 5/8" 2 ½"

5'11" 20 5/8" 2 9/16"

5'11" 20 ¾" 2 9/16"

6'0" 20 ¾" 2 5/8"

6'1" 20 ⅞" 2 5/8"

6'2" 21" 2 11/16"

6'4" 21 ¼" 2 11/16”

6'6" 21 ½" 2 ¾”

BOTTOM  Deep single to double barrel concaves

TAIL  Wing swallow

FIN TYPE Classic Twin + Trailer

The Space Hawk by Joel Fitzgerald is a classic twin fin surfboard that has a little 
extra foam through the nose to pick up waves fast. Designed with an aggressive rail 
foil through the tail and a pulled in wing swallow-tail the Space Hawk also gives you 
control while surfing the face of the wave at high speeds. This versatile surfboard is 
perfect for surfers who are looking for an exciting Twin with a difference, ready to 
make the most of small punchy waves as well as 3 – 5 feet perfection. 

SPACE HAWK
CLASSIC TWIN FIN

スペースホーク 
クラシック・ツインフィン

「スペースホーク」は、波をすばやく拾うためにノーズエリアに少し多くフォームが入ったク
ラシックなツインフィンモデルです。 テール部分がアグレッシブなレールホイルとプルドイン
されたスワローテールで設計された「スペースホーク」は、高速で波の表面を滑走する際も
容易にコントロールできます。 
この多目的なサーフボードは、一味違うエキサイティングなツインを探しているサーファー
に最適で、3～5フィートの完璧な波はもちろん、パンチの効いた小波も逃しません。 
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TOMAHAWK

Length Width Thickness

 5'10"  19 ½"  2 7/16"

6'0" 19 ½" 2 7/16"

6'2" 19 ¾" 2 ½"

6'4" 19 ¾" 2 ½"

6'6" 19 ⅞" 2 5/8"

6'8" 20” 2 9/16"

BOTTOM  Single Concave to Vee 

TAIL  Wing Swallow

FIN TYPE Classic Twin

The Tomahawk is for the braves and squaws of the sea! ‘You always need a Tomahawk 
in your quiver, you never know when you’re going to need it.’ Tested in Australia, 
Hawaii and Indonesia. The Tomahawk is the ultimate Wing Swallow Twin Fin or Quad 
designed to steer you through every section on every wave at very high speeds. 

TOMAHAWK
STEP UP TWIN"QUAD

トマホーク 
ステップアップ・ツイン／クアッド

「常にトマホークを備えておけ。いつ必要になるかは、決して分からない。」 
オーストラリア、ハワイ、インドネシアでのテストをクリアした「トマホーク」は、どんな波のどん
な表情をも高速で突き進むために設計された究極のウィングスワローツインフィン、あるいは
クワッドです。 
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SEA GYPSY

Length Width Thickness

 5'8"  19 ¾"  2 7/16"

5'10" 19 ⅞" 2 7/16"

5'10" 20" 2 ½"

6'0" 20 ⅛" 2 9/16"

6'0" 20 ¼" 2 5/8"

6'2" 20 ¼” 2 5/8"

6'4" 20 ½"  2 11/16"

6'6" 20 ½" 2 11/16"

6'8" 20 5/8" 2 ¾"

6'10" 20 ¾" 2 ¾"

7'0" 21" 2 ⅞"

7'2" 21 ¼" 3"

7'4" 21 ½" 3 ⅛"

7'6" 22" 3 ⅛”

BOTTOM  Deep single to double  
 barrel concaves

TAIL  Area pin

FIN TYPE Alkali Classic Single  
 + Side Bites

The Sea Gypsy designed by Joel Fitzgerald is a mid-length single fin that can also be surfed 
with a versatile side bite fin option. The high-speed single to double concave bottom in 
the Sea Gypsy is one of the main reasons why this board is widely regarded as one of the 
fastest paddling and surfing single fins in the world. Developed and tested in Australia, 
Hawaii and Indonesia. 

If you’re looking for great mid-length/all-rounder for sloppy onshore beach breaks that 
also handles like a dream in clean perfect point waves. The Sea Gypsy is your board.  
Starts at 5’8 and goes up to 7’6. 

Perfect for the beginner, intermediate and stylish surfer drawing classic lines in  
1-6 foot waves. 

SEA GYPSY
MID!LENGTH

MK2 シージプシー 
ミッドレングス

「シージプシー」は、オプションで多用途なサイドバイトフィンの装着も可能な、ミッドレングス・シ
ングルフィンモデルです。ハイスピードなシングルダブルコンケーブボトムが、「シージプシー」が世
界最速のシングルフィンボードのひとつとして広く認知されている所以です。オーストラリア、ハワイ、
インドネシ アで開発、テストされました。 
ゆったりしたオンショアのビーチブレイクでの使用に最適で、クリーンなパーフェクトポイントでも
容易に扱えるミッドレングス／オールラウンダーをお探しでしたら、「シージプシー」がおすすめで
す。5’8”から7’6”までのラインアップがあり、初心者～中級者や、1～6フィートぐらいの波でクラシ
ックなラインを描くスタイリッシュなサーファーに最適です。
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MK2 SEA GYPSY

FITZ FAVOURITES* 6’7” AND 7’7”

MK2 SEA GYPSY
MID!LENGTH

The Sea Gypsy has always been one of our favourite designs in the Joel Fitzgerald 
Surfboards range. Its versatility has been welcomed from beginners to experienced 
surfers alike. The new version takes us to another surfing dimension.  Designed and 
tested in Australia during one of the most memorable surf seasons of all time, the 
Sea Gypsy Mk2 has what we call “hot rod upgrades” with vee entry through the nose 
into spiral vee out of the tail.  Modifications have also been made to width and outline 
shape, pulling in the tail and lowering the rail. Built for paddle power and speed.

