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多様なマリンライフスタイルを提案する株式会社シーブリーズボートサービスと株式会社 NTL は、2021 年 4 月より世界初の

電動ジェットボードブランド「Raddin(ラディン) AB 社」の正規総代理店、正規総販売代理店として、次世代水上パーソナルモビリティ

「radinn」の販売を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

radinn Explore Icebreaker イメージ 

radinn 国内正規販売ホームページ https://radinn.jp/ 

現在先行予約を受付けております。今後、展示会や試乗会などを実施予定です。最新情報は radinn 国内正規販売ホームページ  

https://radinn.jp/ をご参照ください。実機は 2020 年 12 月 18 日(金)から 2021 年 3 月 31 日(水)まで b8ta Tokyo –  

Yurakucho(〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル 1 階)での期間限定展示また、国内総代理店  

株式会社シーブリーズボートサービス(〒236-0007 神奈川県横浜市金沢区 白帆 4 番 3 号 シーサイドピアビル 1F)では常時展示を

おこないます。*両店舗共に radinn Explore のみ展示。 

 

「radinn」には、波も風も、燃料もそしてボートや水上バイクによる牽引も不要です。シートやハンドル、エンジンもありません。静音かつ

クリーンな電動モーターによる駆動で環境に優しく、随所にカーボンファイバーを採用することで軽量化を図り、Bluetooth®5.0 搭載の

ワイヤレスリモコンで簡単に挙動を制御します。そして、iOS/Android アプリから、バッテリー(パワーパック)残量や利用時間、移動距離や

地図の表示や記録、アップデート、診断、リモート管理、マニュアルの閲覧など各種設定が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内で販売する「radinn」は、一般向けには 2021 年 4 月(予定)を目安にお届けを目安に、日本語の https://radinn.jp/ 

ホームページ経由での受注発注で注文から約 4 週間の納期を予定しております。エントリー向けの耐久性を重視した Explore

(エクスプロール)、安定感と敏捷性のバランスを重視した中級者向けの Freeride(フリーライド)、カービングを重視した上級者向け

Carve(カーブ)の 3 種類のスタイルのボードから色や形状が異なるバッテリー容量などの組み合わせの中からスタイルや用途にあった

仕様を選択することが可能です。Explore の価格は¥999,000〜(税別/国内送料別途)です。 

 
どんな乗り味だろうか。未知なる初挑戦を前にアドレナリンを感じる。20 時に寝る。待ちきれない週末。真夜中のロングドライブ。

グラッシー。順番を待つ。スピードやフローを感じる。思わずシャウト。忘れていた何かが目覚める。ライディングを撮影しあう。動画で研究する。

手入れをする。ギアを購入。天気図を見る。昨日よりも少し遠くまでいってみる。トリックを試す。誰もいない未踏の入江でピクニック。

水面で迎えるサンライズ、マジックアワー、オーロラ、ダブルレインボー。釣りをしてみる。通勤で使ってみる。友達や家族を誘う。

有給を取得する。自然の豊かさを感じる。そう、「radinn」について語ったり、想像するだけでも自然と笑みが溢れるはずです。 

- 水上での自由と興奮と笑顔をその手に - 

世界初の量産電動ジェットボード「radinn」日本上陸! 
波や風、燃料、牽引、免許も不要で直ぐに楽しめる 

海、川、湖あらゆる水面を滑走するクリーンな次世代 水上パーソナルモビリティ 
 

https://radinn.jp/
https://radinn.jp/
https://radinn.jp/
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Radinn AB 社は、南スウェーデンのイデオンサイエンスパークに隣接するルンド大学在学中に創設者 Alexander Lind (アレクサンダー・

リンド)によるプロジェクトから誕生した 2013 年創業のベンチャー企業で、Radical Innovation(急進的イノベーション/破壊的技術

革新)に由来する世界で初めて量産・商用化した電動ジェットボードブランドです。 

 

