2018

フォールディング・カヤック

フォールディング カヤック
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モンベルは世界の信頼できるブランドが送り出す高品質の艇や
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ギアなどを通じて、ウォーターフィールドで活躍するすべての
人々のベストパートナーでありたいと考えています。カヌーや
カヤックに興味を持つ方、そしてそれらを通じて自然との触れ

レクリエーショナル カヤック………………………………………………
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合いを大切にしたい方へ、今年も「カヤック＆カヌーカタログ
2018」をお届けします。
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【安全に快適にパドルスポーツを楽しむために】

……………………………………………………………
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性能はいいがとんでもなく重く、
値段が高い外国製品か、
おもちゃのような国産のものであった。
頑丈で、
軽く、
値段が安く、
デザインのいいフネを作る会社ができたら、
魂を売ってもいい、
とどこかで書いたことがある。

艇によっては 初 心 者 の 方の 扱 いに適 さ な い も の もあります。
カタログに記 載 さ

ところがアルフェックがまさにそんなフネを作ってしまった。

れ た 各 艇 の 説 明 や、
店 舗にご 来 店 の 際 には 販 売 員 のアドバイスをご 参 考 の上、

あれは冗談冗談といいつつ、

自分 のレベ ルに合った カヌー・カヤック・S UP を 正しくお 選 びください 。
また 安
全 のためにライフジャケット の 着 用や、
必 要に 応じてヘ ルメットや 艇 へ のフロー

ツーリング カヤック…

レクリエーショナル カヤック

使用するフネの性能に左右される。

以前、
われわれが入手できたフォールディング・カヤックは

フィッシング カヤック

フィッシング カヤック

スタンドアップパドルボード…
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川旅の痛快さ、
ツーリングの幸福は

レクリエーショナル カヤック

フォールディング カヤック…

現在ぼくはこの社のフネに乗っている。

テーション( 浮 力 体 ) 等 の 装 着をして 下さい 。
パ ド ル ス ポ ー ツ を も っ と 楽 し く 身 近 に 感 じ て い た だ く た め に 、モ ン ベ ル で は
ア ウ ト フ ィ ッ タ ー 部 門 「 モ ン ベ ル ・ア ウ ト ド ア ・チ ャ レ ン ジ ( M . O . C . ) 」主 催

ホワイトウォーター カヤック………………………………………………

29

の初心者から上級者までを対象としたカヌー＆カヤックスクールやツアー
な ど の 催 し を 定 期 的 に 実 施 し て い ま す 。ぜ ひ ウ ォ ー タ ー ・フ ィ ー ル ド で 遊 ん
で み た い と い う 方 、自 然 が 大 好 き と い う 方 は ど う ぞ お 気 軽 に お 問 い 合 わ せ 、

カナディアン カヌー
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高い携行性

付属のバッグに収納すれば屋内で
保管できるほどコンパクトです。
また、フィールドへの輸送が簡単です。

「車に積む」「宅配便で送る」
「公共交通機関で移動する」等、
さまざまな旅のスタイルが可能です。

ツーリング カヤック
組み立て式

カナディアン カヌー
シリーズによって多様な旅のスタイルが可能です。湖・川・海とさまざまな

驚異的な軽さとコンパクト性を誇るパックラフト。この特性を生かして標高

フィールドで楽しむことができ、遊びの幅が広がります。

の高い場所にある湖などへ持ち込んでのツーリングも楽しめます。

パドル

アクアグライド（P.12 〜）

パドル

2

⃝エリア別カヌー・カヤック取扱店舗を検索
⃝旗艦店、エリア主力店、体験可能店など紹介

カナディアン カヌー

店舗情報

空気注入式

ホワイトウォーター カヤック

⃝新製品情報をいち早く収集
⃝ 特集コンテンツを定期掲載
⃝カタログにはない製品詳細情報を掲載
⃝製品毎の取扱店舗が検索可能
⃝エリア別の開催イベント・ツアーへのリンク
⃝季節のおすすめイベントのご案内

ポリエチレン製の艇に比べて
軽量なので取り扱いが楽です。

コ コ ペリ（P.11）

オ ルカヤック（P.10）

イベント情報

量

（P.4 〜）
アルフェック ®

パドルスポーツの総合ウェブサイト

商品情報

軽

ホワイトウォーター カヤック

32

コンパクト収納

ツーリング カヤック

パドル……………………………………………………………………………………………

BRANDS

スタンドアップパドルボード（SUP）

スタンドアップパドルボード

ご参加ください。
（詳しい内容はP.55 をご覧ください）
… ……………………………………………………………

■ 折りたたん でコンパクトになるカヤック

モンベルが取扱うパドルスポーツ用品
（カヌー・カヤック・SUP）や
イベントなどの情報を発信中！

ライフジャケット
1 枚のポリプロピレン素材を組み立てる構造。
組み立ては折りたたまれた状態

ライフスタイルにマッチする革新的な製品を展開する世界的ブランドです。

から広げてとめるだけのシンプルな構造のカヤックです。

高いパフォーマンスと品質、
さらにコストパフォーマンスも兼ね備えています。

3

フォールディング・カヤック

Folding Kayak
フォールディング カヤック

アルフェック®フォールディングカヤック

ボイジャー・シリーズ
Voyager Series

バックパッキング感覚で自由に旅ができる
私たちがフォールディングカヤックの開発に着手したのは、1990年のこと。
高い操作性と積載能力、軽量コンパクトで組み立ても簡単。既成概念を打ち破
る高性能なフォールディングカヤックを目指しました。ハンググライダーの機
体製造に用いられる流体力学と材料工学を取り入れ、最新のテクノロジーとク

レクリエーショナル カヤック

余裕の積載能力を持ち、川や湖などで活躍する本格的ツー
リングカヤックです。川や湖、海の沿岸部などでのキャンプ
ツーリングで真価を発揮する、アルフェックのフラッグシッ
プモデルです。 河原や湖畔でキャンプしながらのリバー・
ツーリングやレイク・ツーリングに最適のカヤックです。

ラフトマンシップの融合により完成したのがアルフェック®フォールディング
カヤックです。組み立てをより簡単にする独自のシステムをはじめ、カヤック
の旅を安全快適に楽しむための工夫が随所に盛り込まれています。さまざまな

ボイジャー 415

フィールドに対応できる幅広いラインアップを取りそろえています。

#2341028

税抜き価格

Voyager415

¥189,000（+税）

クロロプレン製カバー付きFRP製ハードコーミング

軽快な運動性と、中〜長期のキャンプ・ツーリング
にも対応できる十分な積載能力を併せ持つ本格的
な1人乗りツーリングカヤック。独自のデザインと高
剛性のフレームにより、大量の荷物を積んでも軽快
に漕げます。コックピットのコーミングは、分割式の
ハードタイプ（FRP製）を採用。スプレーカバーの
装着も簡単・強固で、高い防水性能を誇ります。

フィッシング カヤック

サンライズレッド
（SURD）

艇を支える基本構造と機能

アルフェック®
フォールディングシステム
工具を必要としない、独自のセットアップ・システムにより、
初心者の方でも簡単に組み立てることができます。

●全長：415cm ●最大幅：68cm ●コックピットサイズ（縦×横）
：76cm×38cm ●総重量：15.7kg
●最大積載量：120kg ●セットアップ時間：約14分 ●収納サイズ：95cm×37cm×27cm ●フットブレイス装備
●キャリングパック付き
※デッキロッドホルダー取り付け可能（別売：P.9参照）

6061-T8 アルミパイプ

サビに強いフレーム
非常に軽量で高い強度を持ち、サビにも強い
6061-T8 アルミパイプを使用。さらに表面
には強固な耐蝕表面処理を施しています。

ボイジャー 460T
#2341029

樹脂製ジョイント

高い剛性と柔軟性の両方を実現するためにフ
レーム縦方向のパイプと横方向のリブパイプ
の結合部分には樹脂製のジョイントを使用。
フレームにかかる負担を分散させることで耐
久性を向上させています。

特長

テンションシステム
アルフェック®シリーズ最大の特長といえるシステムです。フ
レーム最後部のテンションバーを使い、
「てこの原理」によって少
ない力で簡単に艇全体にテンションをかけることができます。

ウェルダー加工
溶着箇所は高いテンシ
ョンに十 分 耐えられる
ように、生地を折り返し
て独自の方法で溶着し
ています。
（特許取得済）

強度と耐久性に優れるポリエステルクロス・
ターポリンを使用しています。より高い防水
性を実現するために船体各部の生地はウェル
ダー加工（熱溶着）で貼り合わせています。
（アリュート®シリーズを除く）
。

ボトムの補強（特許取得済）

コバルトブルー サンライズレッド
（CBL）
（SURD）

⃝全長：460cm ⃝最大幅：77cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：206cm×40cm ⃝総重量：20kg
⃝最大積載量：290kg ⃝セットアップ時間：約19分 ⃝収納サイズ：95cm×40cm×33cm ⃝フットブレイス装備
⃝キャリングパック付き
※フィッシングベース及びデッキロッドホルダー取り付け可能（別売：P.9参照）

断面図

ボイジャー 520T

組み上がったフレームを船体布の正しい位置に挿入するためのレー
ルです。
レールに沿ってフレームを挿入することで、簡単にセンター
を合わせることができます。

船体布内の中央（舳先・船体中央・船尾の3 カ所）に
キールレールが装着されています。

キールストリンガー
水圧によるボトムセイルの凹みを抑え、
船底
の形状を維持するフレームです。
スピードとコ
ントロール性能をアップさせます。
（アリュー
ト®シリーズとエルズミア®480 を除く）
。

エアースポンソン

断面図

キールストリンガー

税抜き価格

Voyager520T

サンライズレッド
（SURD）

¥250,000（+税）

長期ツーリングにふさわしい高い積載能力を誇る
モデルです。長い全長と積載量に合わせた専用フ
レームをデザインし、大型カヤックながらボイジャー
460Tに勝るとも劣らない漕ぎの軽快さと操縦性
を確保しました。ボイジャー・シリーズ中、最高の安
定性を持ち、長い艇身が生み出す高い巡航速度も
魅力です。

