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2 ページ 

The New Board Order 

2020 年は、この絶対的に異様な状況下で、私たちに多くのことを教えてくれました。1 つ

目は、ボードで楽しむために、完璧な形のスロープやパークは必要ないということ。スノー

ボードは常に表現のツールであり、多くのライダーは自分の居心地の良い場所から離れ、よ

り遠くを見ることで楽しい時間を過ごせることに気付いたのではないでしょうか。 

 

2020 年はスプリットボード奉献の年とも言われていますが、私たちはそのチャンスを逃し

てしまいました。スプリットブラザーには大感謝ですが、私たちは DIY の反対側に座って

いるようなものです。何時間もかけてハイキングを楽しんでから山を下ることも出来るし、

裏庭に自分の遊び場を作って、同居人を呼んで夕暮れまで遊ぶこともできます。そして、そ

こに年齢は関係ありません。 

 

忘れないでください、スノーボードはこれからも同じではありません。この状況下で、私た

ちはスノーボードを見つめ直し、視野を広げることが出来ました。それまでシーズンごとの

フルコレクションや、何でもありの 2000 年代初期の考え方にとらわれていたスノーボード

業界全体が影響を受けたのです。 

 

それどころか、私たちは最初のシーズンに「キャリーオーバー」というコンセプトを導入し

ました、なぜなら中身に変化がないのであれば、表面を変えても意味がないと感じたからで

す。今でもこの考え方には賛同し、コレクションの一部を引き継ぐことにしました。次のペ

ージでご紹介するのは、私たちのコレクションに加えられたほんの一握りの新製品です。 

 

私たちはすべてのチームライダーと密接に協力し、彼らの本当のニーズに合わせてボード

を微調整しました。ビッグフットシュレッダーのための新しいワイドボードを導入し、業界

で最もヤバイ名前を持つ新しいオールマウンテンフリーライドマシンを投下しました。The 



Blame Thrower です。最後に、新しい芯材、BPPC ストロングコアを導入しました。この

芯材は、より速いベースを特徴とし、BSPP の軽量性と BPBA の強さとポップさを兼ね備

えています。 

 

21/22 シーズンは、#TNT トーナメントやいくつかのイベント、そして応援してくれている

Cartel のメンバーに会うためのエキサイティングな旅など、多くの計画を立てています。ス

ノーボードの新しい時代が始まろうとしていますが、私たちはその先頭に立ちたいと思っ

ています。ようこそ、New Board Order へ。 

 

4 ページ 

The Epitaph エピタフ 

Price 68,000 yen +tax 

~135 139 142 146 150 153 155 157 

オールマウンテン・パーク・フラットグラウンド 

-ラディアルサイドカット 

-スティッチド・トライアクシャルラミネート 

-スリングロッド・カーボンインサート 

-BSPP ライトコア 

-リフティ・ステンレススティールエッジ 

-シールド 4800 エクストルーデッドベース 

 

Canary のロゴ入りデッキ、The Epitaph は初心者から経験豊富ライダーまで、すべてのラ

イダーに自信を与えます。フラットキャンバーにより、滑らかで安定した乗り心地を実現し、

BSPP ライトコアとカーボンスリングロッドにより、自然な遊び心を損なうことなく、振動

を大幅に減少させています。 

パワフルな女性や、やんちゃなキッズのために、新たにスモールサイズを追加しました。 
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The StayBasket ステイバスケット 

Price 70,000 yen +tax 

~146 150 153 

パーク・ストリート・フラットグラウンド 

-ラディアルサイドカット 

-スティッチド・トライアクシャルラミネート 

-Dblock・インサートをノーズとテールに配置 

-BPCC ストロングコア 

-リフティ・ステンレススティールエッジ 

-グライド 6000 シンタードベース 

 

 

スノーボードは道具で出来ているが、人でも出来ている。私たちはクルーを愛し、The Cartel

もクルーです。 

だからこそ、Simon と Ras から、フィルムプロジェクトである Stay Basket とのコラボレ

ーションを提案されたときは大賛成でした。Stay Basket LTD は The Epitaph のシェイプ

をベースに、より高いオーリー、より強いプレス、より簡単なバターを投げるためのチップ

を追加しています。 
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The JahTiki ジャー・ティキ 

Price 75,000 yen +tax 

~146 150 153 155 

パーク・オールマウンテン 

-ラディアルサイドカット 



-スティッチド・トライアクシャルラミネート 

-ホッパークロス・インサート 

-BPPC ストロングコア 

-リフティ・ステンレススティールエッジ 

-グライド 6000 シンタードベース 

 

Rasmus Nielsen, AKA R.Art はジャズマンのようにクールです。ボードの上でも降りても、

彼は Sweats Style です。彼は我々のアートディレクターであり、クールなものに鼻が利く

スタッフでもあり、もちろんボードの上でもかっこいい。The JahTiki はミディアムフレッ

クスで、軽くてポップな新しい BPPC コアを採用しています。 

Ras に好きなようにデザインしてもらった結果、最高にクールなシュレッドスティックに

なりました。 
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The #TNT 

Price 75,000 yen +tax 

~151 152W 156 157W 

オールマウンテン・フリースタイル 

-ラディアルサイドカット 

-スティッチド・トライアクシャルラミネート 

-ホッパークロス・インサート 

-BPPC ストロングコア 

-リフティ・ステンレススティールエッジ 

-グライド 6000 シンタードベース 

 