スウェーデンは、「水の都」、「北欧のヴェネツィア」とも称されるストックホルムをはじめ、約 95,000 以上の湖や水のある日本同様に豊かな

自然環境を有しています。そして、「自然は万民のものである。」、ルールを守れば、森や湖などに自由に入って楽しむ権利「自然享有権」が

あることに加え、隣国ノルウェーの世界最大級スケールのフィヨルドなど、北欧独特の地形にクリーンで容易な操作でアクセスできるなど、

自由度の高い水上電動ジェットボードの魅力が徐々に浸透。ツーリズムのシーンや個人所有、ヨット所有者のオプションなど既に多くの方に

利用されています。 

 

2014 年からプロトタイプの位置付けとして販売されていた第 1 世代は、価格設定や重量、スペックやローカライズなどの課題が

ありましたが、2018 年にアップデートされた第 2 世代のジェットパックを搭載した「radinn G2X」、そして 2020 年 5 月に発売された

第 3 世代のジェットパックを搭載した「radinn G3」の発表により、価格や重量、仕様の改良そして日本の法規関連に適合し

た製品として発売します。実質、電動ジェットボードの正規品としては国内初の販売となります。 

 

Radinn AB 社の創設者 Alexander Lind(アレクサンダー・リンド)は次のように述べております。「日本のユーザーにようやく

「radinn」のジェットボード体験を提供できることに興奮しております。「radinn」は、氷河やフィヨルド、運河、湖そして国土の半分が

森林となるスウェーデンならではの自然環境と共に育まれ、登場以来、静音かつクリーンで自然と共存できる新しいモビリティとして支持

されてきました。操作も容易なため、老若男女問わずウォータースポーツのエントリーユーザーや普段運動をしていないかたでもその性能に

魅了されるはずです。クリーンな「radinn」を利用することでエンジン動力では立入りできなかったような自然環境にもエントリーで

きる可能性も秘めています。車の大きさによっては中積みできるサイズのため、気軽に持ち運びできることも特徴です。」 

 

「日本は、全国各地に四季折々の自然豊かな景色や瞬間があると聞いていますし、もっと余暇を楽しむカルチャーが育まれてくると

思います。「radinn」を活用した事業を想像してみてください。なんでもない見慣れた景色でも、水面から見上げると普段とは

異なる風景になりますし、新たな観光需要の創出にも貢献できることでしょう。事業者のみならず、個人ユーザーにも楽しんでいただけると

確信しております。水上を自由に移動できる「radinn」だからこそ感じられるような、ちょっとした季節の移り変わりに気づいたり、

光や香り音などの五感が刺激されたり、忘れかけていた夢中、挑戦、興奮などの感情を思い起こさせてくれることでしょう。

「radinn」と一緒に、もっと自由に瞬間を楽しみましょう。」 

 

「radinn」ブランドは、そのブランド名を体現すべく、エクストリームスポーツの限界を急速に押し上げる目的で開発されており、独自の

電動ドライブトレインと特許取得済みのパワーパックやモジューラー技術により、海外仕様では最高時速は約 56km/h、体感速度では

約 90km 以上にも達するほどのクリーンで強力なビークルです。当社では、安心してより多くの方にご利用頂けるように日本仕様に

カスタマイズしてお届けします。出力をミニボード規格 1.5k 未満に設定することで、免許不要で操作が可能です。ライフジャケットを

着用することを啓蒙、推奨しています。また、操作可能区域など条例に基づき楽しむことを徹底しています。 

 

 

 

■ 「radinn」のパーツ名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上部デッキ面 

下部ボトム面 

 パワーパック(バッテリー)とフットストラップ*Carve のみ 

ジェットパック(電動モーター) 

ツインフィン(FCS2) 

カーボンファイバーハンドル 

ワイヤレスリモコン 

スロットル 

リーシュコードキー 
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パワフルでロングレンジ 

独自電動ドライブトレインと特許取得済

みのバッテリー技術により、強力な加速

性能と長距離走行を実現します。 

最大出力で駆動した際の駆動時間は

25-45 分*です。*仕様により異なります。 

 

 
オプション 
バッテリー(パワーパック)、ジェットパッ
ク、ハンドル、ワイヤレスリモコン、リーシ
ュコード、フィンなどのオプションも追加
購入可能です。サーフィン用の FCS2
タイプのフィンも流用可能です。 

