
自分で作る木製サーフボード教室のご案内 
http://www.surfrider.jp/info/info.php?no=924 

 

 
	 中空木製サーフボードの製作において世界的に名高いPaul	 Jensen氏がアメリカより来日し、木製サーフボー

ド自作教室を開催します。Paul氏は、過去にアメリカ、アイルランド、フランス、ポルトガル、オーストラリア、

オランダで教室を開催しており、日本においては初めての開催となります。	 

	 Paul	 Jensen氏の提唱する木製サーフボードは、木製のフレームに薄い板を張り合わすことで中空工法により

作られ、同じ浮力を持つフォームのサーフボードよりも約1/2インチ薄く、軽量かつ丈夫であることが特徴です。

また、見た目の美しさ以上にサーフボードとしての性能を追求し、フォームボードでは味わえない独特の浮遊感

とスピード感を与えてくれます。Paul	 Jensen氏の木製サーフボードと活動については、Paul	 Jensen氏のホーム

ページ「	 http://www.hollowsurfboards.com/」にて、より詳しい情報が入手できます。	 

	 Paul	 Jensen氏と全国のウッドサーフボードビルダーと過ごす5日間は、木製サーフボード製作の基礎を学べる

だけでなく、あなたのサーフィンライフにとって大きな変化をもたらしてくれることを約束します。	 

	 

	 

 

 

 



【こんな方への参加をおすすめします】 

1. 世界でたったひとつのオリジナルサーフボードを作りたい方へ 

かつてサーフボードは自分で作るものであり、そこには自由と独創性がありました。無垢の木が持つ色合いや木

目の表情は、どれ一つとして同じものはありません。異なるパターンの組み合わせにより、あなたの思い描く「一

生もの」のオリジナルサーフボードをあなた自身の手で製作することができます。	 

	 

2. 初めて波に乗ったあの日の感動を再び味わいたい方へ 

木というエコロジカルな素材を用いる木製サーフボードは、乗り手に自然との一体感と高揚感与え、あなたのラ

イディングを異次元のレベルへと導きます。また、フォームのボードでは体験することのできない、中空木製サ

ーフボード独特の浮遊感とスピード感は、初めて波に乗ったあの日の感動を与えてくれます。	 

 

3. 木製サーフボードのシェイパーを志す方へ 

Paul	 Jensen氏の提唱する木製中空サーフボードは、伝統的な中空工法の流れをくむ最もスタンダードな工法で

す。本教室では、中空木製サーフボード作りの基礎と必要な材料について学びことができるため、今後自分でサ

ーフボード製作を続けていきたいと考える人にも、参加をおすすめします。また、トレーシーングペーパーをご

持参いただければ、Paul氏が持参するモデルのフレームキットのテンプレートの複写が可能なため、2本目、3

本目のボードの製作も簡単に行うことができます。さらには、全国各地から集まる新しい仲間との交流を通じて、

互いに学ぶことが可能です。	 

	 

4. 千葉でサーフィンを楽しみたい方へ 

本教室の会場となる千葉県山武地域は、九十九里海岸のサーフィンポイント(吉崎、片貝ポイント)にほど近く、

コンディションが良ければ早朝にサーフィンが可能です。木製サーフボード教室で出会う新しい仲間とサーフボ

ードを製作し波乗りも一緒に楽しむ、そんな充実した5日間を我々と過ごしませんか？	 

	 

5. DIYの技術の習得により自分の可能性を追求したい方へ 

中空木製サーフボードの製作には、新しいDIYスキルの習得と根気が必要です。5日間の教室参加を通じて、高度

なDIYスキルを習得し、自分自身の可能性を広げてみませんか？5日間の教室を無事終了し、手元に残るものは美

しく高性能なサーフボードだけではありません。大きなことを成し遂げた達成感と成長した自分への自信です。	 

 

6. DIYが好きでこれからサーフィンを始めたい方へ 

木製サーフボードは、何もこれまでサーフィンを経験したことのある人だけが楽しむものではありません。DIY

が好きでこれからサーフィンをはじめたい方、私たちと一緒に木製サーフボード作りからはじめてみませんか？	 

	 

7. 林業、家具製作等の木を扱う仕事に携わる方へ 

Paul	 Jensen 氏の提唱する木製サーフボード製作は、材料としてその地域固有の木材資源を利用することを信条

しています。全国各地で木を扱う仕事に携わり地域の木材資源の有効利用についてお考えの方、木製サーフボー

ドの製作を通じて新たな木の有効利用について私たちと一緒に考えましょう。	 



【場所】：千葉県山武郡市 

【期間】：2010 年 9 月 20~24 日	 (5 日間) 

【主催】：Paul Jensen氏 (通訳あり) 

【協力】：サーフライダー・ファンデーション・ジャパン、nobbywood	 surfboards	 

【定員】：	 12 名	 (先着順：定員に達し次第、参加申し込みは締め切らせていただきます。教室の最低敢行人数は

6名となります。)	 

 