Available as a single fin plus sides, or a standard single fin. 

シージプシーMK2

「Sea Gypsyは、我 に々とってJoel Fitzgerald Surfboardsのラインナップの中でも特
にお気に入りのひとつです。その汎用性はビギナーから経験者にまで広く受け入れられ
てきましたが、新モデルは、サーフィンの新次元を切り拓いてくれました。   ノーズ側は
VEE、テールにかけてスパイラルVEEが抜けていくボトムシェイプｰｰ最高のサーフシーズ
ンの最中にオーストラリア・バイロンベイでデザイン&テストを繰り返してつくり上げられ
たSea Gypsy MK2は、いわゆる「ホットロッド・アップグレード」モデルとなりました。（※
ホットロッド＝1920-30年代のアメリカンクラシックカーに、エンジン改造や派手なペイ
ントでのドレスアップを施したカスタムカーとそのカーカルチャーそのものを指します。
）   モデルの改変はアウトラインの形と幅にも。テールはシャープに、レールも薄めにリモ
デルされています。   シングルフィン＋サイドフィン、またはスタンダードシングルフィンを
お選びください。
パワーのあるパドルとスピードを重視したモデルです。

Length Width Thickness Volume

5'11 19'½ 2'½ 31.3

6'0 19'¾ 2'9/16 32.62

6'2 19'⅞ 2'9/16 34.13

6'4 20 2'5/8 36.23

6'6 20'⅛ 2'5/8 37.2

6'7 20'¼ 2'11/16 38.65

6'8 20'⅜ 2'11/16 39.73

6'10 20'½ 2'¾ 42.02

7'0 20'¾ 2'¾ 43.68

7'2 21 2'13/16 46.31

7'4 21 2'13/16 47.4

7'6 21 ¼ 2'7'8 50.54

7'7 21'⅜ 2'7'8 51.06

7’8 21'½ 3 54.53

7'10 21'5/8 3'⅛ 57.19

8'0 21'⅞ 3'⅛ 59.21

8'8 22'⅛ 3'¼ 66.16

9'0 22'⅜ 3'¼ 71.46

BOTTOM  Vee to Spiral Vee

TAIL  Round

FIN TYPE Single Plus Side Bites
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MIDNIGHT LIGHTNING

Length Width Thickness

 6'6"  19 ½"  2 9/16"

6'8" 19 5/8" 2 5/8"

6'10" 19 ¾" 2 5/8"

7'0" 20" 2 11/16"

7'2" 20 ½" 2 11/16"

7'4" 21" 2 ¾"

 7'6" 21 ½"  2 ¾"

7'7" 21 ¾" 2 ⅞"

7'10" 22" 3"

8'0" 22" 3"

BOTTOM  Single to Double Concave 

TAIL  Area Pin

FIN TYPE 7.25” Classic Single

Ride the Lightning if you dare! The Midnight Lightning is a fast barrel 
hunter, clean line drawer, and classic single fin gun. This board is proven to 
be reliable in Hawaii, Indo and Australia and loves chunky, as well as clean 
heavy water conditions. Designed for coasting in early and flying past 
sections that thrill. 

MIDNIGHT LIGHTNING
SINGLE FIN GUN

ミッドナイト・ライトニング 
シングルフィン・ガン

その勇気があるのなら、稲妻に乗ってみろ！――「ミッドナイト・ライトニング」は素
早くチューブをつかみ、クリーンなラインを描くクラシック・シングルフィン・ガンで
す。ハワイ、インドネシア、オーストラリアでのテストをクリアしたこのモデルは、分厚
い波だけでなく、クリーンで重い波にも向きます。早めに惰行し、スリルのある滑空
を楽しめるよう設計されています。
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COSMIC TWIN

Length Width Thickness

6'6"  20"  2 9/16"

6'8" 20 ½" 2 5/8"

6'10" 20 ¾" 2 5/8"

7'0" 21" 2 11/16"

7'2" 21 ⅛" 2 11/16"

7'4" 21 ¼” 2 ¾"

 7'6" 21 ⅜"  2 ¾"

7'7" 21 ½" 2 ⅞"

7'8" 21 ¾" 3"

7'10" 21 ¾" 3 ⅛"

8'0" 22" 3 ⅛”

BOTTOM  Flat to double barrel concaves 

TAIL  Deep swallow

FIN TYPE Modern Keel

The Cosmic Twin is the answer to the ultimate question of life, the universe and every 
wave in between. A progressive mid-length twin-fin surfboard, designed by Joel 
Fitzgerald with a flat bottom into a spiral vee through the keels for speed. With plenty 
of paddle power without getting too heavy, the Cosmic Twin can double as your keel- 
fin fish for smaller surf when you’re looking to fly past flat sections in the wave, as well 
as the bigger days when you need more volume, but still, want to be able to duck dive 
and get a few. Surfed and tested in Indonesia and Australia the Cosmic Twin is ready to 
add another dimension to your surfing. 