パドル

キールレール（特許取得済）

エアースポンソン
船体内側両サイドに、
エアースポンソン（浮力
チューブ）
を装備。
安定性が向上し、
万が一浸
水しても艇が完全に沈むことがありません。
また、
セイルスキン横 方向のテンションも上
がり、
剛性向上と共に美しい船体の張りも生
まれます。

全長460cm
※ラダーを装備できます。
（別売：P.9参照）

⃝カラー

#2341030

前方へ倒すことで船体布と艇
全体にテンションがかかり、
船体に張りが生まれ、ベスト
フィットの状態が作れます。

コバルトブルー
（CBL）

カナディアン カヌー

底 部 の フ レ ー ム パ イ プ 沿 い の 部 分 に は、
2mm 厚の衝撃吸収シートをあて、負荷を軽
減。その上からさらに二重にウェルダー加工
した補強テープを溶着しています。

1人乗り艇としてセッティングした場合、中〜長期の
キャンプツーリングにも余裕で対応できる積載能力
があり、2人乗り艇としてセッティングした場合でも
数日のツーリングに対応できる積載能力を持ち、長
時間を漕いでもストレスを感じさせないゆとりある
スペースを持っています。本格的ツーリングカヤック
に要求される、安定性の高さと操縦のしやすさ、漕
ぎの軽快さは、多くの荷物を積んだときでも十分に
発揮されます。

ホワイトウォーター カヤック

セイルスキン
（船体布）

Voyager460T

¥220,000（+税）

ツーリング カヤック

剛性と柔軟性を両立させるジョイント

税抜き価格

スタンドアップパドルボード

組み立てが簡単

フレーム最後部のテンション
バーに船体布のコードを引っ
かけてバーを引き起こします。

全長415cm
※ラダーを装備できます。
（別売：P.9参照）

⃝カラー

アルフェックブランド紹介
・組み立て動画

サンライズレッド
（SURD）

全長520cm
※ラダーを装備できます。
（別売：P.9参照）

⃝カラー

アルフェック®

水圧

水圧

従来の
フォールディング
カヤック

サンライズレッド
（SURD）

⃝全長：520cm ⃝最大幅：80cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：206cm×40cm ⃝総重量：23kg
⃝最大積載量：320kg ⃝セットアップ時間：約19分 ⃝収納サイズ：98cm×40cm×34cm ⃝フットブレイス装備
⃝キャリングパック付き
※フィッシングベース及びデッキロッドホルダー取り付け可能（別売：P.9参照）

4
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フォールディング・カヤック

Folding Kayak

エルズミア®
・シリーズ

Aleut®Series

Ellsmere®Series

ボイジャー・シリー ズより組 み 立 て が 簡 単 で 安 定 性と操 作 性
に優 れた、
コストパフォーマンスの 高 いモデ ル です。
より手 軽
に水 上 散 歩を楽しみたい 方、
日帰りのツーリングや 湖 畔 の 水
上 散 歩 など、
それほどの 積 載 量を必 要としない、
ライトツーリ
ング向きのシリーズで手 軽に楽しみたい 方におすすめです。

#2341031

税抜き価格

海でのツーリングに特化した、本格的フォールディング・シー
カヤック。波を超え、沿岸をめぐり、無人島をたずね、浜にキャ
ンプする。広大な海を自由に行き来するため、技術の粋を集
めてデザインされた海を旅するカヤックです。

エルズミア®480

Aleut®380T

#2341034

¥175,000（+税）

サンライズレッド
（SURD）

全長380cm

⃝カラー
コバルトブルー サンライズレッド
（CBL）
（SURD）

Ellsmere®480

クロロプレン製カバー付きFRP製ハードコーミング

¥240,000（+税）

ホワイト
（WT）

エルズミア®シリーズの中でも際立った高速型のフ
レーム構造を持ち、リジッド艇にも並ぶほどのスピー
ド性能を誇ります。風の影響を受けにくい、特徴的
なフラットデッキ・デザインを採用。分割式のハード
コーミング（FRP製）を採用し、スプレーカバーも高
い防水性を発揮します。また、海水塩分によるフレー
ムの腐食を抑える犠牲金属の装着をアルフェック®
シリーズで初めて採用しました。大量の荷物でも出し
入れしやすい大型のバウハッチも装備。別売のラダー
を装着することで、より高い機動力を発揮します。

全長480cm
※ラダーを装備できます。
（別売：P.9参照）

⃝カラー
サンライズレッド
（SURD）

※フィッシングベース及びデッキロッドホルダー取り付け可能（別売：P.9参照）

エルズミア®530
#2341035

アリュート®430T
#2341032

税抜き価格

Aleut®430T

コバルトブルー
（CBL）

¥185,000（+税）

全長430cm

※デッキロッドホルダー取り付け可能（別売：P.9参照）

Ellsmere®530

¥260,000（+税）

長期にわたるシー・ツーリングを想定してデザイン
した、ツーリング・カヤックです。細めで長い艇身
により高い巡 航スピードを発揮。また、エルズミ
ア®480よりもさらに大容量の荷物の積載が可能
です。積載量の多い少ないにかかわらず操作性の変
化が少なく、また安定性の良さも重視してデザイン
されています。別売のラダーを装着することで、よ
り高い機動力を発揮します。

イエロー
（YL）

全長530cm
※ラダーを装備できます。
（別売：P.9参照）

⃝カラー
イエロー
（YL）

⃝全長：530cm ⃝最大幅：61cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：85cm×37cm ⃝総重量：20kg ⃝最大積載量：200kg
⃝セットアップ時間：約19分 ⃝収納サイズ：95cm×40cm×37cm ⃝フットブレイス装備 ⃝キャリングパック付き

⃝カラー
コバルトブルー サンライズレッド
（CBL）
（SURD）

#2341033

※フィッシングベース及びデッキロッドホルダー取り付け可能（別売：P.9参照）

税抜き価格

※デッキロッドホルダー取り付け可能（別売：P.9参照）

Ellsmere®570T

¥390,000（+税）

アルフェック®シリーズの中でも群を抜く積載能力と、
抜群の安定性を誇るモデルです。長くワイドな艇身を
コントロールするため、専用のラダーを標準装備。大
量の荷物を積み込んでの長期ツーリングに最適です。

コバルトブルー
（CBL）

⃝カラー
コバルトブルー
（CBL）

ホワイトウォーター カヤック

エルズミア®570T
⃝全長：430cm ⃝最大幅：77cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：206cm×40cm ⃝総重量：17kg
⃝最大積載量：230kg ⃝セットアップ時間：約13分 ⃝収納サイズ：92cm×37cm×29cm ⃝キャリングダッフル付き

ツーリング カヤック

アリュート®380Tに比べて積載量に余裕を持った
モデルです。荷物を積んでのツーリングやファミリー
での使用に適しています。全長が長くなった分、ス
ピードや直進性も向上しています。大きくなってもア
リュート®シリーズならではの組み立ての容易さと取
り扱いの容易さは変わりません。

税抜き価格

⃝全長：480cm ⃝最大幅：58cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：76cm×38cm ⃝総重量：18kg ⃝最大積載量：150kg
⃝セットアップ時間：約19分 ⃝収納サイズ：95cm×40cm×33cm ⃝フットブレイス装備 ⃝キャリングパック付き

ホワイト
（WT）

スタンドアップパドルボード

⃝全長：380cm ⃝最大幅：77cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：195cm×40cm ⃝総重量：14kg
⃝最大積載量：190kg ⃝セットアップ時間：約9分 ⃝収納サイズ：92cm×37cm×27cm ⃝キャリングダッフル付き

フィッシング カヤック

アルフェック®シリーズ中、最も軽量で素早く簡単
に組立てられるモデルです。水辺の散 策やバード
ウォッチングやフィッシング、2人乗りでの日帰りの
ツーリングから、１人乗りで1〜 2泊ほどのキャンプ
ツーリングなど、カヤックの最初の一歩をお考えの
方におすすめの１艇です。

税抜き価格

レクリエーショナル カヤック

アリュート®380T

フォールディング カヤック

アリュート®
・シリーズ

全長570cm

カナディアン カヌー

※ラダー標準装備

⃝全長：570cm ⃝最大幅：82cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：225cm×40cm
⃝総重量：27.3kg（本体：24.5kg、ラダーシステム：2.8kg） ⃝最大積載量：340kg ⃝セットアップ時間：約24分
⃝収納サイズ：98cm×40cm×41cm ⃝ラダー付き ⃝フットブレイス装備 ⃝キャリングパック付き

パドル

※フィッシングベース及びデッキロッドホルダー取り付け可能（別売：P.9参照）

アルフェック®アクセサリー
シーソック
沈脱の際、艇内に入る水を最小限に抑える、シーカヤッキン
グの際には必須の装備です。また、乗り降りの際に艇内への
砂や砂利の侵入も防ぎ、艇へのダメージとメンテナンスの手
間を減らすことができます。別売りのラダーセットとの併用も
できます。タンデム艇での使用には、コーミングカバーの装
着が必要です。スモールの内側には小物を入れるのに便利な
メッシュポケットがついています。
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エルズミア®
530、570Tフロント用
#2351210 税抜き価格 ¥6,500（+税）
⃝カラー：ダークチャコール（DKCH）

エルズミア®
570Tリア用
#2351211 税抜き価格 ¥6,500（+税）
⃝カラー：ダークチャコール（DKCH）

スモール
（アリュート ®シリーズ、ボイジャー・シリーズ、エルズミア®
480用）
#2351218 税抜き価格 ¥5,800（+税）
⃝カラー：ブラック（BK）

シーソック
装着例
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フォールディング・カヤック

Folding Kayak

旅をより快適にするアクセサリー
❸ ラダーセット
●
その他アクセサリー
（P.41参照）

海旅に…

フィッシングに…
❺ フィッシングベース
●

❹ デッキロッド
●

⃝6mmロープ×10m、
5mmバンジーコード×5m

エルズミア 570T には標準装備でついています。

ポータブルカヌーカート

❸ラダーセット

税抜き価格

税抜き価格

¥2,200（+税）

¥22,000（+税）

ボイジャーシリーズにセットできる機動力アップ用のラダー
セットです。ラダー操作を兼ねる専用フットブレイスとその
取り付け用レール、ワイヤー、ラダー本体のセットです。