【教室の概要】 

 千葉県山武地域の特産である山武杉と Paul Jensen氏のフレームキットを使い、5日間でラミネート(グラッシ

ング)ができる状態までにサーフボードを仕上げます。強度的に優れた山武杉は、かつて造船用の材料としても

重宝され、木製サーフボードの製作においてに適材であるといえます。この度の教室開催においては、地元の方々

の協力により節の無い山武杉板を使用します。 

 

【製作可能なモデル】 

	 本教室において、製作可能なサーフボードのモデルは以下のとおりです。一部モデルの長さが変更となりまし

た。また、	 9’6”	 Longboard	 (Noserider)が新たに追加となりました。	 

	 5’10”Fish 

	 6’2”	 Fish 

	 6’4”	 Shortboard	 (Single	 Fin) 

	 9’0”	 Longboard	  

	 9’6”	 Longboard	 (noserider)	 

	 11’6”Laird	 Stand	 Up	 Paddle	 

各モデルの特徴については、下の Paul	 Jensen 氏のホームページでご覧になれます。一部のモデルは載っていま

せんので、お問い合わせください。	 

http://www.hollowsurfboards.com/Boards.htm 

http://www.hollowsurfboards.com/FrameKits_000.htm 

* 11’6”SUP は数量限定です(最大 2本)。参加申込み順で希望をお聞きしますので、予めご了承ください。フィ

ンの数はお好みにより自分で決定することができます。 

 

【参加費】 

受講料 700ドル*1 + 材料費*2 

*1.受講料には、Paul Jensen 氏が販売する中空木製サーフボード製作マニュアル”HOW TO”の CD-ROM(100

ドル相当)とフレームキット(200ドル相当)が含まれています。また、参加人数が 12名に達した場合には、Paul 

Jensen 氏のご好意により約 100ドルの受講料の減額を予定しています。 

 

 

 



*2.材料費は、使用する部材のコスト、加工賃及び教室開催に係る必要経費を含み、その実費を請求させていた

だきます。材料費は、参加人数と製作するモデルの割合によって、7月下旬頃に正式に決定する予定です。現時

点での、材料費の目安については以下のとおりです。 

	 5’10”Fish	 	 	 	 	 65,000 円 

	 6’2”	 Fish	 ＆	 6’4”	 Shortboard	 (Single	 Fin)	 70,000 円 

	 9’0”	 Longboard	 	 	 	 	 	 75,000 円 

	 9’6”	 Longboard	 (noserider)	 	 	 	 78,000 円 

	 11’6”Laird	 Stand	 Up	 Paddle	 	 	 	 80,000 円	 

 

【参加条件】 

1.トリマー、ベルトサンダー等の電動工具の扱いについての基本的な知識を持っていること。*	 

2.トリマー、ベルトサンダー、1,200~2,400mm定規、アイロンをお持ちであれば、他の参加者と共有可能なこと。	 

3.指定の道具(鉛筆、ペン、ユーティリティーナイフ、小型カンナ、ホットボンド、グルーガン、スプリングク

ランプ、メジャー、ゴム手袋、ダストマスク、耳栓、ハケ、サンドペーパー	 (#100)、電源延長ケーブル等)を持

参可能なこと。指定の道具については、参加人数が確定した時点で別途に電子メールにてご連絡いたします。4.

教室開催中の事故、怪我、病気、トラブル等は各自の責任にて対処が可能なこと。	 

	 

*トリマー、ベルトサンダー等の電動工具の使い方については、学研マーケティングのドゥーパ編集部から詳し

い解説本が出ています。下のホームページをご参照ください。

https://www.diyna.com/bookshop/DOPA/doseries.html	 

 

【会場へのアクセスについて】 

お車をご利用の場合：千葉東金道路	 松尾横芝 IC から約 10 分、東関東自動車道	 成田 IC から約 15 分	 

電車をご利用の場合：ご相談ください。教室開催中の移動については、事務局にてできる限りの範囲にて対応い

たします。	 

 

【教室開催中の宿泊について】 

教室開催中の宿泊場所については、参加者各自で手配をお願いいたします。	 

会場周辺には３つの宿泊エリアがあります。	 

・片貝ポイント周辺（￥２５００～）	 

・吉崎ポイント周辺（￥２５００～）	 

・成田空港周辺（￥４８００～）	 

少しの時間でもサーフィンを希望される方は、片貝・吉崎ポイント周辺の素泊まり宿が便利です。教室の会場か

らは、片貝ポイントまでは車で 25 分、吉崎ポイントまでは 30 分程度かかります。空港エリアからは、会場まで

は約 15 分、片貝、吉崎ポイントへは車で 40 分強掛かりますが、どのホテルも施設は充実していて成田市街も近

く便利で快適です。なお、現在地元の方々のご協力をいただきながら、おすすめの格安宿泊施設の情報を収集し

ております。参加お申し込み後、宿泊施設の情報を電子メールにてご案内いたします。	 



【Q&A】 

Q:	 教室開催中のPaul	 Jensen氏との英語でのコミュニケーションが心配です。通訳等の対応はあるでしょうか？	 

A: 木製サーフボードを製作は、その製作プロセスを目で見て学ぶことがほとんどです。教室の進行、質問等の

対応については、事務局が通訳いたしますのでご安心ください。 

	 