COSMIC TWIN
PROGRESSIVE MID!LENGTH TWIN

コズミックツイン 
プログレッシブ・ミッドレングス・ツイン

「コズミックツイン」は人生、宇宙、そしてあらゆる波に対する問いかけへの答えです。よりスピ
ードを出すためフラットボトムからキールの周辺をスパイラルVEEにしたプログレッシブなミッ
ドレングス・ツインフィンモデルです。 
重くなりすぎずパドルパワーがあるため、あっという間に消えてしまうフラットセクションをキャ
ッチして小波に乗りたい時や、ドルフィンスルーで波を超えてより大きな波に乗る時などに、キ
ールフィンフィッシュの役割をも果たします。インドネシアとオーストラリアでテストを重ねた「コ
ズミックツイン」はあなたのサーフィンスタイルの選択肢を広げます。
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JF HULL

Length Width Thickness

 6'8"  21 ¾"  2 ⅞"

6'10" 21 ¾" 2 ⅞"

7'0" 22" 2 ⅞"

7'2" 22" 3"

BOTTOM  Vee to deep single concaves 

TAIL  Round Squash

FIN TYPE 8"-9" Hull Flex

The Joel Fitzgerald Hull is an amazing mid-length single fin for anyone that wants 
to go out, have fun, and prove that there are no limits to the kind of craft you chose. 
Designed for speed, thrills and spills to meet the innermost limits of pure fun. The 
entry is quite flat as to carry your weight forward and increase your paddle power.

The board also has low rails and a classic vee running through the middle of the board, 
perfect for that gliding feeling. We call it slicing through butter. Then, the JF Hull 
breaks all the rules with a high-speed concave out of the tail. 

A classic board with speed for anyone starting to surf or, for the experienced guy or girl 
looking to keep the thrill of surfing going for as long as the sun shines. 

JF HULL
MID!LENGTH HULL

JFハル 
ミッドレングス・ハル

「JFハル」はスピードとスリルを存分に楽しむために設計されており、サーフィンを心から楽し
みたいという欲求を満たしてくれます。
エントリー部分は体重を前方に運びパドルパワーを上げるためにかなりフラットに作られてい
ます。ボードには低いレールがあり、クラシックなVEEがボードのミドル部分に施されることで、
シェイパーたちが「バターをスッとスライスする」と表現する、心地よい滑走感が得られます。テ
ールのハイスピードコンケーブによって斬新な動きが得られる「JFハル」は、初心者はもちろん、
一日中サーフィンのスリルを楽しみたい経験者も満足させるスピードを備えたクラシックボー
ドです。 
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ML42

Length Width Thickness

 6'6"  20"  2 9/16"

6'8" 20 ½" 2 5/8"

6'10" 20 ¾" 2 5/8"

7'0" 21" 2 11/16"

7'2" 21 ⅛" 2 11/16"

7'4" 21 ¼” 2 ¾"

 7'6" 21 ⅜"  2 ¾"

7'7" 21 ½" 2 ⅞"

7'8" 21 ¾" 3”

7'10" 21 ¾" 3 ⅛"

8'0" 22" 3 ⅛”

BOTTOM   Flat to Spiral Vee

TAIL  Square or Area Pin

FIN TYPE 8"-9" Hull Flex

The ML42 is a mid-length single fin that is the ideal paddle machine to catch waves fast and 
early. Designed by Joel Fitzgerald to draw beautiful long lines with a slightly flatter rocker and 
wider point forward, expect to trim past long sections of the wave at speed. Affectionately 
described as the Sea Gypsy’s leaner cousin, the ML42 has a low foil in the rail combined with a 
pulled in tail to help you stay connected to the face of the wave at high speeds and, is coupled 
with a flat bottom entry under the front foot through to a spiral vee and concaves out of the 
tail allowing for a smooth consistent ride in any conditions. 

Available with square or area-pin tail options. 

ML42
SLEEK MID!LENGTH SINGLE

ML42  
スリーク・ミッドレングス・シングル 

ミッドレングス・シングルフィンモデルの「ML42」は、波を素早くキャッチするのに理想的なパドルマシ
ンです。 
ややフラットなロッカーとワイドなポイントフォワードシェイプで長く美しいラインを描けるように設計
され、波の長いセクションでのスピーディーなトリミングを可能にします。「シージプシーのスリムな従
兄妹」、と親しみを持って表現される「ML42」は、高速でもしっかり波に乗れるようにレール部分に低
いフォイルとプルドインテールがついています。また、どんな状況でもスムーズで安定した乗り心地を保
つために、フロントフット下のフラットボトムエントリーからスパイラルVEEとテールへのコンケーブま
でが一体化しています。
スクエアまたはエリアピンテールからお選びいただけます。 
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CUSTOM
UPGRADES

LAMINATION

Standard 4 x 4oz Deck, 4oz Bottom Included - No Charge

Standard Strong 6 x 4 oz Deck, 4oz Bottom

Volan
Volan Glass, ¾ Deck Patch, 
Volan Bottom

STRINGER

Single Stringer Included - No Charge

Double Stringer 
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CUSTOM
UPGRADES

ART

Rail Spray - Bolts - Black

Rail Spray - Bolts - Red

Airbrush - Rainbow

LOGO

Standard Owl Logo - Black Included - No Charge

Seabird Logo - Red Moon

Seabird Logo - Blue Moon
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CUSTOM
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RESIN TINTS

Bottom Resin Tint 1 side 

Full Resin Tint 2 sides

Resin Swirl 2 colour swirl both sides
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CUSTOM
UPGRADES
TINT COLOURS

ICE BLUE

MINT

EGGSHELL

EGGSHELL

BUTTER

BURNT ORANGE
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ALBUM SURFBOARDS

Album Surfboards was started by the shaper and designer Matt Parker, who has been creating innovative 
surfboards out of San Clemente California since 2001.

In 2020, Album created a second headquarters on the Gold Coast, Australia. 

Album Surfboards has a focus on performance surfing but with an alternative twist. 

Album creates one of a kind, unique shapes that are designed to increase fun and promote progression in 
your surfing by opening up your mind to new feelings.

