
Kei Okuda custom hand shape  

Price &説明  
皆さん はじめまして surfboard shaper Kei Okuda です。 

お客様は本当に調子の良い surfboard に巡り会った事がございますか？？ 

乗る本数が倍になったり、今までの board より takeoff が速かったり、SPEED が 

速かったりする訳です。新たな感覚から新たな next stage へ新しい surfboard が 

あなたを導きます。 

では surfboard の選択が間違えてしまった時に何が起きるでしょうか？？ 

乗れる本数が減る、やりたい事ができなくなる、めちゃくちゃかっこ悪くなる 

そして更につまらなくなってしまう。 

これを自分で気づかないでいると負のスパイラルになり 

何年も同じ事の繰り返しになります。 

もしお客様が思うようにいかない期間が長い場合知らずの 

ウチに負の slump spiral に陥っている可能性があります。 

是非この機会にご自分の surfing を Kei okuda を使って check してみては 

いかがでしょうか？？ 

Kei okuda が design する troublesurfboard は alternative board の究極を 

目指しております。 

最高に気持ち良くて、最高に速くて、最高にカッコ良く上手く乗れるような tool を 
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お客様と念密な relationship により開発し製造しております。 

そんな楽しい板に出会えたら surfing はもっと楽しくなります。 

Custom surfboard とは。。 

お客様が求める surfing に対して、何処の波で？波のどの位置で、どんな動きを 

したいのか念密に打ち合わせをし、実際にお客様の surfing を check し把握して 

から outline の型から製作し board builld していきます。 

その為、お客様と relation ship はかかせません。 

納期は約 2 ヶ月半です。（現在 5 月仕上がり。ご理解をお願いいたします 

お客様と打ち合わせ等を入れるとお客様が board を手に取る日から少なくとも 

半年前に contact いただけると image 通りの納期になると思います。 
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ご依頼の流れの説明です。 

まずお時間ある時に man to man school lesson（有料¥12000 

延長 1 時間¥4000 遠方片貝から他のポイント¥2000~ 

予約をしていただき、ご一緒に surfing をさせていただきます。 

その日の vest POINT で楽しくのんびりと surfing しましょう〜 （お客様のお時間にあわせますが 

季節や波によってオススメの時間帯や point がございます。） 

打ち合わせさせていただきながら決めていきます。 

2 人で surf します。いつも通りに surfing してくださいませ。良い所や力んでいつも以上をお見せする 
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必要はございません。とにかくいつも通りや、これからしたい事を教えてくださいませ。 

お客様のフォーム check など行います。 

Troublesurfboard を試してみたい方は 

試乗 rental していただいても構いません。お客様の任意ですが 

試乗 rental 後一週間以内にオーダーしていただい場合 rental 代金を board 代金 

からオフさせていただきます。（仕入れ品、既製品は不可。Custom order のみ） 

約 2 時間程度 1 ラウンド終わりましたらお店のほうに戻ります。 

ご成約するお客様はこの時点でオーダー用紙記入をしていただきます、   

少し考えたいお客様はこの時点でお疲れ様となります。 

店内や打ち合わせなど気の済むまで、色々ご質問くださいませ。 

そしてご成約のお客様は order 用紙の記入になります。 

原則として前金を決済していただきます。 

30%をお願いしてます。残りの 70%は引き取りと同時に決済を 

お願いいたします。いかなる場合も途中 cancel はお受けできません。 

前金は材料費なのでお返しする事もできませんのでご了承下さいませ。 

 

 

引き取りは基本的に二週間以内をお願いしております。 

それ以降に引き取りにこられるお客様には 

先振り込み決済、またはクレジットカード決済をお願いしております 
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尚、お客様の必要なくなったサーフボード代理販売も受け付けております。 

店頭、某オークションにて最短で入札が入る金額で出品し、その金額 

を頭金に pay させていただきます。 

手数料 15%プラス梱包料金¥2000 

また売却金額が surfboard 金額が超えた場合お金をお返しする事はでき 

ません。 

その他の service がその金額で pay できるようにいたしますので 

御了承くださいませ。 

 

Surfboard  

 

Price  

 

4’0~ 6.2 ¥149000  

6’3~8’11 ¥168000~¥189000  midlength に関して材料で前後する可能がございます。 

Order 時にご確認くださいませら。 

9’0~ 9’6 ¥249000 

9’6~ ¥275000 glider など 10’0 以上など ¥275000~承ります、 

 

ロービング charge ¥5000  
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Patchwork 1 枚 ¥5000  

8oz charge ¥20000  

バフ仕上げ ¥応相談 

エアーブラシ。樹脂 colour ご相談くださいませ。 

Custom handmade fin などもご相談ください。 

全て out tax でございます。 

Price の説明はここまでです。 
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余談。 

Troublesurfboard の take off の speed は爆発的です。 

他メーカーと shape の差をつけている為リッター表記は 

意味がありません。 

様々な outline やロッカーにより、水面に接地している 

場所は常に変わります。 

私は 15 才から skateboard と surfing を楽しんできました。 

1990 年代 competition にも出場した事もありましたが 

1 番楽しかった surfboard は fish でした。（ビンテージ 

Twin と bush man shape の fish) 

当時、先輩から縦にあがらないからダメと言われましたが 

自分で疑心暗鬼でスラスターに乗り続けたが。。。。。 

ずっと忘れない fish の感覚は今になってみたら真実だった 

と思います。お客様にも自分が楽しいと思った感性を大切に 
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していただきたいと思います。是非色々と surfing のお話を 

しましょう〜  

Shaper Kei  

 

 

 