Q:	 教室後のラミネート(グラッシング)作業はどのようにしたら良いでしょうか？	 

A: 中空木製サーフボード製作マニュアル”HOW TO”には、エポキシによるラミネートの方法について詳しく解

説されています。そのため、材料を用意すれば自宅に戻ってからラミネート作業を行うことができます。また、

希望者には、エポキシによるラミネート(グラッシング)の有料オプションをご用意いたします。参加お申し込み

後に、希望を電子メールにてお聞きいたしますので、ラミネート作業に自信のない方は有料ラミネートオプショ

ンをご利用ください。 

 

Q:	 教室の会場付近で昼食を取る場所はあるでしょうか？	 

A: 教室の会場から、車で 3分程度の場所にコンビニエンスストアがございます。また、地元の食材を使ったお

弁当の*手配が可能ですので、教室会場にて昼食を取ることも可能です。参加申し込み後に昼食についてのご希

望を電子メールにてお聞きいたします。 

*お弁当代は参加費には含まれておりません。	 

 

Paul Jensen 氏のポルトガルでのサーフィン 

 

 

 



【参加申し込みの手続きについて】 

1.参加申込金の入金 

	 参加申込金は、オンライン決裁サービスの「PayPal*」を通じて、Paul	 Jensen 氏に直接お支払いいただきます。	 

下の Paul	 Jensen 氏のホームページの「自分で作る木製サーフボード教室、千葉県山武郡市」下の PayPal ボタ

ンを押し、参加申込金として 100 ドルをお支払いいただきます。	 

http://www.hollowsurfboards.com/fins.htm	 

参加申込金の確認が取れ次第、予約完了となります。	 

教室は、6 名からの参加申込金の入金が確認できた時点で正式開催となり、6 月末時点で６名に満たない場合は

参加申込金の 100 ドルを返金いたします。	 

*Paypal の登録にはクレジットカードが必要となります。登録、入金方法等については、下の Paypal のページ

をご覧ください。	 

http://www.paypal.jp/jp/	 

 

2.参加申し込み用紙の送付 

参加申込金の入金が 6名に達し、教室の正式開催が決定した時点で、参加申し込み用紙を電子メールにて送付さ

せていただきます。連絡先、製作を希望するボードのモデル等をご記入いただき、指定の宛先まで電子メール及

び FAX にてご返送いただきます。	 

 

3.受講料の入金 

	 教室の正式開催が決定した時点で、参加申込金を差し引いた受講料として、残りの 600 ドルを Paul	 Jensen

氏に直接お支払いいただきます。お支払いは、参加申込金と同様に、PayPal を通じて行っていただきます。ま

た、定員が 12 名に達した場合には、Paul	 Jensen 氏の好意により、約 100ドルの受講料の減額を予定していま

す。入金の期限は、7月 30日(金)までとなります。	 

 

4.材料費の入金 

	 材料の手配は、サーフライダー・ファンデーション・ジャパン事務局の協力により、担当の寺内が一括管理を

しております。教室の正式開催が決定し、参加者の製作するモデルが確定した時点で材料費を銀行振込にて 7

月 30 日(金)までに入金願います。入金先については参加申込後に 7 月上旬頃までに電子メールにて連絡いたし

ます。	 

 

【教室参加に関する事務連絡について】 

	 教室参加に関する事務連絡は、サーフライダー・ファンデーション・ジャパン事務局	 の寺内が電子メールに

て行います。	 

 

 

 

 



【キャンセルについて】 

	 教室の正式開催が決定した以降のキャンセルは原則お断りします。参加者側の事情により、教室への参加がで

きなくなった場合は、Paul	 Jensen 氏及びサーフライダー・ファウンデーション・ジャパンは代わりの参加者を

探すよう努力いたします。しかし、代わりの参加者が見つからなかった場合は、中空木製サーフボード製作マニ

ュアル”HOW TO”の CD-ROMとフレームキットを Paul Jensen氏からご購入いただき、着払いにて送付させて

いただくことになります。また、手配済の材料についても、同様に着払いにて郵送させていただくことになりま

す。 

 

【プライバシーポリシーについて】 

 本教室への参加及び問い合わせ等により収集された個人情報は、サーフライダー・ファンデーション・ジャパ

ンのプライパシーポリシーに従い、安全かつ適切に取り扱います。 

http://www.surfrider.jp/aboutus/policy.html 

 

【日本国内お問い合わせ及び事務連絡窓口】 

サーフライダー・ファンデーション・ジャパン事務局	 	 

Paul	 Jensen	 木製サーフボード自作教室	 in	 千葉	 

担当	 寺内元基	 

TEL:03-6906-8096	 	 	 

email:	 woodensurfboard@gmail.com	 	 

	 

更新日時：平成22年5月21日	 

	 

	 

下のバナーはリンクフリーです。	 

よろしければ本ページへのリンクにお使いください。	 

	 

	 

	 

	 