Album Surfbords（アルバム・サーフボード）は、シェイパーでありデザイナーでもあるマット・パーカーによって2001
年に始められました。以来、カリフォルニア州サンクレメンテにてイノベイティブなサーフボードを生み出しています。
2020年には、オーストラリア・ゴールドコーストに2つ目の拠点を置きます。
Album Surfbordsがフォーカスするのは、オルタナティブツイストの効いたパフォーマンス・サーフィン。
唯一無二のシェイプを持つボードは操る者に今までにない感覚を与え、サーフィンをより楽しく、一歩先へと進化させて
くれます。
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DISORDER

DISORDER
PERFORMANCE ASYM TWIN

This is the pinnacle of all of our research and development of performance asymmetrical 
surfboards in the last decade. The next generation of the Disasym model.  You can order 
specifically for goofy-foot or regular-foot stance.  The bottom shape is a deep single 
concave into a vee between the fins. 

Enjoy the speed of a twin fin but it can turn easily like a shortboard.  Goes equally well 
frontside and backside, designed to enjoy both uniquely.  Ride it 2-5” shorter than your 
normal shortboard and at your usual volume.

ディスオーダー 
パフォーマンス・アシメツイン

「Albumの長きにわたるパフォーマンス非対称ボード研究と発展の最高傑作が、この
Disorder。Disasymの次世代モデルです。
グーフィースタンス、レギュラースタンスを選んでオーダーが可能。
ボトムは、深いシングルコンケーブからフィンの間にVeeが続きます。
ツインフィンのスピードも楽しめつつ、ショートボードのようなターンのしやすさも感じられる一本
です。
フロントサイドもバックサイドも同じように楽しめるようにデザインされています。
お手持ちのノーマルショートボードよりも2-5”短め、ボリュームはいつもと同じがお薦めです。

H x W x T Volume

5’0" x 18.1" x 2.13" 21.1 liters

5'2" x 18.4" x 2.25" 23.4 liters

5'4" x 18.7" x 2.32" 25.3 liters

5'6" x 18.9" x 2.35" 27.3 liters

5'8" x 19.2" x 2.44" 29.4 liters

5'10" x 19.8" x 2.5" 32 liters

6’0" x 20.3" x 2.63" 35 liters

6'2" x 20.6" x 2.7" 38 liters
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FASCINATION

FASCINATION
ASYM FISH

The fish board from the future with an asymmetrical outline. Everything you love 
about your favorite fish, but without limitations. Twin-fin speed on your frontside. 
Quad control to draw tighter turns on your backside. Mind-altering potential in this 
surfboard. Ride an inch or two longer than your traditional fish. 

Order specifically for regular-foot or goofy-foot.

ファシネーション 
アシメ・フィッシュ

Fascinationは、非対称のアウトラインをもつ未来型のフィッシュボード。あなたのお気に入り
のフィッシュの好きなポイント全てがノーリミットで詰め込まれたような一本です。フロントサイ
ドはツインフィンスピード、バックサイドはクアッドコントロールでタイトなターンを。
一度使ってみると、ビーチに持っていくボードが変わってしまうかもしれません。お手持ちのト
ラディショナルフィッシュより1-2インチ長めがお薦めです。レギュラーかグーフィーのいずれか
を選んでご注文ください。

H x W x T Volume

5’0” x 19” x 2.13” 24.7 liters

5’2” x 19.5” x 2.25” 27.4 liters

5’4” x 19.75” x 
2.38”

30.1 liters

5’6” x 20” x 2.5” 32.8 liters

5’8” x 20.5” x 2.63” 36.2 liters

5’10” x 21” x 2.75” 39.6 liters

6’0” x 21.5” x 2.75” 41.7 liters

6'2" x 20.6" x 2.7" 38 liters
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INSANITY

INSANITY
PERFORMANCE ASYM TWIN

This is the only performance-style shortboard Josh Kerr needs. 

The Insanity is the most versatile, modern board in our range.  It’s used with a twin fin plus 
small rear fin, but can also be used with a quad fin set-up if the waves are really good. 

This board has a low-entry rocker, which makes it easy to catch waves, the foam is hidden 
under your chest. It has a retro style “beak nose”. Order this board 1-2 liters larger than 
your regular shortboard and 1-2  inches shorter.  Choose a swallow tail for small waves or a 
round pin for bigger waves. 

インサニティ 
パフォーマンス・アシメツイン

ジョシュ・カーが唯一必要とするパフォーマンススタイルショートボードがこのInsanity。
Albumのボードラインナップの中でも、最もマルチでモダンなモデルです。
通常時はツインフィンと小さなリアフィンをアタッチしますが、波のコンディションが特に良ければ
クアッドフィンセットアップでもOKです。
波をつかみやすくするローエントリーロッカーで、胸下にくる部分がやや厚め、ノーズはレトロな「
ビークノーズ」スタイルです。
オーダー時は、お手持ちのレギュラーショートボードより1-2L大きめで1-2インチ短めがお薦めで
す。小波にはスワローテールを、大波にはラウンドピンをお選びください。

H x W x T Volume

5'2" x 18.5" x 2.13" 23.3 liters

5'4" x 18.63" x 2.25" 25.5 liters

5'6" x 18.88" x 2.32" 27.5 liters

5'7" x 19" x 2.35" 28.5 liters

5'8" x 19.13" x 2.38" 29.5 liters

5'9" x 19.25" x 2.4" 30.5 liters

5'10" x 19.38" x 
2.44"

31.5 liters

5'11" x 19.5" x 2.5" 33 liters

6'1" x 19.75" x 2.56" 35 liters

6'3" x 20" x 2.63" 37.5 liters

6'5" x 21" x 2.75" 42 liters
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LIGHTBENDER

LIGHTBENDER
PERFORMANCE TWIN FISH

The Lightbender is Asher Pacey’s new version of fish style board, with a more 
performance style shape. It’s a mix of modern and classic. A board that can explore the 
limits of speed and tube-riding and can be ridden radically. Bottom shape is single-to-
double concave with vee in the tail. The rails are modern style. Order this board one 
inch longer than a Sunstone, but at the same thickness. 