Christin "Kirschi" Kirsch は Cartel を始めた人で、彼は自分のライディングとスノーボード

に対するビジョンを貫くことをやめません。The #TNT は 100％彼の発案によるもので、ベ

ースにはカンパニーのモットーが描かれています。新しいクラッチ 2.0 キャンバーと BPPC

ストロングマンコアを採用し、ジャンプ、レール、グルーマーでの究極のスナップを実現し

ています。 
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The Brainfart ブレインファート 

Price 72,000 yen +tax 

~151 153 156 

オールマウンテン・フリースタイル 

-トライラディアルサイドカット 

-スティッチド・トライアクシャルラミネート 

-ホッパークロス・インサート 

-BPPC ストロングコア 

-リフティ・ステンレススティールエッジ 

-グライド 6000 シンタードベース 

 

Ozzy は 2020 シーズンの Dogo のアウトラインをとても気に入っていましたが、Tiki の遊

び心も少し恋しく思っていました。彼は、同じシェイプでありながら、シンプルでスムーズ

なキャンバーと、より軽くて柔らかい芯材を持つボードを求めました。その結果、どんな地

形にも簡単に対応できる素晴らしいミッドワイドオールマウンテンフリースタイルライド

を実現しました。「The Brainfart は、おならのように軽くてソフトなボードでなければなら

ない」 - Ozzy。 
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The BlameThrower ブレイムスロワー 

Price 98,000 yen +tax 

~151 154 157 160 

オールマウンテン・フリーライド 

-ラディアルサイドカット 

-スティッチド・トライアクシャルラミネート 



-B-ホッパークロス＋スリングロッド・カーボンインサート 

-BPBA パワーコア 

-ZERO°ステンレススティールエッジ 

-ハイパーグライド 9000 シンタードベース 

 

私たちは、グルーマーでパワーターンをしたり、パウダーに腹ばいになって飛び込んだりす

るのが大好きです。私たちは、ホワイトゴールドの中で浮いているような、少し幅広のプラ

ットフォームを持つボードをデザインしたかったのですが、それでも軽快で反応の良い、パ

ワーのあるライディングを保証することができました。Blame Thrower は、信頼のおける

BPBA パワーコア、新しい HypaGlide シンタードベース、B-Hopper Basalt powered クロ

スをチップに採用しています。 
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The Freetown フリータウン 

Price 80,000 yen +tax 

~150 152 

パーク・ストリート 

-ラディアルサイドカット 

-スティッチド・トライアクシャルラミネート 

-AnarKee インサート 

-BPPC ストロングマンコア 

-リフティ・ステンレススティールエッジ 

-グライド 6000 シンタードベース 

 

ストリートベテランの Simon Houlind は、クリエイティブなアーバンライディングの保持

者であり、究極のスタイルマスターでもある。彼の初めてのシグネチャーボードは、彼のバ

ターのようでありながらパワフルでテクニカルなスタイルに 100％マッチしています。フラ

ットキャンバーとクラシックなポジティブキャンバーの利点を最大限に活かした、独自の

LockDown キャンバーを採用しています。サイモン自身がデザインしたこのボードは、彼

の人生の一部を物語っています。 
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Rider Designed 

ライダーがデザインしたということは、クールな奴らが自分たちのクールなブランドを作

っているということではありません。Canary Cartel は、スノーボード業界で実際に経験を

積んだ友人やライダーのグループから生まれました。そして、一般的なスノーボーダー向け

でありながら、高品質で驚くべき性能を持ち、比較的手頃な価格の製品をデザインするとい

う目標を掲げました。 

 

Feel-O-Meter 

feel-O-Meter は、ボードを説明するための最も直感に理解出来る完璧なツールです。 

すべての値は 0 から 10 まで、0.5 ステップで表示されます。 

フレックス率は縦方向と横方向の 2 つに分かれています。 

そのためボードが実際にどのように機能し、どのように曲がるのかを簡単に確認すること

ができます。 

Terrain セクションは、あなたのニーズに本当に合っているかどうかをチェックするのに役

立ちます。 

最後に、ポップレートはノーズ、ウエスト、テールの 3 つのゾーンに分かれています。 

これは Canary のボードがゾナルフレックスを採用しているからで、あなたのライディング

体験を向上させることを目的とした非常にユニークな機能です。  

 

Camber 

キャンバーは、芯材の構成やベース素材と並んで、スノーボードで最も重要な機能のひとつ

です。 

その曲がり具合は、ボードの乗り心地、ポップさ、ターンの仕方を根本的に差別化します。 

私たちはスノーボードデザインの長い経験から、シンプルであることを大切にしています。 

すべてのスキルとスタイルを満足させるために、4 つの異なるベンドを採用しました。 

 