❻ アウトリガー
●
❷ デッキロープセット
●
❷ デッキロープセット
●

ボイジャー 415用
#2351227 税抜き価格 ¥55,000（+税）
ボイジャー 460T用
#2351223 税抜き価格 ¥55,000（+税）
ボイジャー 520T用
#2351224 税抜き価格 ¥55,000（+税）

⃝材質：アルミ合金（フレーム）
（幅×高さ×前後長）
：60cm×30cm×37cm
※バッグは使用例です。 ⃝サイズ
⃝収納サイズ：60cm×25cm ⃝重量：1.4kg

フィッシング アクセサリー

フローテーションバッグ

写 真 のロッド 及びロッド
ホルダーは付属しません
（ロッドはイメージです）

LL（リア用）
#2351802 税抜き価格 ¥3,300（+税）

M（フロント用）
#2351801 税抜き価格 ¥2,500（+税）

M（フロント用）

写真のロッドホルダーは
付属しません

ボイジャー 460Ｔ装着例

LL（リア用 ）

❶コーミングカバー

アウトリガー

2人乗りタイプのセミオープン・コックピットの防水性を高める、各種コーミングカバーを用意しました。さらに高い防水性を得るため
にスプレーカバーを併用することも可能です。 ※スプレーカバーに関してはP.42 をご参照ください。

ボイジャー 460T/520T アリュート®430T １人用
#2351421 税抜き価格 ¥7,800（+税）

アリュート®380T ２人用
#2351424 税抜き価格 ¥7,800（+税）

ボイジャー 460T/520T アリュート®430T ２人用
#2351422 税抜き価格 ¥8,800（+税）

コーミングカバー１人用 装着例

エルズミア ®570T ２人用
#2351420 税抜き価格 ¥8,800（+税）

■フロアタンデム対応表
カヤック

⃝カラー：ブラック（BK）

フロアタンデム M バウ＆スターン
#2351889 税抜き価格 ¥3,800（+税）

フロアタンデム S センター
#2351888 税抜き価格 ¥3,600（+税）

フロアタンデム M センター
#2351890 税抜き価格 ¥3,800（+税）

2351887
フロア タンデム S
バウ＆スターン

2351888
フロア タンデム S
センター

2351889
フロア タンデム M
バウ＆スターン

×

×

○
○
○

○

アリュート®380T
アリュート®430T

○

×

ボイジャー 460T

2351890
フロア タンデム M
センター

×

×

×

ボイジャー 520T

アルフェック ®で釣りを楽しむ際に、艇に取り付ける作業台です。
必要に応じて別売のスコッティのロッドホルダー（P.22 参照）を
装着することができ、2 人乗りアルフェック ®艇すべてに取り付け
ることが可能です。ロッドホルダー取り付け用ボルト 4 本付属。

水の抵抗を最小限に抑え、速度や漕ぎの軽快さを犠
牲にすることなくより高い安定性を確保しました。スリ
ムな本体はパドリングの邪魔にならず、カヤックフィッ
シングにも最適です。船体のボトムと同じ生地をアウ
ターカバーに使用し、大変丈夫です。

×

×

○
○
○

※全ての商品は 1 個入りです。 ※ボイジャー415、
エルズミア®480、
530、570T には装着できません。

デッキ リペアセット
#2351920

税抜き価格

ボトム リペアセット
#2351921

¥1,250（+税）

⃝カラー：コバルトブルー(CBL)、
サンライズレッド(SURD）

⃝カラー：ダークグレイ(DGY)

リペアテープセット 40

CRC 6-66 マリーン用 潤滑剤

税抜き価格

#2351917

¥3,000（+税）

⃝カラー：ブラック（BK）

¥32,000（+税）

リペアボンド 50mL
#2351919

税抜き価格

¥600（+税）

リペアクロスの接着用として使用します。

UVテック 355mL
（12OZ）
#1824544

税抜き価格

¥1,500（+税）

紫外線から素材の表面を保護し、色を鮮やかにし、
傷を目立たなくする効果があります。パドルスポー
ツ関連製品は、4 ～ 5 回の使用ごとに UV テック
を塗布することで、ひび割れ、色あせを防ぐことが
できます。ただし、修理の際はパーツクリーナーな
どで「UV テック」を落としてから使用してください。
⃝内容量：355mL
⃝成分：水性エマルジョン、
アミン、
非イオン界面活性剤

○

×

×

○

530

お問い合わせ モンベル・カスタマー・サービス係

570T
後席

×

480

前席

×

後席

×

中席

×

前席

○ ○

×

520T
後席

×

一人乗り

×

中席

×

50cm

¥1,300（+税）

⃝容量：315mL

エルズミア®

460T
前席

¥2,000（+税）

×

35cm

415
後席

税抜き価格

×

×

中席

¥1,800（+税）

○

×

28cm

ボイジャー

430T
前席

税抜き価格

380T
後席
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¥1,500（+税）

対応
シート
位置

税抜き価格

修理とアフターサービス

アリュート®
中席

50cm
#2351110

税抜き価格

シートの前と後に、
バウ＆スターンを1つずつ
配置して使用できます

■フットブレイス対応表

前席

28cm
#2351108
35cm
#2351109

フットブレイス装着例

#2351806

一人乗り

一人乗り

○ ○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

●
○

●
○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

○

○ ○

×

●
○

×

×

×

×

×

パドル

効率的なパドリングが出来る、ワンタッチで取り付け可能なフットブレイスです。
アリュート®シリーズ以外の各艇に、標準装備されています。

税抜き価格

フレームのジョイント部、金具などの可動部に塗布
することにより、表面に強固な被膜を形成し腐食
や錆の発生を防ぎます。また、強力な浸透力で潤
滑を与え、可動部の動きを良くします。アルフェッ
ク®メンテナンスの必需品です。

⃝カラー：ダークグレイ(DGY)）

フットブレイス

¥1,250（+税）

ボトム用リペアクロス A4 サイズ× 2
枚、接着剤、サンドペーパー。

バウ＆スターン
センターのみ使用可能です

税抜き価格

デッキ用リペアクロス A4 サイズ× 2
枚、接着剤、サンドペーパー。

ボトム用リペアクロス（40mm ×10m）
、
接着剤、サンドペーパー。

１人乗り用の
シート配置の場合

2人乗り用の
シート配置の場合

センター

¥10,000（+税）

メンテナンス

#2351923

フロアタンデム使用例

バウ＆スターン

税抜き価格

カナディアン カヌー

フロアタンデム S バウ＆スターン
#2351887 税抜き価格 ¥3,600（+税）1個

アルフェック ®で釣りを楽しむ際に、別売のスコッティのロッド
ホルダー（P.22 参照）をデッキに装着するための台です。す
べてのアルフェック ®艇のフロント及びリアデッキに取り付ける
ことが可能で、必要に応じて複数のロッドホルダーを取り付け
ることが出来ます。ロッドホルダー取り付け用ボルト 4 本付属。

#2351220

ホワイトウォーター カヤック

フロアタンデム
フロア
タンデム

❻アウトリガー

¥2,900（+税）

⃝カラー：ダークグレー
（DGY） ⃝総重量：2.75kg
コーミングカバー２人用 装着例

アリュート®380T、430T、ボイジャー 460T/520T用のフロアシートです。船
体布とフレームを保護するとともに、フィッシングや小さい子供を乗せてのパドリ
ングの際に、より快適に楽しむことができます。

❺フィッシングベース

税抜き価格

ツーリング カヤック

アリュート®380T １人用
#2351423 税抜き価格 ¥5,800（+税）

❹デッキロッドホルダー
#2351221

⃝カラー：ブラック（BK）

スタンドアップパドルボード

フロント用とリア用の2種類の浮力体です。荷物を積んでいないときは、艇の空きス
ペースに入れておくと安全です。

フィッシング カヤック

フォールディング・カヤックを楽に運搬でき
る折り畳み式のカートです。各ジョイント部
分はゴムのショックコードでつなげてあるた
め、組み立て・分解が簡単。カヤックは組立
てた状態でも、パッキングした状態でも運ぶ
ことが可能です。直径 20cm の大径車輪で、
路面の多少の凹凸は気になりません。

シーソック
（P.7）

❷ デッキロープセット
●

アルフェック ®のデッキに装備すること
で装備を固定することができます。ツーリ
ングに欠かせない装備です。

#2351913

ホルダー

❸ラダーセット

エルズミア ®530用
#2351225 税抜き価格 ¥55,000（+税）
エルズミア ®480用
#2351226 税抜き価格 ¥55,000（+税）

#2351405

レクリエーショナル カヤック

川旅に…

❶ コーミングカバー
●

❷デッキロープセット

フォールディング カヤック

アルフェック®アクセサリー

TEL：06-6531-3544 FAX：06-6531-4055
0088(22)0031

eメール

r3@montbell.com

受付時間：平日 10：00 ～ 17：.30 / 土曜 10:00 ～ 15:00 ( 日祝祭は休業 )
修理やメンテナンスのご相談はモンベルストア店頭、またはモンベル・カスタマー・サービスで承ります。お気軽にお問い合わせください。

⃝修理の一例（船体布の補修）

※赤丸（○）のついたフットブレイスは各艇に標準装備されています。
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フォールディング・カヤック

Inflatable Kayak

ココペリ パックラフト

折ってつくる新発想のカヤック

驚異的な軽さのゴムボート

1 枚のポリプロピレン素材を折って組み立てるという、まったく新しい

ココペリパックラフトは、どこへ出かけるにも気軽に持ってゆける程

デザインのカヤックブランドです。発想は日本の折り紙から。 ” 折る ”

フォールディング カヤック

オルカヤック

の、驚異的な軽さとコンパクト性を誇るパックラフトメーカーです。コ

カヤックなので、ブランド名は「ORU KAYAK」となりました。広げて

レクリエーショナル カヤック

コペリパックラフトシリーズは、穏やかな流れの川や湖でのツーリング

折り合わせてバックルで留めるだけの、フレームを必要としない、新 発

やフィッシングに最適です。ニルヴァーナ追加で、ダウンリバーも対象

想 のフォールディングカヤックです。

になりました。また軽量で抜群の収納性を生かして、標高の高い場所に
ある湖などへ持ち運んでのツーリングにも活躍します。

広げて折って、組み立てる

ココペリ
ブランド紹介
ページ

オルカヤック
ブランド紹介
ページ

フィッシング カヤック

※写真はコンプレッションストラップで本体を
巻いた状態の本体です。
（写真の商品はキャストアウェイ）

コースト XT
税抜き価格

¥288,000（+税）

全長５mに迫るツーリングカヤックながら、驚異的な軽さ
を誇ります。オルカヤックならではの組立、保管、輸送の
容易さを実現しました。ツーリングカヤックを始める際の
あらゆる障害をクリアしてくれる１艇です。ロングツーリン
グにも対応できる積載力を持っています。