Order with little more volume than your traditional shortboard.  You may like this 
board so much it will replace your everyday regular shortboard.

ライトベンダー 
パフォーマンス・ツインフィッシュ

Lightbenderは、よりパフォーマンスを高めた、アッシャー・ペイシーの新たなフィッシュスタイ
ルボードです。クラッシックとモダンの融合。スピードの限界とチューブライディングを探究で
き、ラディカルに乗ることもできるボードです。
ボトムはシングルダブルコンケーブにVeeテール、レールはモダンな仕様です。オーダーの際
は、Sunstoneよりも1インチ長め、同じ厚さで。お手持ちのトラディショナル・ショートボード
よりも少しだけボリュームを持たせてのオーダーがお薦めです。いつものボードを差し置い
て、Lightbenderの虜になってしまうかもしれません。

H x W x T Volume

4'9" x 19" x 2.2" 23 liters

5'1" x 19.5" x 2.3" 26 liters

5'3" x 19.75" x 2.35" 28 liters

5'5" x 20" x 2.44" 30 liters

5'7" x 20.25" x 2.5" 32 liters

5'9" x 20.5" x 2.56" 33.7 liters

5'11" x 20.75" x 
2.63"

36 liters

6'1" x 21" x 2.7" 39.5 liters
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MOON STONE

MOON STONE
MID!LENGTH TWIN

Eric Geiselman’s favorite board ever. And quickly becoming Josh Kerr’s favorite for bigger 
waves. 

This board originated from our popular UTF fish, but we stretched it to a mid length.  It’s 
easy to paddle, paddles in the wave early and is surprisingly easy to turn, 

Ride as long as you want, but generally between 6’4”-7’0”.

ムーンストーン 
ミッドレングス・ツイン

エリック・ガイゼルマンが愛用するのがこのMoon Stone。ジョシュ・カーも大波でよく使う、お気に
入りのモデルです。
このボードの原型は人気のUTFフィッシュですが、ミッドレングスに仕立てました。
パドルしやすく、早めにパドルインができます。また、ターンのしやすさにも驚きます。
お好みの長さで乗っていただけますが、6’4” ～ 7’0”が一般的です。

H x W x T Volume

5'10" x 18.6" x 2.38" 30 liters

6'0" x 18.8" x 2.44" 31.5 liters

6'2" x 19" x 2.5" 33.7 liters

6'4" x 19.5" x 2.56" 36.8 liters

6'6" x 19.75" x 2.63" 39.5 liters

6'8" x 20" x 2.68" 41.2 liters

6’10" x 20.5" x 2.75" 44.5 liters

7'0" x 20.75" x 2.8" 47 liters
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PLASMIC

PLASMIC
SMALL WAVE TWIN

When we started working on prototypes for our soft tops, we wanted a 
sub 5’0 that could carry volume but still be a ripper. So we made a 4’10 
chunky twin that was a little over 30 liters, with a fishy rocker and a wild 
double-barrel bonzer-style concave. When Asher and Josh tested it, the 
results were insane. It was the first board Asher rode and the boys were 
stacking internet-breaking clips on a 1st-draft prototype. It became the 
mold for the Seaskate softy and the Plasmic. Ride it a little shorter and 
thicker than a Sunstone. It packs a lot of volume, but don’t be afraid to 
ride it 3-5 liters more than your shortboard.

プラズミック 
スモールウェイブ・ツイン

Albumがソフトトップモデルのプロトタイプに取り掛かり始めた頃、彼らはボリ
ュームを持たせつつもリッパーになりうる5’0未満のボードを作りたいと考えて
いました。そこでAlbumが作ったのは、4’10のチャンキー（厚め）なツイン。30L
ちょっとのボリュームに、フィッシュに近いごく浅めのロッカーと、太く二本刻ま
れたボンザースタイルのコンケーブ。アッシャー・ペイシーとジョシュ・カーが試
乗したときは、大騒ぎでした。なにせ、試作第一号だというのに、バズり動画のよ
うな見事なライドを何本も見せてくれたのですから。この型が、Seaskateソフト
トップとPlasmicの原型になりました。Sunstoneよりも少し短め、少し厚めが
お薦めです。ボリュームのあるモデルですが、怖がらずに、お手持ちのショートボ
ードより3-5L大き目で乗ってみてください。

H x W x T Volume

4’10” x 19.5” x 2.25” 26.5 liters

4'11" x 19.63" x 2.3" 27.5 liters

5’0” x 19.75” x 2.32” 28.5 liters

5'1" x 19.88" x 2.35" 29.4 liters

5’2” x 20” x 2.38” 30.5 liters

5'3" x 20.13" x 2.4" 31.6 liters

5’4” x 20.25” x 2.44” 32.7 liters

5'5" x 20.38" x 2.48" 33.8 liters

5’6” x 20.5” x 2.5” 34.8 liters

5’7” x 20.63” x 2.56” 36.4 liters

5’8” x 20.75” x 2.63” 38.2 liters

5’10” x 21” x 2.68” 40.7 liters
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SUNSTONE

SUNSTONE
TWIN FISH

The Sunstone is the foundation of Asher Pacey’s quiver, a twin-fin fish for everyday surf 
conditions. It has a traditional fish style, but it has been refined to perform like a more 
modern board. 

Bottom shape is single-to-double concave with vee in the tail.  It paddles easily and feels 
fast straight away.  Ride it with keel fins or more of an upright twin template depending on 
where you’re surfing.