 

 

 

■ 「radinn」の主な特徴(2020 年 11 月現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

radinn 概要(*仕様により異なります。また、変更の可能性がございます。) 

製品名: radinn Explore(Icebreaker、Sentinel)/Freeride(Urban Rebel、Element)/Carve(Tarifa、Phantom)  

(以下 Explore/Freeride/Carve 順に表記) 

サイズ: (全長/全幅/全高): H1950、1900、1780×W810、770、630×D170、170、160mm 

重量: ボード 15/11/7kg、ジェットパック 15kg、バッテリー25kg  出力: 1.5kW 未満(日本仕様) 

乗車重量上限: 130kg     本体素材: FRP およびカーボン   

バッテリー: リチウムイオン電池、最大 69Ah|3,478Wh     バッテリー駆動時間: 約 25-45 分 

充電時間: 通常の充電器で約 6-8 時間、急速充電器で約 2.5 時間  リモコン充電: 約 1 時間 

同梱品: ボード、 バッテリー(パワーパック)、充電器、ワイヤレスリモコン(Bluetooth®5.0)、専用フィン、リーシュコードキー、ケース 

オプション: カーボンファイバーハンドル、ジェットパック、バッテリー、(急速)充電器、ワイヤレスリモコンなど 

保証: 1 年間 納期:約 4 週間 価格: ¥990,000/¥1,200,000/¥1,450,000(税別)より 

*為替などにより変更になる可能性がございます。  
イメージ       

 

 

 

 

 

モデル名 Explore 

Icebreaker 

Explore 

Sentinel 

Freeride 

Urban Rebel 

Freeride 

Element 

Carve 

Tarifa 

Carve 

Phantom 

特徴 初心者向け 

●耐久性アンダーコート 

●バンパー内蔵 

中級者向け 

●オールラウンド 

●俊敏性 

上級者向け  

●カービング(ビンディング標準装備) 

●軽量 

全長×全幅×全高 1950x810x170mm 1900x770x170mm 1780x630x160mm 

重量(ボード/ 

ジェットパック/バッテリー) 
15/15/25kg 11/15/25kg 7/15/25kg 

 

耐久性 ★★★★★ ★★★ ★★★ 

汎用性 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 

敏捷性 ★★★ ★★★★ ★★★★★ 

スピード性能 ★★★ ★★★★ ★★★★★ 

価格(税別/送料別) ¥999,000 より ¥1,200,000 より ¥1,450,000 より 

※本内容に記載されている社名または商品名等は一般的に各社および Radinn AB の登録商標または商標です。 

※為替や関税、送料などにより販売価格は変更になる可能性がございます。 

※離島や一部地域への発送は別途追加料金を請求させていただく場合がございます。 

※アプリ利用に伴う通信料は利用者の自己負担となります。 

※radinn を利用する際には、周辺の安全に注意し、必ずライフジャケットなどを着用の上利用してください。 

※利用するエリアの法律、法令、規則、条例を事前に確認、遵守しモラルを持って安全に利用してください。 

簡単操作 
ワイヤレスリモコンとボート本体を
Bluetooth®5.0 で同期し、ボタンひと
つで直感操作。スロットルを押すと加速
し、離すと減速。体重移動で方向を変
え、身体とボードを繋ぐリーシュコードが
離れたり、リモコンが全て水に浸かると自
動停止します。 

クリーンで静音そして車内積み可 
電気駆動で、燃料は不要。燃料臭もエ
ンジン音もなく早朝の利用でも静音で
自然や環境にも優しい設計です。車載
も可能なサイズで気軽に持ち運びが可
能です。安全のため二人 1 組で持ち運
びをしてください。 
 
 