⃝全長：488cm ⃝最大幅：64cm
⃝コクピットサイズ（縦×横）
：76cm×41cm
⃝総重量：15.42kg ⃝最大積載量：180kg
⃝材質：5mm厚ポリプロピレンシート（2重構造）/
シート部：10mm厚
⃝セットアップ時間：10分〜15分
⃝収納サイズ：
（縦×横×高さ）
：84cm×31cm×74cm

⃝対応スカート：#1127268/スプレーカバー スモール（P.42）
#1127270/スプレーカバー ウィズ ジッパー（P.42）
⃝フットブレイス装備
⃝カラー：ホワイト/オレンジ（WT/OG）

ニルヴァーナ（セルフベイラー） Nirvana(Self-Baller)
#1843036

税抜き価格

¥158,000（+税）

艇内に侵入した水を自動で排水するセルフベイラー機能を搭載し、よ
り広く川下りに対応可能になりました。
⃝全長：229cm ⃝最大幅：94cm ⃝総重量：3.81kg（本体のみ）
⃝材質：
（側壁部）210デニール ナイロン（底部）840デニール ナイロン
⃝最大積載量：112kg（1人乗り） ⃝カラー：イエロー（YL）
⃝付属品：インフレーションチューブ、サイストラップ

全長488cm
全長229cm

#1843035

税抜き価格

ツーリング カヤック

キャストアウェイ

Castaway

¥128,000（+税）

背もたれとシートを装備した、ツーリングパックラフトです。船体は
気室が2分割され、船体が傷ついた際にも一気に空気が抜け難く
なっています。荷物を固定する際に利用できるナイロン製のDリング
が配置されています。

#1843016

BAY ST

税抜き価格

¥185,000（+税）

非常に軽量な艇本体で軽快な乗り心地が楽しめます。折り合わせ部
分は高いシールド性を持つため、深刻な浸水の心配もありません。
（完全防水ではありません。
）コクピットには、スプレースカートの装
着も可能です。

全長370cm

#1843014

BEACH
税抜き価格

¥169,000（+税）

レクリエーショナルタイプの「折り紙」式カヤックです。構造がシン
プルで組み立てやすく、リラックスして漕ぐことが可能です。大きく
なったコクピット開口部はサイド部分をボックス状に折り合わせるこ
とで高い強度を確保しています。
⃝全長：370cm ⃝最大幅：71cm
⃝コクピットサイズ（縦×横）
：157cm×51cm
⃝総重量：12kg ⃝最大積載量：136kg
⃝材質：5mm厚ポリプロピレンシート（2重構造）/シート部：10mm厚
⃝セットアップ時間：5分〜10分
⃝収納サイズ：
（縦×横×高さ）
：84cm×30cm ×76cm
⃝フットブレイス装備
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#1843032

税抜き価格

Hornet Lite

¥88,000（+税）

ココペリパックラフトシリーズの中でも最軽量を誇る艇です。船体
は1気室仕様で、シートは背もたれを排除した徹底した軽量コンパ
クトデザインです。より軽く、よりコンパクトな収納性を求める方
におすすめです。
全長370cm

⃝全長：216cm ⃝最大幅：94cm
⃝総重量：2.2kg（本体のみ）
⃝材質：
（側壁部）70デニール ナイロン（底部）210デニール ナイロン
⃝最大積載量：113.4kg（1人乗り）

全長216cm

パドル

ビーチ

ホーネットライト

全長231cm

カナディアン カヌー

⃝全長：370cm ⃝最大幅：64cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：76cm×41cm
⃝総重量：12.7kg ⃝最大積載量：136kg
⃝材質：5mm厚ポリプロピレンシート（2重構造）/シート部：10mm厚
⃝セットアップ時間：約５分〜10分
⃝収納サイズ：
（縦×横×高さ）
：84cm×31cm×74 cm
⃝対応スカート：#1127268/スプレーカバー スモール（P.42）
#1127270/スプレーカバー ウィズ ジッパー（P.42）
⃝カラー：ホワイト/オレンジ（WT/OG）

⃝全長：231cm ⃝最大幅：94cm
⃝総重量：3.4kg（本体のみ）
⃝材質：
（側壁部）210デニール ナイロン
（底部）840デニール ナイロン
⃝最大積載量：136kg（1人乗り）
⃝カラー：イエロー（YL）
⃝付属品：インフレーションチューブ

ホワイトウォーター カヤック

ベイ ST

スタンドアップパドルボード

#1843015

COAST XT

＊ニルヴァーナ・キャストアウェイ・ホーネットライト共通
＊付属品：ポンプバッグ、コンプレッションストラップ× 2 本、簡易リペアキット
＊一般的なインフレータブルカヤックと比べて、低い空気圧で充分な機能を発揮するデザインのため、持ち運びに便利な付属のポンプバッグでほぼ膨らませたあとは、息を吹き込むだけで
セットアップは完了します。
＊非常に軽量で風の影響を受けやすいため、使用の際は風や天候に充分注意が必要です。
＊使用の際は万が一のフィールドでのトラブルに備えて、強力な布粘着テープ等を必ず携行してください。
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フォールディング・カヤック

Inflatable Kayak
フォールディング カヤック

アクアグライド

HB
（ハードボトム）
シリーズ

空気で膨らます高性能カヤック

水面に浮べても立てるほどボトムに剛性があり操作性がよいので、ロングツーリング、ホワイトウォーターなどのフィール

アクアグライドは 1995 年の創業以来、ウォータースポーツに情

ドで活躍する機種が揃っています。また、片づけやメンテナンスが容易です。
⃝材質：
（チューブ）
1000デニールポリ塩化ビニル（ボトム）
500デニールポリ塩化ビニル

熱を捧げる人々によって製品開発を行ってきました。生み出された

レクリエーショナル カヤック

数々のプロダクツは数多くのユーザーに支持され、120 種類を超え
る革新的な製品を展開する世界的ブランドに成長。同社のカヤックと
SUP（スタンドアップパドルボード）は、それまでのインフレータ

シェラン HB タンデム XL

ブル艇に対する概念を一新しました。フィールドテストを重ねて作り

#1843054

上げたデザインを最新の加工技術で形にし、かつてない高いパフォー

税抜き価格

¥156,000（+税）

Chelan HB Tandem XL

ツーリング
レクリエーション

する革新的なカヤックや SUP は、ユーザーを新たな冒険へといざな
うことでしょう。

アクアグライド
ブランド紹介
ページ

全長457cm

⃝全長：457cm ⃝最大幅：91cm ⃝総重量：19.1kg（本体のみ）
⃝最大積載量：272kg（2人乗り）
⃝ポンプは別売です（HBシリーズ専用ポンプ）

チヌークＸＰシリーズ

フィッシング カヤック

着脱式キッズシートが標準装備され、大人 2 人に子どもやペットも一緒に楽しめる積載量と剛性を
兼ね備えたレクリエーショナルカヤックです。8cm のドロップステッチボトムは剛性に優れ、
リジッ
トカヤックに近い乗り心地が楽しめます。
シートはクッション性に優れたインフレータブルシートで、
空気の注入量を調節可能。艇の前後には手荷物程度のバッグを保持できるバンジーコードが張られ、
フロアの最後尾にはドレンプラグが装備されており、艇内にたまった水を簡単に排水できます。フロ
アボードは取り外し可能で、遊んだ後のメンテナンスも容易です。

マンスをもつ製品の開発に成功しています。ライフスタイルにマッチ

レクリエーショナルカヤックとしてデザインされた汎用性の高いカヤックです。静水や穏やかな流れで水上散歩が楽しめま
す。安定性に優れた船体に背もたれ付きの快適なシートが装着され、
艇の前後には手荷物程度のバッグを保持できるバンジー
えに、コストパフォーマンスが高いカヤックです。

⃝材質：
（側壁部）600デニール PU2コーティング ポリエステル

クリキタツト HB TWO
#1843056

◦シートにロッドホルダーを装備

アクアグライド共通仕様

#1843051

税抜き価格

Chinook XP One

レクリエーション

全長274cm

¥49,800（+税）

¥113,000（+税）

Klicktat HB Two

ホワイトウォーター
全長381cm

高い剛性と優れた操作性を持ったホワイトウォーター対応のインフレータブルカヤックです。急流で
の的確なコントロールに必要なロッカーを備え、抜群の安定性を誇ります。リジットカヤックに引け
を取らない硬くて反応の良いフロアと、自由に調節可能な快適なシートが、長時間の急流下りでのパ
フォーマンスをサポート。激しい水しぶきを浴びてフロアにたまった水は 6 箇所のセルフベイラー
から排出され、フロアボードは取り外し可能。メンテナンスも容易です。
⃝全長：381cm ⃝最大幅：91cm ⃝総重量：16.4kg（本体のみ）
⃝最大積載量：272kg（2人乗り）
⃝ポンプは別売です（HBシリーズ専用ポンプ）

ツーリング カヤック

チヌーク XP ONE

◦着脱可能なフィンを艇の尾部に装備

＊付属品：リペアキット、収納袋

税抜き価格

⃝全長：274cm ⃝最大幅：96.5cm
⃝総重量：10.0kg（本体のみ）
⃝最大積載量：113kg（1人乗り）
⃝ポンプは別売です（XPシリーズ専用ポンプ）

#1843052

税抜き価格

Chinook XP Two

レクリエーション

¥65,000（+税）

全長320cm

※ホワイトウォーターなどで使用する際は、ヘルメットを装着して下さい。

アクセサリー
ダブルアクションポンプ（HB シリーズ用）

ハンドルを引いても押しても空気を送りだせるダブルアクション
システムのポンプです。
対応機種：チヌーク XP シリーズ
（ONE、TWO、タンデム XL）

ハンドルを押した際と引いた際に空気を注入できるポンプです。高圧まで注入
する際は、身体に負荷がかかりすぎないように、シングルアクション（ハンド
ルを押した際のみ空気を注入できる）に切換えできます。
対応機種：シェラン HB タンデム XL、クリキタツト HB TWO