Flatliner 

直感的で寛容な乗り心地を求めているなら、フラットキャンバーがお勧めです。 

どのような状況でもエッジを維持しやすいので、初心者でもターンを学ぶ際に苦労するこ

とはありません。 

さらによりソフトなので、プレスをより長く、より上手にキープすることができます。 



 

Camroller 

もっとポップな感じにしたいけど、どこでも楽しめるスムーズでフレキシブルなボードを

探している？ 

そして、ラフな着地で苦労しないためのボードが欲しいと思っているのでは？ 

そんな方には Camroller がお勧めです。 

ポジティブキャンバーは、バインディングホールの後の、ミドル、アーリーチップに施され

ています。 

 

Clutch 

Clutch でエッジコントロールを強化しましょう。 

Camroller に似たデザインの Clutch は、岩のような先端ではなく、バインディングホール

の後にフラットな部分があるのが特徴で、正確なエッジホールドとスムーズで楽しい乗り

心地を両立しています。 

上級者のパークライドや、スロープでのクルージングに最適です。 

 

Full Camber 

究極の性能を求めるのであれば、クラシックキャンバーが一番です。 

最大限のポップ感とボードコントロールを提供します。 

Canary Camber はクラシックな 8mm ブリッジを採用しています。 

 

Lockdown Camber 

この名前は、2020 年へのオマージュではなく（まあ、実際にはそうなのですが）、一度プレ

スにロックしたら、終わりにしたいと思うまで、そこから抜け出せないということを意味し

ています。フラットキャンバーのスムーズさと、クラシックなポジティブキャンバーのポッ

プさがミックスされています。 
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Core 

Canary Cartel の芯材は、市場で入手可能な最も優れた木材をセレクトし作られています。 

私たちはしっかりとした高品質のボードを作る方法を知っていますが、難しい理屈ではな



く、シンプルであることを大切にしています。 

この 2 つの芯材は、すべてのライダーのニーズを満たします。 

 

The Epitaph に搭載されている BSPP ライトコアは、軽量、生き生きとしたポップ、そして

耐久性を兼ね備えた最適なモデルです。芯材の中央部にはブナとスプルースの 2 枚の板が

平行に配置され、中央部にはパウロニアの板が 4 枚バイニングホールの幅に合わせて配置

されています。残りの部分にはポプラ材を使用し、全体の重量を抑えています。 

新開発の BPPC ストロングコアは、強度を重視しながらも軽量化を実現するための選択肢

で、ポプラ材とブナ材のストリングスをセンターに配しています。 

BPBA パワーコアは、反応性と強さが主な要件である場合の究極のソリューションです。4

枚のバーチの板が中央に配置され、端に寄り添うようにしてアッシュが並び、残りはバンブ

ーとパウロニアです。 

 

STAYBASKET 

カーボンとケブラーで作られた 4 つの DBlock インサートが、BPPC コアの先端を硬くする

ことで、ノーズとテールが生き生きとした柔らかいボードになり、寛容でありながらポップ

な乗り心地を実現しています。 

 

EPITAPH 

カーボンストライプで作られた 1 本のスリングロッドインサートが芯材の全長を貫き、中

央に位置することで、振動を抑え、ポップ感を向上させています。 

 

JAH TIKI / BRAINFART 

バインディングホールの直後に配置されたホッパークロスは、先端のポップ感を大きく向

上させ、バランスを崩した着地によるクラックを防ぎます。 

 

BLAME THROWER 

カーボンとケブラーをバランスよく組み合わせたホッパークロスを BPBA コアに採用する

ことで、強靭さとポップさを兼ね備えた、キレのある走りを求める熟練ライダー向けのモデ

ルです。 

 

FREETOWN 

BPPC ストロングコアをベースに作られた FREETOWN は、ケブラーで作られた独自の

Anarkee インサート、カーボンと Basalt V シェイパーが先端に補強され、ケブラーのスト

ライプが交差しています。Simon Houlind のお墨付きです。 

 



Sole 

Canary Cartel のボードには、3 種類のベースがあります。 

Epitaph には Shield 4800 の Die Cut ソールを使用し、これは高品質なエクストルーデッド

ベースで、固定が容易でほぼメンテナンスフリーです。 

Glide 6000 は、JahTiki、Staybacket、Brainfart、Freetown、TNT に使われているシンター

ドベースで、スクリーンプリント、クリーンで速いグライドが特徴です。 

最後に、The BlameThrower はシルクスクリーンプリントが施された非常に高速な焼結

HypaGlide 9000 ベースを装備しています。 

 

Edge+Sidewell 

Blame Thrower を除くすべての Canary ボードには、高品質のステンレス製リフティエッジ

が採用されており、1°の面取りが施されていて、これはターン中、エッジを簡単に保持す

るのに十分でありながら、ボックスやレールでの厄介な引っ掛かりを避けることができま

す。TheBlameThrower は、巨大なキッカー、凍った圧雪斜面、ハーフパイプの壁を念頭に

置いてデザインされているため、0 度の角度のベベルを採用し、完璧なエッジホールドを確

保しています。Canary ボードのサイドウォールは、信頼性の高い硬い ABS で作られてお

り、凍結したコンディションでの振動を軽減する VDS ラバーダンパーシステムを採用して

います。 

 

 

 