サンストーン 
ツイン・フィッシュ

Sunstoneは、ツインフィンマスター、アッシャー・ペイシーのクイーバーの一本。日常のサーフコン
ディションに適したツインフィン・フィッシュです。トラディショナルなフィッシュスタイルでありなが
ら、今どきなパフォーマンスができるボードに洗練されています。
ボトムはシングルダブルコンケーブにVeeテールの仕様。パドルが容易で、スピード感が得られま
す。
サーフ場所によって、キールフィンやアップライトタイプのツインフィンのマッチングが適しています。

H x W x T Volume

4'10" x 19.5" x 2.2" 24 liters

5'0" x 19.75" x 2.25" 26.2 liters

5'2" x 20" x 2.35" 29 liters

5'4" x 20.25" x 2.4" 31.2 liters

5'6" x 20.5" x 2.5" 33 liters

5'8" x 20.75" x 2.6" 35.3 liters

5'10" x 21" x 2.65" 38 liters

6'0" x 21.5" x 2.75" 42.5 liters
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TOWNSEND

TOWNSEND
MID!LENGTH ASYM TWIN

Originally, we made one board for our friend Michael Townsend as a test. He loved the 
board so it became a regular model, and most people that ride it fall in love. It is a mix of 
twin fin, mid-length and asymmetrical.

One of the only boards that can beat the crowd on a knee-high day and also get barreled 
on a scary big barrel.  New riders on them are always blown away by the maneuverability 
and by how much you can carve. 

It’s the perfect mix of a longer rail, twin-fin speed, freedom and that asymmetrical magic 
that feels special to turn.

タウンゼント 
ミッドレングス・アシメツイン

Townsendは、元々Album Surfboadsの友人マイケル・タウンゼントに試作したものがベースで
す。マイケルはそのボードを気に入ってくれ、レギュラーモデルに仲間入りしました。一度乗るとほと
んどの人が気に入るこのTownsendは、ツインフィン、ミッドレングスと非対称が融合したデザイン
です。
膝丈の波の中で混み合う群衆を蹴散らすことができて、怖いくらいの大きなチューブを乗りこなす
こともできる数少ないボードの一つです。
新しくこのボードに乗る人たちは、その機動性の高さとカービングのしやすさに皆が圧倒されます。

H x W x T Volume

6'4" x 19.25" x 2.44" 33.5 liters

6'6" x 19.5" x 2.5" 36.5 liters

6'8" x 19.75" x 2.63" 39.5 liters

6'10" x 20" x 2.68" 42 liters

7'0" x 20" x 2.7" 43.1 liters

7'2" x 20.25" x 2.75" 45.5 liters

7'4" x 20.5" x 2.8" 48 liters
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TWINSMAN

TWINSMAN
STRETCHED FISH

The premier tool of the twin-fin trade. In Asher Pacey’s first batch of Album surfboards, 
this model became his favourite in all conditions. Everyone was asking “what is he 
riding?” 

The bottom shape is a slight concave deck, with a special rail shape that is fast but 
stays in control. Order this board two inches longer than your fish and 1-3 liters more 
than your standard shortboard.

ツインズマン 
ストレッチ・フィッシュ

ツインフィンボードの極上モデル、Twinsman。アッシャー・ペイシーが専属になった当初に彼
に渡されたAlbumのサーフボードの中で、全コンディションで彼の一番のお気に入りとなった
のがこのTwinsmanです。「彼が乗っているのは何だ？？」とギャラリーが口々に聞くほど。
独特なレールシェイプを伴う浅めのコンケーブデッキのボトムが、速さとコントロールを両立さ
せます。オーダーの際は、お手持ちのフィッシュより2インチ長め、スタンダードショートボードよ
り1-3L大きめでのオーダーがお薦めです。

H x W x T Volume

5'0" x 18.75" x 2" 23 liters

5'2" x 19" x 2.13" 25.3 liters

5'3" x 19.13" x 2.18" 26.6 liters

5'4" x 19.25" x 2.25" 27.9 liters

5'5" x 19.38" x 2.3" 29 liters

5'6" x 19.5" x 2.32" 30 liters

5'7" x 19.63" x 2.35" 31 liters

5'8" x 19.75" x 2.38" 32 liters

5'9" x 19.88" x 2.4" 33.4 liters

5'10" x 20" x 2.44" 34.4 liters

5'11" x 20.25" x 
2.48"

36 liters

6'0" x 20.5" x 2.5" 37.3 liters

6'2" x 21" x 2.63" 40.4 liters

6'4" x 21.5" x 2.75" 43.9 liters
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ALBUM SOFT TOPS

Have fun. It’s only surfing.

Good design is timeless. None of it matters if you’re not enjoying 
the ride.  Presenting 3 Album models in soft top construction, 
for those who are serious about fun.  All Album Soft Tops are 
scanned from the regular board models, so they are designed to 
perform. Album soft tops are 100% recyclable -- the deckpad, 
core, fin boxes, stringer system and leash plug. Let’s keep them 
out of landfills. 