⃝最大注入圧力：15psi

⃝最大注入圧力：29psi

#1858003

チヌーク XP タンデム XL
#1843053

税抜き価格

¥75,000（+税）

⃝全長：391cm ⃝最大幅：91.54cm
⃝総重量：17.3kg（本体のみ）
⃝最大積載量：250kg（2人乗り）
⃝ポンプは別売です（XPシリーズ専用ポンプ）

Chinook XP Tandem XL

レクリエーション

全長391cm

税抜き価格

¥3,000（+税）

#1854111

¥7,900（+税）

税抜き価格

ターボハイプレッシャーポンプ DC 12V

サイストラップ

インフレータブルのスタンドアップパドルボートや
ボートに空気を入れるのに最適な電動ポンプです。
車のシガーソケットやカーバッテリーに手軽に接続
でき、設定された空気圧で自動的に停止する機能が
ついています。HR バルブ、ボストンバルブに対応。

艇に装着して、
漕ぎ手の膝をホールドするベルトです。
インフレータブルカヤッ
クでの急流下りでは欠かせない重要な装備です。

#1858004

税抜き価格

¥15,900（+税）

#1855999

税抜き価格

パドル

ダブルアクションポンプ（XP シリーズ用）

カナディアン カヌー

⃝全長：320cm ⃝最大幅：96.5cm
⃝総重量：13.1kg（本体のみ）
⃝最大積載量：181kg（2人乗り）
⃝ポンプは別売です（XPシリーズ専用ポンプ）

ホワイトウォーター カヤック

チヌーク XP TWO

スタンドアップパドルボード

コードを装備。フロアの最後尾にはドレンプラグがあり、艇内に溜まった水を簡単に排水できます。セットアップが早いう

¥6,500（+税）

⃝最大注入圧力：20psi ⃝総重量：2kg
⃝付属品：ワニクリップ、パッキン ⃝連続使用時間：20分
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Recreational Kayak

トライブ シリーズ

力をかけやすく
持ち運びがとて
もラク。

スキッドプレート

トライブ 9.5（ハッチ付き）
#1845558

レクリエーショナル カヤック

税抜き価格

船尾底部保護の
ため、シリーズ
全モデルに装備
（交換式）
。

折り畳み式のバ
ックレストとシ
ート前方にハッ
チを装備。

サンセット
（SUNST）

Tribe 9.5

¥65,000（+税）

⃝カラー

フィッシング カヤック

⃝全長：287cm ⃝最大幅：79cm ⃝高さ：41cm
⃝総重量：21kg ⃝最大積載量：136kg
⃝材質：リニアポリエチレン ⃝スキッドプレート
⃝前方可倒式背もたれ（角度微調整可）付きシート装備

シースプレー
（SPRAY）

フィッシング カヤック

狭いスペースで
も、積み重ねて
収納可能。

レクリエーショナル カヤック

共通機能

フォールディング カヤック

コストパフォーマンスに優れ、シンプルで扱いやすい人気のトライブシリーズです。折り畳み式のバックレストが装備され、快適な座
り心地です。座面の前方には小物を収納できるハッチがあります。磯遊び、素潜りをはじめ、フィッシングパーツの取り付けも可能な
ので、カヤックフィッシングのベース艇としても最適です。穏やかな流れなら川下りも OK と汎用性も抜群。家族や仲間との遊びの
幅がグンと広がる楽しいカヤックです。

フォールディング カヤック

シット・オン・トップ・カヤック

全長287cm

サンセット
（SUNST）

レクリエーショナル・カヤックの魅力…

しめるのがレクリエーショナルカヤックです。幅が広く安定感に優れ、コックピットは大きくゆったりとした座り心地で
す。適度な荷物を積み込む余裕もあり、フィッシングなどの遊びを楽しむのにも最適です。頑丈な素材でシンプルに作ら
れているため、メンテナンスの手間がほとんどかからずに使用できるのも大きな魅力です。

レクリエーショナル
カヤック
ラインアップ

シット・オン・トップ・カヤック
スタンドアップパドルボード（SUP）
シンプルなものから、用途に
あわせて座り心地を追求した
微調整可能なものなど様々。

トライブ 13.5（ハッチ付き）

ボトムには数カ所水抜きの穴
が開けてあり、波をかぶって
もこの穴から排水します。

#1845559

シンプルなものから、用途に
あわせて座り心地を追求した
微調整可能なものなど様々。

¥5,900（+税）

ハイライフ 11.0

シット・オン・トップ・カヤックに取り付ける、
背もたれ付のシート。外側はナイロンで中に
ウレタンパッドが入っており、シートの底はす
べりにくくなっています。
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#1845567

スカパープラグ 4PCS

ハッチキッ
ト 6.5 インチ

艇に装着して、漕ぎ手の膝をホールドす
るベルトです。

トライブ、ターポン、ペスカドールの各シリー
ズに適合するスカパーホールをふさぐための
プラグです。
（スレッシャー140には適合しま
せん）

後付けタイプのハッチキットです。取り付
けには穴開け等の加工が必要です。

税抜き価格

¥6,500（+税）

サンセット
（SUNST）

全長408cm

税抜き価格

Hi Life 11.0

#1855996

税抜き価格

（4 個入）
¥2,300（+税）

#1852950

税抜き価格

¥5,500（+税）

ブルー（BL）

¥108,000（+税）

ハイライフは、カヤックとしてもSUPとしても使えるハイブリッドな1艇です。
十分なスピード性能とSUPとして立って漕ぐ際にも十分な安定感を兼ね備え
ています。シットオントップカヤックのように快適に座れるシートは、座面下
に小物や食料などが入るスペースを設け、快適なデイトリップを楽しめます。
全体に、パッドが貼られているため、子どもやペットと一緒に水上散歩を楽し
めます。全体がフラットなシルエットなので、水中をシュノーケルなどで楽し
んだ後、簡単に再び乗り込めるので、水遊びのお供に最適です。

サイストラップ
#1855999

シースプレー
（SEA）

パドル

税抜き価格

⃝カラー

カナディアン カヌー

#1855981

シースプレー
（SEA）

Tribe 13.5

船尾（スターン）には荷物も
入ります。ハッチが装備され
ているものには、防水隔壁（バ
ルクヘッド）付きのものもあ
り、また、デッキ上に荷物用
のバンジーコードが装備され
た艇もあります。

カナディアン カヌー
パドル

¥88,000（+税）

収納スペース

アクセサリー

スタンダード
シットオントップシート

税抜き価格

⃝全長：408cm ⃝最大幅：86cm ⃝高さ：43cm
⃝総重量：30kg ⃝最大積載量：226kg
⃝材質：リニアポリエチレン ⃝スキッドプレート
⃝前方可倒式背もたれ（角度微調整可）付きシート装備

シート

ホワイトウォーター カヤック

全長348cm

ホワイトウォーター カヤック

下半身がカヤックの中に収まる形
で乗り込むタイプのカヤックです。
シートが水面より下にあるため、非
常に安定した乗り心地で水上散歩が
楽しめます。

¥75,000（+税）

ヘイディライム
（HYDLM）

艇内に荷物を入れられるハッチ
付きのものや、船尾（スターン）
や舳先（バウ）が、荷物が載せ
やすいトランク状のくぼみに成
形されたものがあります。

セルフベイラー

シット・イン・カヤック

税抜き価格

⃝全長：348cm ⃝最大幅：77cm ⃝高さ：41cm
⃝総重量：24kg ⃝最大積載量：159kg
⃝材質：リニアポリエチレン ⃝スキッドプレート
⃝前方可倒式背もたれ（角度微調整可）付きシート装備

ツーリング カヤック

ツーリング カヤック

シート

#1845560

ヘイディライム
（HYDLM）

Tribe 11.5

⃝カラー

収納スペース

デッキの上に座るタイプのカヤック
です。艇本体が中空構造であるため、
転覆しても沈みません。広々とした
湖や海での使用に最適です。

トライブ 11.5（ハッチ付き）

スタンドアップパドルボード

湖や川や浜辺の穏やかな水面を得意とし、もっとも手軽で、初めてカヤックに乗ったそのときから、心躍る水上散歩が楽

全長335cm

⃝全長：335cm ⃝最大幅：83cm ⃝高さ：30cm
⃝総重量：25kg ⃝最大積載量：132kg
⃝材質：リニアポリエチレン
⃝仕様：取り外し可能 9インチフィン

⃝カラー
ブルー
（BL）
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Recreational Kayak

ザイディゴ シリーズ
#1843716

Zydeco 9.0

ブルー
（BL）

¥73,000（+税）

税抜き価格

全長276cm
ライム
（LIME）

イントリギュー 10ʼ2

¥168,000（+税）

ABS製の軽量な船体は美しく、所有する喜びを満たしてくれます。コックピット底部に設けら
れた窓からは、水中の様子を眺めることができます。後部ハッチには日帰りツーリングには
十分な量の荷物が入り、安定性と運動性、速度性能のバランスが良いため、静水でのレジャー
から、穏やかな川や海でのショートツーリングまで対応します。

パドルレスキュー用テープ

ホワイト
（WT）

全長310cm

ホワイト
（WT）

フィッシング カヤック

#1843717

税抜き価格

⃝カラー

ブルー
（BL）

ザイディコ 11.0

#1842501

⃝全長：310cm ⃝最大幅：73.7cm
⃝コックピットサイズ（縦X横）
：96.5cmX47cm
⃝総重量：14.4kg ⃝最大積載量：125kg
⃝材質：ABS
⃝スターンハッチ（パルクヘッド装備）
⃝FLEX4シートシステム装備

⃝全長：276cm ⃝最大幅：72cm ⃝高さ：36cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：98cm×55cm
⃝総重量：17kg ⃝最大積載量：100kg ⃝材質：リニアポリエチレン
⃝カラー

INTRIGUE 10ʼ2

ライム
（LIME）

Zydeco 11.0

¥98,000（+税）

税抜き価格

⃝全長：340cm ⃝最大幅：70cm ⃝高さ：38cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：98cm×55cm
⃝総重量：22kg ⃝最大積載量：147kg ⃝材質：リニアポリエチレン
⃝カラー