パフォーマンスの記録とアップデート 
iOS アプリとの同期で、バッテリー残量
や利用時間、移動距離、地図表示
などを記録。アップデート、状態の診断
もリモートでおこないます。電池容量な
どはアプリでアップデートが可能です。 
国内での利用は、アプリ設定時に必ず Regional 

setting(国選択)で Japan(日本)を選択してください。  

モジュラー形式&メンテナンスフリー 
ボート本体は特許取得済みのモジュー
ラー形式 3 ピース構造のシンプル設計
で交換が容易です。海水でも淡水でも
利用可能で、真水で洗い流すだけの簡
単洗浄を実現します。 
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radinn について 

2013 年にスウェーデンで創業。マルメを拠点とする radinn は、南スウェーデンのイデオンサイエンスパークに隣接するルンド大学在学中に創設者

Alexander Lind(アレクサンダー・リンド)によるプロジェクトから誕生した世界で初めて実用、商用化した電動ジェットボードブランドです。

Radical Innovation(急進的イノベーション)に由来する radinn のミッションは、アクションウォータースポーツに興味がある誰もがより速く、

ラディカルに、そして安全に楽しめる方法を追求することです。そして独自電動ドライブトレインと特許取得済みのバッテリー技術が実現する 

クリーンテックとモータースポーツならではのアドレナリンラッシュが融合して生まれた radinn だからこそ実現できる電動ジェットボード体験を

提供します。radinn の詳細は https://www.radinn.com/をご参照下さい。 

 

b8ta について 

b8ta は 2015 年に体験型の小売店を米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープン。Retail as a Service のパイオニアとして

約 5 年間新しいソリューションを先導。 ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見”をもたらす（Retail Designed for 

Discovery.）」を掲げています。実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽なものにし、消費者に世界中の

イノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。 現在では、米国で 23 店舗、ドバイに 1 店舗、日本に 2 店舗、

計 26 店舗を展開し、1000 以上のブランドが b8ta に出品しています。5000 万件以上の消費者と商品の接点を生んでおり、

世界 26 の実店舗に年間 300 万人以上の来店客が訪れています。(https://b8ta.jp/)  

b8ta 公式 SNS アカウント(日本版) 

Twitter: https://twitter.com/b8tajp  Facebook: https://www.facebook.com/b8tajp 

Instagram: https://www.instagram.com/b8tajp/ 

 

b8ta Tokyo – Yurakucho 

営業時間: 11:00-19:30 定休日: 不定休  

所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル 1 階 ※新宿店での展示はございません。 

 

SEABREEZE BOAT SERVICE(シーブリーズボートサービス)について 

国内 radinn 総代理店。1994 年横浜ベイサイドマリーナを拠点に創業以来、「FUN 楽しさ」、「TRUST 信頼」をキーワードに、豊かな 

マリンライフを提案して参りました。当社では 16.1 フィート(約 4.8M)のアメリカのフィシングボート「EdgeWater」から 150 フィート級(約 45m)の

世界最高峰のラグジュアリークルーザーと称されるイタリア「AZIMUT(アジムット)」などを中心とした世界各国多様なプレジャーボートの正規

販売代理店として、新艇、中古艇の輸入販売から修理、メインテナンス、リフォーム、カスタマイズからパーツの販売、輸入代行、船検代行まで、

全国 37 箇所のネットワークと協力しながら、安全で快適なマリンライフを楽しんで頂ける統合サービスを提供しています。 

また、多くの方が快適にマリンレジャーを楽しめるように法規や環境の整備など業界の振興にも尽力しております。 

当社の最新情報や詳細は https://radinn.jp/ https://www.seabreeze.co.jp/をご参照下さい。 

 

NTL(エヌティーエル)について 

国内 radinn 総販売代理店。ウォータースポーツへのエントリーアイテムや関連グッズを中心に提案して参ります。 

 

 

正規総代理店 株式会社シーブリーズボートサービス 

 

 

 

 

 

 

一般からのお問い合わせ先 

radinn 正規総販売代理店 株式会社 NTL 担当 服部 

E-mail： radinn@ntlws.com 

 

https://www.radinn.com/
https://b8ta.jp/
https://twitter.com/b8tajp
https://www.facebook.com/b8tajp
https://www.instagram.com/b8tajp/
https://radinn.jp/
https://www.seabreeze.co.jp/