Album ソフトトップモデル
ただのサーフィンだ。楽しもうよ。」

いいデザインは時代を選ばない。でも、ライドを楽しんでいないのなら、
そもそもデザインなんて意味がない。  Albumの３つのソフトトップモ
デルは、本気で「楽しむ」人のためのモデルです。  全てレギュラーモデ
ルを元にデザインされていて、パフォーマンス面も申し分なし。  Album
のソフトトップモデルは、デッキパッド、コア、フィンBOXからリーシュプ
ラグに至るまで、100%リサイクル可能です。

FEATURES INCLUDE:

• Made in the USA and 100% recyclable 
• Thermotech fins included. 
• No wax needed. Extra grippy pad on  
   the length of the deck. 
• Unique bottom contour and rails you  
   won’t see elsewhere 
• Light and durable with a Copolymer  
   core and inset stringers

ソフトトップモデルの特徴
•アメリカ製 
•100%リサイクル可能 
•サーモテックフィン同梱 
•ワックス不要（デッキ全面がグリップパッ 
   ド仕様） 
• 独特なボトム形状とレール 
•コポリマーコアと埋め込み式のストリンガ 
   ーが軽量さと耐久性の高さを実現

7170 www.joysurf.jp
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PRESTO 5’7”

PRESTO 5’7”

5’7” x 21.5” x 3” (43.5 liters) 
Twin fin

Available colours

Olive 
Cotton Drops  
Seafoam Drops 

プレスト 5’7”

5’7” x 21.5” x 3” (43.5 liters) 
Twin fin 

カラー展開 

オリーブ 
コットン・ドロップ 
シーフォーム・ドロップ
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4’10” SEASKATE

4’10” SEASKATE

4’10” x 19.63” x 2.92” (33.5 liters) 
Twin fin

Available colours

Insanity  
Sunspot Retro  
Golden Lightning

4’10” シースケート

4’10” x 19.63” x 2.92” (33.5 liters) 
Twin fin 

カラー展開 

インサニティ 
サンスポット・レトロ 
ゴールデン・ライトニング
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7’11” KOOKALOG

7’11” KOOKALOG

7’11” x 22.5” x 3.3” (about 80 liters) 
Single fin or 2+1

Available colours

Olive  
Magenta

7’11” クーカログ

シングルフィン または 2+1 

カラー展開 

オリーブ 
マゼンタ

7776 www.joysurf.jp



ジェッド・ダン　サーフボード
ジェッド・ダンの創作のエネルギーは、サーフボードのデ
ザインとそのパフォーマンスレベルを常に向上させるこ
と。彼のハンドシェイプサーフボードは、シェイパーたちの
間で受け継がれた知識に加え、流体力学や神聖幾何学理
論からもヒントを得ています。 

仲間たちから尊敬されるジェッドは、その道で最高のシェ
イパーの一人とされています。彼の拠点はオーストラリア、
ニューサウスウェールズ州の南海岸、森林と海が隣接す
る美しいエリア。彼の住居は“波”をイメージしてデザイン
されています。 

ジェッドはデレク・ハインドとの長年の関係の中で、1990
年代の10年間にわたってJ-Bayで使用されていた最も有
名なフィッシュボードをいくつかシェイプし、フィッシュス
タイルサーフボードの進化に携わってきました。 

一方、長年フレックステールのデザインも手がけており、
フレックステールサーフボードのエキスパートと しても知
られています。 

JED DONE SURFBOARDS 

Jed Done is committed to raising the bar in surfboard 
performance and design. His hand-shaped surfboards 
are inspired by theories of hydrodynamics and sacred 
geometry, cross-referenced with old-school shaper’s 
knowledge. He is highly respected amongst his peers 
and is considered as one of the best shapers in his 
area of expertise. 

Jed lives on the South Coast of NSW, Australia in a 
beautiful area where the bush (forest) meets the 
ocean. His house has been designed to look like a 
wave. Jed was involved in progressing (advancing) the 
fish style of surfboards, with a long time relationship 
with Derek Hynd, where he shaped some of the most 
famous fishes ridden at JBay over a 10 year period in 
the 1990’s. Jed has also spent a lot of time with flex 
tail designs, and is considered an expert in the flex 
tail surfboard. 

All Jed Done Surfboards are 100% hand shaped. 

7978 www.joysurf.jp



KEEL FIN FISH

SIZES 5’0” - 6’2” 

STRINGER Single 4mm  / Twin 2mm

FIN SETUP Glass-on Gephart Ply Keels

GLASSING  4 x 4 x 4 / 6 x 6 x 4 / Epoxy / Carbon Rail  

EXTRAS Tints / Patches / Timber block nose and tail 

The traditional style keel-fin fish effortlessly glides down the line 
with drive and speed. This is due to its flat planing hull and two large 
parallel ply keel fins. The Keel-Fin Fish was originally designed in the 
1960’s as a kneeboard by California’s Steve Lis. 

It was later refined by Skip Frye and surfers Derek Hynd and Tom 
Curren in the 1980’s. Jed Done was the shaper of the famous Hynd 
Fish model for Derek Hynd for over ten years. Jed’s own model is a 
remake of the traditional keel-fin fish in its most refined form. 

This style of board should be ordered 4-8 inches shorter than your 
regular board. 

KEEL FIN FISH
KEEL!FIN FISH
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キールフィンフィッシュ 
キールフィンフィッシュ

伝統的スタイルの「キールフィンフィッシュ」は、スピードを維持しながらも
容易にラインを滑走します。これは、フラット・プレーニング・ハルと平行に
立てた二つの大きなプライ・キール・フィンによるものです。 

キールフィンフィッシュは、もともと1960年代にカリフォルニアのスティ
ー ブ・リズによってニーボートとしてデザインされた後、1980年代にスキ
ップ・フライやサーファーのデレク・ハインド、トム・カレンらによって改良さ
れてきました。そんな中、ジェッド・ダンはデレク・ハインドの有名な“ハイン
ド・フィッシュ”モデルのシェイパーを10年以上も担当してきています。 

ジェッド自身のこのモデルは、伝統的なキールフィンフィッシュを最も洗練
されたフォームにリメイクしたものです。 

*このスタイルのボードは、通常お使いのボードより4-8インチほど短いも
のをご注文ください。 
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VB

SIZES 7’0 - 8’ 

STRINGER 9mm cedar

FIN SETUP Single fin box / Single fin box + small side bite fcs

GLASSING  4 x 4 x 4 / 6 x 6 x 4  

EXTRAS Tints / Patches / Pinlines 

The VB is inspired by the design concepts used in Californian 
shaper Ryan Lovelace’s VBowl model surfboard. It has a pinched rail 
displacement hull leading into a hard edged planning hull. 