（例）

ライム
（LIME）

コヴⅡ14.5 タンデム
#1845687

全長340cm

税抜き価格

Cove Ⅱ 14.5T

キッズシート

¥123,000（+税）

#1855958

シット・イン・カヤック
拡張アクセサリー

フィシングダッシュボード
#1855622

税抜き価格

¥5,800（+税）

レクリエーショナルカヤックのコック
ピット前部に装着できる作業台です。

#1855624

税抜き価格

税抜き価格

¥5,500（+税）

子ども用のカヤックのエクストラ
シートです。フィールドでは座椅子
としても使えます。
⃝カラー：ブラック（BK）

⃝全長：442cm ⃝最大幅：79cm ⃝高さ：40cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：229cm×58cm
⃝総重量：33kg ⃝最大積載量：249kg
⃝材質：リニアポリエチレン ⃝スターンハッチ（隔壁付き）

シースプレー
（SEA）

⃝カラー
サンセット シースプレー
（SUNST） （SEA）

¥9,000（+税）

コクピットのフロントに取り付ける防水ハッチ
とボトルホルダーのついたコンソール。

ツーリング カヤック

全長442cm

サウンド シリーズ

#1845690

後部トランクやロッドホルダーを装備した、フィッシングにも対応できる多用途カヤックです。カヤック底部のトライキール ( 三つ又の竜
骨 ) により、直進性に優れ、風に流されにくくなっています。RAM のソロマウント 1.5 が加工不要で取り付け可能で、高い拡張性を誇り
ます。バウのグラブループは艇と一体成型で、釣り針が引っ掛かりにくく、装着の容易なパドルホルダーも備えられ、カヤックフィッシン
グにも高い適応力を持ちます。取り回しが良く、車載も容易な 9.5 と直進性と収納力の高い 10.5 の 2 サイズがあります。
スキッドプレート

Sound 9.5

税抜き価格

モスカモ（MCAMO）

¥62,000（+税）

⃝全長：290cm ⃝最大幅：71cm ⃝高さ：33cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：142cm×60cm
⃝総重量：17kg ⃝最大積載量：136kg ⃝材質：リニアポリエチレン

プロデジーXS
#1845682

⃝カラー

サンセット
（SUNST）

Prodigy XS

¥65,000（+税）

初めてカヤックに乗る子どもや、小柄な女性を想定してデザインされたカヤックです。
艇本体の重量も、子どもが扱いやすい重さに抑えてあります。

全長290cm

モスカモ
レッドタイガーカモ
（MCAMO）
（RDTCM）

税抜き価格

⃝全長：305cm ⃝最大幅：58cm ⃝高さ：26cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：71cm×46cm
⃝総重量：12kg ⃝最大積載量：68kg ⃝材質：エグゾーラーTM

カナディアン カヌー

全長305cm

⃝カラー
サンセット シースプレー
（SUNST） （SEA）

サウンド 10.5
#1845683

税抜き価格

レッドタイガーカモ（RDTCM）

Sound 10.5

¥68,000（+税）

アクセサリー
レック 2.0&4.0&6.0 バッグ

⃝カラー
モスカモ
レッドタイガーカモ
（MCAMO）
（RDTCM）

全長320cm

RAM フィッシングパーツへの拡張

ソロマウント 1.5
#1852951

税抜き価格

（P.22）

¥3,800（+税）

サウンドのモールド式の穴に加工不要で取
り付け可能。
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※適合するサイズをお確かめの上ご購入ください。

パドル

⃝全長：320cm ⃝最大幅：75cm ⃝高さ：40cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：142cm×60cm
⃝総重量：21kg ⃝最大積載量：152kg ⃝材質：リニアポリエチレン

ホワイトウォーター カヤック

サウンド 9.5

スタンドアップパドルボード

細身の2.5人乗りレクリエーショナルカヤックで、適度なスピード性能と、方向安定性
能を持ちます。シート調整幅が大きく、状況に応じて、
1人乗り、
2人乗り、子どもと大人、
ペットと一緒になど、自由にセッティングできます。

カヤックコンソール
ウイズドライハッチ

レクリエーショナル カヤック

ザイディコ 9.0

初めての方にも安心の安定性と操作性を持ちながら、流れの中でのコントロール性能を持ち合わせる、運動性も高いモデルです。静水
のレジャーはもちろん、スプレースカートの装着で川下りも楽しめます。軽量で取り回しの良い 9.0 と、直進性に優れ、大型のハッ
チに 1 泊程度のキャンプ用品も積載可能な 11.0 の 2 サイズをご用意しました。

フォールディング カヤック

シット・イン・カヤック

シット・イン・カヤックに浮力体を装着することで、艇内へ
の大量の浸水を防ぐことができ、安全性が高くなります。

税抜き価格 ¥5,000（+税）
#1855819（2.0）

⃝サイズ：64cm × 64cm ⃝材質：ビニール

税抜き価格 ¥5,400（+税）
#1855818（4.0）

⃝サイズ：89cm × 64cm ⃝材質：ビニール

レ ッ ク2.0
バッグ

レ ッ ク4.0
バッグ

レ ッ ク6.0
バッグ

税抜き価格 ¥6,000（+税）
#1858606（6.0）

⃝カラー：シルバー（SV） ⃝サイズ：114cm × 64cm
⃝材質：ビニール

レクリエーショナル・カヤックやツーリングカヤックにセットす
るフローテーションです。3つのサイズからお選びください。

シルバー
（SV）

17

Fishing Kayak

フィッシング カヤック

釣り人の期待に応えるべくデザインされた、本格的なフィッシングカヤックです。シートは高さを2段階に変えることができて、リクライニングも
可能なメッシュシートを採用し、安定性に優れた船体とあいまって快適な釣りが楽しめます。パドルホルダー、カップホルダーはもちろん、デッキ
上にはタックルボックスホルダーやセンターコンソールを装備。またモールドロッドホルダー 2基やギアトラック装着のためのモールドを装備し、
拡張性も充分です。前後のトランクにはメッシュカバーやバンジーコードを装備し、万全の用意を整えています。
モスカモ
（MCAMO）

ペスカドールプロ 10.0

スタンドアップパドルボード（SUP）

⃝全長：320cm ⃝最大幅：81cm ⃝高さ：36cm ⃝総重量：26kg
⃝
 最大積載量：147kg
⃝カラー
モスカモ
（MCAMO）

全長320cm

メッシュバウカバー

フィッシングに特化した機能を搭載
衝撃に強く不沈構造のシット・オン・トップ・カヤック

ペスカドールプロ 12.0

フィッシングギアを取り付けて、自分好みにカスタマイズできる

ホワイトウォーター カヤック

フィッシングギアをレールに取り付けることにより、船本体に穴を開けることなく
カスタマイズを楽しむことができます。

⃝全長：365cm ⃝最大幅：82cm ⃝高さ：37cm ⃝総重量：29kg
⃝最大積載量：170kg
⃝カラー

スコッティ
ギアヘッドトラックアダプター
#1855679

スライドトラックス対応オプションおよび
Scottyパーツ（P.22.23）を装着するための
アダプターが取り付けられます。
※WILDERNESS社製カヤックに実装

カナディアン カヌー

ベースマウントの直付けには専用の留め具を使用してくだ
さい。商品ラインアップ等、詳細はP.22・23へ。

ウェルナットキット 4PCS
付け替え可能
ロッド
ホルダー

#1855689

税抜き価格

¥980（+税）

リベットキット 10PCS
#1855690

ベースマウント

税抜き価格

¥1,180（+税）

全長365cm

メッシュバウカバー

ペスカドールプロ シリーズ 共通仕様
⃝材質：リニアポリエチレン ⃝スキッドプレート装備 ⃝プロシート
⃝センターコンソール ⃝バウストレージに魚探センサー装着可
⃝メッシュバウカバー ⃝スターンデッキロープ装備
⃝モールドロッドホルダー×2

ペスカドール シリーズ

ツーリング カヤック

マウント

パドル

¥2,600（+税）

※レールの種類によって対応するアクセサリーが異なります。

ベースマウントを駆使して
好みの位置に設置できる

ベースマウントは船本体に直付け（艇に穴を開け
る必要があります）もできます。
レール位置を気にする必要がないため、自由度の
高いカスタマイズが可能です。直付けしたベース
マウントに合うパーツなら、付け替えることもで
きます。

税抜き価格

Scottyのロッドホルダーなどを
レールへ取り付けるためのアダプター。

レール

サンセット
（SUNST）

Scotty（スコッティ）用

アウトラインはペスカドールプロと同様で、安定感に優れた性能を持っています。装備品をシンプルにし軽量化。リーズナブルでお買い求めやすい
フィッシングモデルが登場しました。ペスカドールプロとは、シートの違い、バウデザインの違い、魚探ソナーの取り付け穴の有無、グラブハンドル
をモールド式に変更、ハッチなどアウトラインは一緒でも装備、機能が異なります。

※位置によって取り付けできない場合があります。
モスカモ
（MCAMO）

Pescador 10.0
#1845569

ペスカドール パイロット12.0

モスカモ
（MCAMO）

ライフジャケット
Pescador Pilot 12.0
#1845566 税抜き価格 ¥235,000（+税）

¥80,000（+税）

⃝カラー
モスカモ
（MCAMO）

全長323cm

ハッチ付き

クロージング

カナディアン カヌー

全長381cm

⃝全長：381cm ⃝最大幅：85.73cm ⃝高さ：41cm
⃝総重量：38kg ⃝最大積載量：238kg
⃝仕様：スキッドプレート装備、プロシート、コンソール×2、
メッシュバウカバー、スターンデッキロープ装備、
モールロッドホルダー×4、ラダー

ペスカドール 12.0
Pescador 12.0
#1845570

⃝カラー

税抜き価格

レッドタイガーカモ
（RDTCM）

¥95,000（+税）

シートは工具無しで取り外しが簡単にでき、
リクライニング可能なプロシートを採用。

出航時や浅瀬での航行のために
プロペラ・スケグは収納できるようになっています。

注意

⃝カラー
レッドタイガーカモ
（RDTCM）

全長365cm

足こぎ式のペダルドライブと手元で操作可能なラダーにより、両手で釣りに集中する
ことができます。潮流や風でカヤックが流されるのを防ぎながらの釣りができます。

※出艇・着岸時や浅いところを進む時やペダルドライブシステムのトラブルが起きた時に
対応できるよう、パドルを携行してください。

パドル

⃝全長：365cm ⃝最大幅：82cm ⃝高さ：37cm ⃝総重量：29kg
⃝最大積載量：170kg

モスカモ
サンセット
（MCAMO） （SUNST）
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税抜き価格

