
学連艇ACPH
AB仕様説明書



標準学連仕様 ＡＢ仕様

① ジブタック ----- クラムクリート CL241

② フォアプラー ----- シート式クラムクリート止め

③ ジブハリヤード
１/１２ハーケンブロック＆カム

----- シート有り

④ ジブリーダー 両

⑤ スピンバッグ フタ無しタイプ
フタ付きタイプ（オクムラオリ

ジナル）

⑥ ブームバング
１/１８両デッキリード・ハーケンブロック＆カム

----- シート有り

⑦ トッピングリフト １/１センターケース上 １/２センターケース上

⑧ ツィーカー

ハーケンカム＋フェアリード
----- シート有り

RF666 H404

⑨ トラピーズシステム １．５ｍショックコード ３ｍショックコード

⑩ カニンガム
１本引きセンターケース上

サイドタンク両舷 センター
ケース上で分ける

倍率1/1 倍率1/4

⑪

センターボードシステ
ム

センターケース1本引き 両デッキリード

センター昇格 UPのみ・1/1 あり（UP-DOWN接続）・/1/2

サイドタンクへのリー
ド

なし あり

⑫ メイントラベラー ワイヤー式固定 ・ 式

⑫ メインシート
ハーケン スイブルベース・ラチェットブロック

8ｍｍ/29mm 8mm/40mm

⑭ ガンネルラバー ３Ｍセーフティテープ１ｍ
３Ｍセーフティテープオクムラ

オリジナル

⑮ スピンハリヤード ３倍速引き上げシステム

⑮ フットベルト パッド入りレーシングフットベルト（オクムラオリジナル）

スピンシート テトロン６ｍｍ ダイニーマ６ｍｍ

スピンポール
ポールリフト 1/1クラムク
リート+デッドアイ センター

ケース上

ポールリフト 1/2クラムク
リート+ブロック センター

ケース上

ポールダウン 結び目ストッ
パー、ショックコードテンショ

ンクリート無し

ポールダウン クラムクリート
+ブロック センターケース上

リード

アフタープラー ワイヤー式

ジブシート テトロン８ｍｍ ダイニーマ７ｍｍ

ジブリード なし
ジブリード 逆舷サイドタンク

カム

⑯ ハッチ ヤマハハッチ SEA WORLD ハッチ

⑬ スキッパー手元カムクリート配置



（デッキ全体写真）

特徴
①従来のAB仕様では、オプション対応であった「ダウンホール
センターケース上リード」「センターボードアップダウン２本
引き」が標準仕様に含まれるようになりました。
②オプションが多くなり、カスタマイズがよりしやすくなりま
した。
③船型・構造を根底から見直し、船形を改良しました。



①ジブタック

（バウデッキ）
・クラムクリート CL241

（ロープ類）
・ダイニーマ
４ｍｍ×１．８ｍ（１本）

②フォアプラー

（マストパートナー）
・クラムクリートMK2 CL211

（１個）

（ロープ類）
・ダイニーマ ５ｍｍ×０.９ｍ （１本）

③ジブハリヤード

（センターケース）
・ハーケン 281（１個）
・ハーケン 408（１個）
・ハーケン 300（１個）
・ハーケン バレットワイヤーシングル 098

（１個）
・Sカン１個
・ハーケン 409（１個）
・ロンスタン ステイアジャスター（２個）
・RF20175 １個

（ロープ類）
・ダイニーマ ４ｍｍ×１０ｍ （１本）
・ダイニーマ ５ｍｍ×１.７ｍ （１本）



④ジブリーダー※写真のインアウトはオプション

(トラック)
・ハーケン マイクロCBトラック 2707 （２本） ・ハーケン マイクロCBカー 2700 （２個）
・ハーケン マイクロエンドストップ 2706 （２個） ・ハーケン コントロールブロック 2704 （２個）
・ハーケン コントロールタング 2705 （２個） ・ハーケン カーボシングルブロック 348 （２個）
・ハーケン 16ｍｍチークブロック 416（２個）
（台座）
・ＦＺ製ジブ台座 ・ハーケン 29ｍｍカーボブロック 348（２個）
・ハーケン アルミカム 150（２個）
・アイストラップ（２個）
・ハーケン フェアリード 425 （２個） ・オクムラオリジナル 斜めスペーサー
（ロープ類）
・ダイニーマ ４ｍｍ×３．６ｍ （２本）

⑤スピンバック

・フタ付きタイプ（オクムラオリジナル）
・A52（４個）
・ショックコード ５ｍｍ×１ｍ （２本）、０.５ｍ
（２本）



⑥ブームバング

（マスト）
・ハーケン バレットシングルブロック 082（2個）
・ハーケン バレットワイヤーブロック098 （１個）
・ハーケン １６ｍｍ マイクロダブルブロック 406（1個）
・ハーケン マイクロシングルブロック 404 （1個）
・ハーケン １６ｍｍ マイクロトリプルブロック408（1個）
・板シャックル（２個）
（ブーム）
・ハーケン マイクロシングル/ベケ付きブロック 225

（1個）
（センターケース）
・ハーケン イクジットブロック 088 （２個）
（デッキ）
・ハーケン マイクロカーボカム 471（２個） ・ワイヤー
フェアリード 424 （２個）
（ロープ類）
・ダイニーマ ５ｍｍ×９ｍ （1本） ・ダイニーマ ４ｍｍ
×２.４ｍ （1本）