It has a flat bottom rocker with no hips. This board is designed to 
glide beautifully across clean waves. The VB is perfect in small to 
medium sized waves.

It is designed to surf with your feet toward the centre of the board, 
with feet close together -  as though the board has a ball bearing 
sweet spot to turn from.

VB
VEE BOTTOM MID!LENGTH
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VB 
VEEボトム・ミッドレングス

「VB」はカリフォルニアのシェイパー、ライアン・ラブレースの代表的なモ
デル「V-BOWLS」のデザインコンセプトにヒントを得ています。ピンチレ
ール・ディスプレイスメント・ハルが、ハードエッジ・プレーニング・ハルに
繋がる設計で、ヒップのないフラットなボトムロッカーです。クリーンな波
を美しくグライドできるデザインで、中小サイズの波に最適です。両足をく
っつけ、ボードの中心部に向けて立つと上手く波に乗れるようデザインさ
れています。
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SPLIT KEEL SIDE CUT FISH

SIZES 5’6” - 6’5”  

STRINGER Single 4mm / Twin 2mm 

FIN SETUP Futures box Quad

GLASSING  4 x 4 x 4 / 6 x 6 x 4 / Epoxy / Carbon rail 

EXTRAS Tints / Patches / Pinlines / Flex Tail / Twin Channels  

This board is designed using the golden ratio of 1.618 to create 
unbroken parabolic curves throughout its shape. This maximises 
the wave/surfboard energy transfer to give the board unbelievable 
speed. 

It’s a cross between a traditional keel fin fish and a conventional short 
board, with the addition of a side cut in the tail. It has a super flat fish 
rocker in the centre line and a shortboard rocker in the outline. 

The bottom shape is Vee to deep concave in the centre and back 
to deep Vee through the tail. The split keels allow water to move 
through the fins and exit out the sides, making the board looser in 
turns. The side cut tail allows the board to turn fast and with control. 

Suitable for most conditions up to double overhead.

SPLIT KEEL SIDE CUT FISH 
SPLIT KEEL SIDE CUT FISH 
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スプリットキール・サイドカットフィッシュ 
スプリットキール・サイドカットフィッシュ

「スプリットキール・サイドカットフィッシュ」は ボード全体が黄金比を用
いた完璧な放物線形でデザインされています。

トラディショナルなキールフィン・フィッシュとショートボードを掛け合わ
せ、テールにサイドカットを加えました。レールラインにショートボード・ロ
ッカー、センターラインにフィッシュ・ロッカーを組み合わせたデザインに
より、ボトムに明確な輪郭が得られ、ハイスピードの滑走を楽しみながら
も、容易なターンが可能になります。 

サイドカットテールは、コントロールを維持しながらも素早いターンを助
け、スプリットキールフィンとのセットアップで、スピード感と自由な感覚が
得られるサーフボードです。

身長の倍の高さ程度までの波なら、ほとんどのコンディションで使えます。 

8584 www.joysurf.jp



SPLIT KEEL SIDE CUT FISH

SIZES 6’ - 7’   

STRINGER 6mm cedar  

FIN SETUP Futures box quad 

GLASSING  4 x 4 x 4 / 6 x 6 x 4

EXTRAS Tints / Patches / Pinlines / Flex Tail / Epoxy / Twin Channels  

The Split Keel Mid-Fish is a hybrid of the Keel Fin Fish and Split Keel 
Side Cut Fish. 

It’s an easy to surf mid-length fish suited to gentle waves from small 
to medium size.  It’s a great board for surfers who want to paddle 
easily into waves. 

The extra surface area coupled with a flat rocker allows the board to 
glide beautifully, while the split keel fin set up loosens the tail for 
easy turns. 

SPLIT KEEL MID!FISH 
SPLIT KEEL SIDE CUT FISH 
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スプリットキール・ミッドフィッシュ 
スプリットキール・ミッドフィッシュ

「スプリットキール・ミッドフィッシュ」は、「キールフィンフィッシュ」と 「ス
プリットキール・サイドカットフィッシュ」のハイブリッドで、中小サイズの穏
やかな波に適したミッドレングス・フィッシュ。波へ楽にパドルしていきたい
サーファーにおすすめです。スプリットキールフィンのセットアップがテール
を緩め、ターンを容易にしつつも、フラットロッカーなどが美しいグライド
を可能にします。 
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アルカリフィン
アルカリフィンはサーフィンを愛する全ての人々に、オリ
ジナルでプレミアムな品質のサーフボード・フィンを製造
するブランド。オーストラリアのニューサウスウェールズ
州ノース・コーストを拠点としています。 

全てのフィンはグラスファイバーパネルから職人による
手作業で作られています。 

アルカリフィンは昔ながらのサーフィンのスタイルを尊
重しつつ、現代サーフシーンて活躍する世界中のトップ
サーファーや職人たちのアイディアをそのデザインに融
合させています。 

ALKALI FINS

Alkali create original, premium quality handmade 
fins for people who love surfing. Hand foiled from 
fiberglass panels, Alkali’s focus is to bring new life to 
fin templates that have stood the test of time. Alkali 
make options for all board types, setups & styles. 

By combining the best from modern designs, premium 
materials & proven techniques Alkali Fins are unique 
& unrivaled. 
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