⃝全長：323cm ⃝最大幅：81cm ⃝高さ：36cm ⃝総重量：26kg
⃝
 最大積載量：147kg

ホワイトウォーター カヤック

ペスカドール 10.0

カヤックフィッシングに必要な機能を備え、パイロットドライブ・
ペダルシステムを搭載した足こぎ式のシット・オン・トップ・カヤッ
クです。安定性に優れた船体をフルに活用して釣りが楽しめます。
船体にはパドルホルダーはもちろん、ロッド・ホルダーのための4
基のモールド、2基のギアトラックスレール、電子機器が取り付け
られる2つのストレージ・コンソールが装備され、抜群の拡張性
を誇ります。

スタンドアップパドルボード

レール

Scottyパーツ（P.22.23）を装着するための
アダプターが取り付けられます。
※perception社製カヤックに実装

サンセット
（SUNST）

Pescador Pro 12.0
#1845564 税抜き価格 ¥120,000（+税）

フィッシング カヤック

ツーリング カヤック

レクリエーショナル カヤック

Pescador Pro 10.0
#1845563 税抜き価格 ¥105,000（+税）

フォールディング カヤック

ペスカドールプロ シリーズ

ハッチ付き

イメージ
動画

フィッシング
カヤック
ラインアップ
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Fishing Kayak

ターポン シリーズ

フォールディング カヤック

フィッシングカヤック アクセサリー

ターポンは、ウィルダネスシステムズが誇るベストセラーのシット・オン・トップカヤックです。オールラウンドなレクリエーショナルカヤックで、フィッ
シングカヤックとしても定評があります。座ったまま快適なシートポジションに調整できるほか、シート前とバウ
（舳先）に荷室があり、様々なオプショ
ンを装着できるスライドトラックスシステム（P.21参照）も標準装備されています。
※ターポンシリーズは、本場アメリカの権威あるカヤック
専門誌「シーカヤックマガジン」の「読者が選ぶベスト・
シット・オン・トップ賞」に選ばれています。

#1844542

税抜き価格

スライドトラックス
ユニバーサルマウント

「スライドトラックス」とは、ターポン シリーズ、スレッシャー140 に搭載されている、
レール上にさまざまなアクセサリーを取り付けることができるシステムです。

Tarpon 100
¥108,000（+税）

#1855894

※スライドトラックス専用のパーツはギアトラックス・レールには取り付けられません。

ターポンシリーズ中、最もコンパクトなモデルながら、
ターポンシリーズのすべての特徴を備えています。

全長305cm

⃝全長：305cm ⃝最大幅：77cm ⃝総重量：25kg
⃝最大積載量：147kg ⃝材質：リニアポリエチレン

サイドボード

税抜き価格

マンゴー
（MANGO）

Tarpon 120
¥128,000（+税）

安定性・操作性・スピードのすべての性能がバランスよく備
わった、ターポンシリーズの中型モデルです。

スライドトラックスダッシュボード
（ターポンシリーズ用）
#1855982

⃝全長：373cm ⃝最大幅：76cm ⃝総重量：29kg
⃝最大積載量：159kg ⃝材質：リニアポリエチレン

税抜き価格

スライドトラックス 4 インチレッグ
（ターポンシリーズ用）

¥7,000（+税）

#1855983

デッキ上のスライドトラックスレールに取り
付けるダッシュボードです。さまざまなオプ
ションパーツを取り付けることができます。

全長373cm

マンゴー
（MANGO）

⃝カラー

※ダッシュボード（別売）への
取り付け例

税抜き価格

¥6,500（+税）

ダッシュボードをデッキ上のスライドトラッ
クスレールに取り付けるための脚部です。

※ダッシュボードへの取り付け例

（TDアームは
付属しません。
）

スライドトラックス TOOL ボード

スライドトラックスサイドボード

ダッシュボードやレールに取り付けて、釣りな
どで使う細々とした道具等を収納するアイテム
です。※ダッシュボードは付属しません。

ダッシュボードよりシンプルな取り付け台で、
足元を広く使えます。

#1855889

税抜き価格

¥6,800（+税）

#1855886

税抜き価格

魚群探知機関連パーツ

税抜き価格

Thresher 140

¥178,000（+税）

大型角形センターハッチ

センターコンソールボックス
バウストレージハッチ
（パドルパーク装備）

スライドトラックス
アンカートローリー

ターポンシリーズに標準装備されているタ
イダウンフックの増設/予備用のパーツです。
荷物に合わせてタイダウンゴムロープの固
定位置を自由に調整することができます。

スライドトラックスレールに取り付ければ、
アンカー操作がよりスムーズになります。

#1855884

税抜き価格

¥3,300（+税）

#1855893

税抜き価格

¥5,500（+税）

※写真は
イメージです。

ライフラインを装備

全長434cm

マンゴー
（MANGO）

⃝全長：434cm ⃝最大幅：73cm ⃝高さ：36cm ⃝総重量：34kg ⃝最大積載量：181kg ⃝材質：リニアポリエチレン
⃝スキッドプレート装備 ⃝スライドトラックスシステム ⃝ボックスタイプバウストレージ
⃝大型角形センターハッチ（メジャー付き） ⃝デッキロープ装備 ⃝スカパープラグ×2コ付属

その他アクセサリー

税抜き価格

¥4,000（+税）

2016年型のターポン100、120のオー
ビックスハッチラウンドに取り付けるバケ
ツタイプのポケットです。

スライドトラックス TD アーム

¥8,500（+税）

#1855887

税抜き価格

単体で使用するとき

複数のギアを取り付けたい場合

YKTC マイティ
シングルマウント

複数のギアをつけたり、ギアの位置を自由に
移動させたい場合はレールの利用が便利です。

#1855655

税抜き価格

船体への
取り付け状態

¥1,500（+税）

#1855841

税抜き価格

¥4,500（+税）

2016年型のターポン120のオービックス
ハッチオーバルに取り付けるバケツタイプ
のポケットです。

ロープロファイルトラック

③ 4インチ
④ 8インチ
#1855695 税抜き価格 ¥1,450（+税） #1855696 税抜き価格 ¥1,880（+税）

税抜き価格

スコッティパドルクリップ

カメラマウントポスト

YKTC パンフィッシュカメラポール

パドルを使わない時、艇に固定して
おくためのアイテムです。

スコッティマウントに取り付け可能なカメラやコンパスのマウント
です。GoProや様々なコンパクトデジカメがセットできます。
「ス
コッティギアヘッドトラックアダプター（P.22）
」使用で、レールへ
の装着もできます。

ポールの取り付け位置から、最大で約70cm高い位置にカメラ
を固定できるカメラポールとマウントです。

#1855678

税抜き価格

¥1,520（+税）

¥4,800（+税）

②

①

サイレントトラクションパッド
#1855875

税抜き価格

④

#1855676

税抜き価格

¥3,450（+税）

#1855657

アンカーキット

デッキにロッドを固定するパッドです。
粘着シート付き。

折りたたみ式のアンカーで、約
10mのアンカーロープと取り付
け用金具のセットです。

#1855845

¥4,200（+税）

カヤックやパドルに貼り付ける吸音用のパッドです。ぶつかり合う騒音を減ら
し、より静かに魚に接近できます。①は使いやすいようにカットされています。
②は大型のパッドです。自由に切ってお使いください。パッドは滑り止めにも
なります。

ロッドステージャー
税抜き価格

¥2,500（+税）

#1855974

税抜き価格

¥4,500（+税）

税抜き価格

¥12,000（+税）

⃝パンフィッシュカメラポール取り付け例
カメラハウジングは付属しません。

パドル

サイレントトラクションシステム
#1855873

③

その他フィッシングアクセサリー

オービックスストレージビン オーバル

¥5,800（+税）

魚探のトランスデューサー取り付け用の
アームです。
（取り付けにはスライドトラッ
クスサイドボードが必要です）

魚探トランスデューサー取り付け用アーム。
（取り付けにスライドトラックスサイドボー
ドは必要ありません）

レール増設用パーツ

※カメラは附属
していません。
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税抜き価格

カナディアン カヌー

オービックスストレージビン ラウンド

②

#1855984

ホワイトウォーター カヤック

大型のハッチ内は、
カヤックカートを入れても、
なお余裕がある。

①

※サイドボード（別売）との組み合わせ例

スライドトラックス TDA
ナノリベレーター

ツーリング カヤック

スライドトラックス
タイダウンセット（4 個セット）

マンゴー
（MANGO）

バウストレージハッチ

#1855840

TDアーム

スライドトラックスレール
に直接取り付けできます。

シーカヤックと同様のボトム形状を持ち、うねりでの安定感や操作性に
優れています。積載量の多いバウストレージ、センターハッチを装備し、
その他にも小物入れとしても使える、魚探用バッテリー BOXも搭載。
ボトムには魚探のセンサー取り付け用スペースが設けられています。
⃝カラー

¥6,800（+税）

スタンドアップパドルボード

シット・オン・トップ
アクセサリー

スレッシャー 140

※TDアーム
（別売）
取り付け例。

フィッシング カヤック＆ＳＵＰ

ターポン 120

#1844541

¥4,500（+税）

レッド
（RD）

⃝カラー

#1844543

税抜き価格

フィッシングパーツを取り付けるためのマウン
トです。

レクリエーショナル カヤック

ターポン 100

専用パーツ

レッド
（RD）

アンカートローリーキット
#1855653

税抜き価格

¥5,500（+税）

カヤックの船体に取り付けて、アン
カーを出す位置を自由に変えられる
キットです。

⃝アンカー重量：1.4kg
【内容】10 × 59cm…2枚・直径10cm円形…4枚・
7.6 × 12.7cm…4枚

【内容】30× 51cm…2枚
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フォ
ィッシング
・
カヤッ
ク＆Ｓ
ＵＰ
ールディ
ング
・カヤッ
ク