⑦トッピングリフト

（センターケース）
・クラムクリート MK2 CL268（１個）
・ハーケン １６ｍｍシングル/アイストラップ 442 （１個）
・ハーケン 281（１個）
・ハーケン 348（１個）
・トッピングフック（１個）

（ロープ類）
・ダイニーマ ４ｍｍ×９．５ｍ（１本）、３．５ｍ（１本）
・ショックコード ５ｍｍ×１．５ｍ（１本）



⑧ツィーカー

（デッキ）
・ケープフィールド ツィーカーベース
（２個）
・ハーケン マイクロカーボカム 471

（２個）
・ハーケン フェアリード 424 （２個）
・SEASURE Vボルト（１個）
・ハーケン １６ｍｍシングルブロック 404
（４個）
（ロープ類）
・ダイニーマ ４ｍｍ×３ｍｍ （１本）

⑨トラピーズシステム

（バルクヘッド）
・ロープガイド （２個）
・ハーケン １６ｍｍシングル/アイストラップ
442 （２個）
・ハーケン １６ｍｍチークブロック 416

（1個）
・トラピーズリング（２個）
・トラピーズクリート（２個）
（デッキ）
・ロープガイド Ａ52 （２個）
（ロープ類）
・ショックコード ５ｍｍ×３ｍ （１本）



⑩カニンガム

（センターケース）
・ハーケン １６ｍｍチークブロック 416 （２個）
・ハーケン １６ｍｍシングルブロック 404 (２個）
（デッキ）
・ハーケン １６ｍｍシングル/アイストラップ 442 （２個）
・ハーケン マイクロカーボカム 471 （２個）
・ハーケン フェアリード 424 （２個）
（マスト・パートナー上）
・ハーケン １６ｍｍシングルブロック 404 (１個）
（マスト・パートナー下）
・ハーケン マイクロチークブロック 233 （１個）
（ロープ類）
・ダイニーマ ４ｍｍ×４.５ｍ （１本）、２.３ｍ （１本）、１
ｍ （１本）

⑪センターボードシステム

（センターケース）
・ハーケン348 29mm

（１個）
・アイストラップ （１個）
・ハーケン350 ｍｍ （４個）
・ハーケン マイクロブロック/アイストラップ
443 （１個）
（デッキ）
・ハーケン348 ｍｍ （４個）
・ハーケン348 ｍｍ （２個）・回
収用
（ロープ類）
・ダクロン ６ｍｍ×３ｍ （１本）
・ショックコード ６ｍｍ×１ｍ （２本）



⑫メイントラベラー、メインシート

メイントラベラー
（センターバルクヘッド上）
・ハーケン マイクロCBトラック 2707.1 （１本）
・ハーケン マイクロCBカー 2700 （２個）
・ハーケン コントロールブロック 2704 （２個）
（デッキ）
・ハーケン マイクロアップライトブロック 243

（２個）
・ハーケン マイクロカーボカム 471 （２個）
・ハーケン フェアリード 424 （２個）
・ハーケン ４０ｍｍシングルブロック 2650 （1
個）
（ロープ類）
・ダイニーマ ５．５ｍｍ×２．８ｍ (１本)
・ダイニーマ ４ｍｍ×０．７ｍ （１本）

メインシート
（センターケース上）
・ハーケン リトルスイブルベース 205 （１個）
・ハーケン ５７ｍｍカーボラチェットシングルスイブル
2135 （１個）
（ロープ類）
・ダクロン ８ｍｍ×９ｍ （１本）

⑬（参考）スキッパー手元カムクリート
配置（ポート側）

ジブリーダー
カニンガムバング

スピンカム

スピンブロック

トラベラー、ジブリーダー、バング、カニンガム：
ハーケンフェアード424

センターアップダウン：
ハーケン29mmカーボブロック 348



⑭ガンネルラバー

①アセトンで貼り付け部分を拭く。

②ガイクリートベースから人差
し指１本分のところから貼り始
める。

③貼り終わったら、上半
分を前の部分から順に
折り曲げていく。

④手で押さえながら、
ドライヤーを当てていく。

⑤端の部分をカッターで斜め45
度にして、カッターを引くように
テープだけを切る。手触りが変
わり、はがれ難くなるので是非
お試し下さい。

（ガンネル）
・３Ｍ社製 セーフティウォークテープ 幅５
cm×長さ１.７m （２本）
３M製ガンネルの形にあうように改良
お客様にて貼り付け。

（貼り方参考）

⑮スピンハリヤード・フットベルト

スピンハリヤード
（コックピット）
・スピンカム用アルミベース （１個・自社製）
・ハーケン カーボカム 365 （１個）
・ハーケン アイストラップ 201 （１個）
・ハーケン ２９ｍｍシングルカーボブロック 348
（２個）
・ハーケン スモールスプリング 97 （１個）
・ロンスタン アイストラップ RF134 （１個）
（ロープ類）
・ダイニーマ ５ｍｍ×４．５ｍ （１本）
・ダイニーマ ４ｍｍ×１４．５ｍ （１本）

⑯ハッチ

SEA WORLD 

ハッチ （４枚）

⑰トランサム

ガジョン上下：オリ
ジナル部品