Fishing Kayak
フォールディング カヤック

フィッシング
カヤック・アクセサリー
ラインアップ

フィッシングカヤック アクセサリー
Scotty（スコッティ）
アイコンの説明

ロッドホルダー（マウントなし）

ロッドホルダー（マウントセット）

各種マウントと組み合わせて使用してください。

星マーク

②
●

③
●

③
●

スピニングリール、ベイトキャスティングリールなどに
対応するベーシックなロッドホルダー。

#1855682

税抜き価格

⑱
●

¥3,300（+税）

シーバスロッドなどに適したロッドホルダー。グリップ
が長いロッドにも対応。

④
●

ロックがしっかりかかり大型竿も収納できるロッドホルダー。

#1855683

税抜き価格

¥2,680（+税）

ロッドやネットを差し込んで使用するタイプのロッドホルダー。
側の狭い艇や、フラットな面が少ないカヤックに最適。

※用途に合わせてマウントまたはアダプターをお選びください。
マウント

レール

ロッドホルダーを艇に固定するためのマウント

ボールジョイント式

レール対応マウント

ギアヘッドトラックアダプター
#1855679

上部だけでなく側面にも取り付け可能なマウント。

税抜き価格

⑨

¥2,600（+税）

ロッドホルダー等が外れないロック付き。

⑦ フラッシュデッキマウント
#1855672 税抜き価格 ¥1,380（+税）

アダプター

多用途型

マウント

⑪

¥2,500（+税）
⑰

⑭

税抜き価格

¥4,600（+税）

⑫

⑭ ベイ
トボード
#1855503 税抜き価格 ¥3,850（+税）

⑰ バッキングプレート
#1855691 税抜き価格 ¥720（+税）
スコッティベースを取り付けする際に、位
置決め等簡単にでき、防水加工等も容易
にできるキット。

マウント取り付けも可能な便利なテーブル。

税抜き価格

¥3,000（+税）
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バックカントリー
フィッシングキット

埋め込み式のロッドホルダーです。主にシート周辺
に設置します。

フラッシュマウントロッドホルダー、パドルクリップ、
アンカーがセットになったスターターセット。

税抜き価格

¥3,500（+税）

ライトスピード
ロッドホルダー

#1855692

税抜き価格

マウント

#1855699

税抜き価格

魚探の振動子を取り付けるための
マウント付きアダプター。

マウント

¥4,000（+税）

#1855620

税抜き価格

¥9,500（+税）

①
●

¥3,700（+税）

㉔ ボールマウント＆ユニバーサル ㉖トランデューサートラック
#1855698

税抜き価格

¥4,980（+税）

振動子以外にロッドホルダーや魚
探のモニターなどを合わせて取り
付けしたい場合に最適。

税抜き価格

税抜き価格

¥8,500（+税）

使用
イメージ

④
●

¥2,500（+税）
④ RAM
●

アダプトポスト
トラックベース

RAM ウェッジボール
アダプター（ボール径 1.5 インチ）
#1855641

税抜き価格

専用アダプターの使用で、各種レー
ルに取り付け可能。

RAM フラッシュマウント
ロッドホルダーベース
スモールフット
#1855635

②
●

#1855628

②
●

¥3,300（+税）

#1855661

税抜き価格

¥2,900（+税）

ライトスピードロッドホルダー専用。

ロッドホルダー

ボールジョイント式

⑤ RAM チューブロッ
ドホルダー
#1855627 税抜き価格 ¥5,500（+税）

エクステンションギア

手早く竿を立てられ、手早く取れるシンプルなロッドホルダー。

⑯
⑰

⑤

⑥

⑦

⑧

トキャスターロッドホルダー
⑦ RAM バイ
㉘

㉗

㉗ ミニロッ
ドホルダー

㉙

㉚

#1855674

税抜き価格

㉛

遠い位置にあるロッドホルダー、魚
探などを座席の方に近付けることの
できるアダプター。

税抜き価格

¥4,800（+税）

スピニングリール、ベイトキャスティングリールが装着可能。

フライロッド用にデザインされたロッドホルダーです。

¥2,850（+税）

㉙ エクステンドアダプター
#1855675 税抜き価格 ¥4,500（+税）

#1855625

⑧ RAM フライロッ
ドホルダー
#1855626 税抜き価格 ¥5,500（+税）

エクステンション

㉘ ギアヘッ
ドマウント
#1855502 税抜き価格 ¥2,300（+税）

フラッシュマウントロッドホルダー
#1855972

③ RAM
●

使用イメージ

㉚ ロッ
ドホルダー

ハイトエクステンダー
#1855687

税抜き価格

¥2,200（+税）

ロッドホルダーの高さを大きく上げ
たい時に使用する延長ポール。

㉛ スリップディスク
#1855688 税抜き価格 ¥600（+税）
取り付け角度が調整できるホルダー
類に組み込んで、スムーズに無段階
の角度調整を可能にするディスク。

電子機器用

ボールジョイント式
⑨

⑨ RAM

カメラホルダー W/
マウントプレート
#1855645

税抜き価格

⑩

⑪

パドル

#1852952

モールド式のロッドホルダーに差し込むだけで、グ
リップの長いロッドをしっかりとホールドしてくれます。

マウント

㉓ フィッシュファインダーマウント
#1855685 税抜き価格 ¥3,200（+税）

高さをあまり変えず、装着するアイ
テムの角度調整が可能。

ロッド X プロ

差し込み式

③
●

㉕トランデューサーアーム

魚探を取り付けるためのパーツ。

スコッティロッドホルダーの位置を高
くするためのアダプター。

埋め込み式

ロッドホルダー

⑥ RAM チューブロッ
ドホルダー JR
#1855660 税抜き価格 ¥6,000（+税）

ボルトと防水ナットのセットです。艇内部
に手を入れられなくても使用できます。

その他ロッドホルダー
差し込み式

RAM（ラム）

㉖

⑯ ウェルナッ
トキット 4PCS
#1855689 税抜き価格 ¥980（+税）

一基のベースにロッドホルダーなどを3つ装着可能。

あらゆるカヤックのコーミングにロッ
ドホルダーを取り付けられるマウント。

⑮

ロッドやネットを差し込んで使用するタイプのロッドホルダー。
フラットな面が少ないカヤックに最適。

カナディアン カヌー

マウント

ロックがしっかりでき、大型竿も収納できるロッドホルダー。

①
●

魚探のモニターなどを取り付けする際
に使用します。ボールジョイント採用で、
自在に角度調整することができます。

⑮ リベッ
トキット10PCS
#1855690 税抜き価格 ¥1,180（+税）

㉑ ロケットランチャーロッドホルダー
●
#1855684 税抜き価格 ¥3,480（+税）

¥3,650（+税）

※モニター固定用の
留め具等は別途お
※振動子は
求めください。
含まれません。

フィッシュファインダーのマウント付き。

防水パッキン付で艇の内側に手が届かない場
合などのパーツ取り付けに適したブラインドリ
ベット。取り付けにはリベッターが必要です。

⑬ トリプルロッ
ドホルダー
#1855671 税抜き価格 ¥6,980（+税）

⑫ コーミングマウント
#1855666

ボールジョイントのアームにギアヘッドトラックを装着したマウ
ント。付属のレールを外すと、他のレールにも取り付けが可能。

マウント用留め具

ロッドホルダーの複数設置など汎用性の高いマウント

⑬

ロッドホルダー

⑨ ボールマウント G ヘッ
ド＆トラック
#1855500 税抜き価格 ¥4,780（+税）

サイドデッキマウントにボールジョイントを介してギアヘッド
を装着しています。

フォールディングカヤックのフレーム
などに装着できるアダプター。

コーミング用

税抜き価格

ホワイトウォーター カヤック

税抜き価格

#1855669

㉕

㉒ フィッシュファインダーポスト
#1855677 税抜き価格 ¥2,680（+税）

⑩ ボールマウント G ヘッ
ド＆ S マウント
#1855501 税抜き価格 ¥5,200（+税）

埋め込み式ベースマウント。フィッシングパーツを外す
と、すっきりした外装になります。

#1855693

パワーロックロッドホルダー

RAM の様々なギアを取り換えて使用
したい場合は、下記のベースやアダプ
タが便利です。

㉓

⑩

シーバスロッドなどに適したロッドホルダーです。グ
リップが長いロッドにも対応。

ツーリング カヤック

SCOT T Yのロッドホルダーなどをギアトラック
スレール、スライドトラックスレールへ取り付け
るためのアダプター。

⑥ サイ
ド / デッキマウント L
#1855686 税抜き価格 ¥1,580（+税）

マウンティングアダプター

¥3,300（+税）

㉒

⑧ スコッティ

⑪ ラウンドレール

⑲
●

㉔

あらゆる用品を好みの角度に調節可能

⑧

フォールディングカヤック用

税抜き価格

魚群探知機関連パーツ

マウント

⑦

⑤ サイ
ド / デッキマウント
#1855673 税抜き価格 ¥1,200（+税）

#1855667

㉑
●

スタンドアップパドルボード

⑥

アダプター

⑳
●
⑳ ロッドマスターⅡロッドホルダー
●
#1855668 税抜き価格 ¥3,380（+税）

スピニングリール、ベイトキャスティングリールなどに
対応するベーシックなロッドホルダー。

ロッドホルダーとマウントを別々に購
入するよりも、少し安くお買い求めい
ただけます。
※艇に装着する際は「マウント用留め
具 P.22」をご使用ください。

ロケットランチャーロッドホルダーマウントナシ

⑲
●

ベイト / スピニングロッドホルダー

フィッシング カヤック＆ＳＵＰ

② パワーロックロッ
●
ドホルダーマウントナシ
#1855681 税抜き価格 ¥2,850（+税）

取り付けの際は、艇本体に穴開
け加工をする必要があります。
その際は「マウント用留め具
（P.22）
」が別途必要です。

⑱
●

④
●

ロッドマスターⅡロッドホルダーマウントナシ

レクリエーショナル カヤック

①
●

① ベイト / スピニングロッドホルダーマウントナシ
●
#1855680 税抜き価格 ¥2,480（+税）

ネジマーク

⑤

※ロッドは付属して
いません。

マウントとセットになった
ロッドホルダーシリーズ

星マークのパーツは単体での使
用ができません。用途に合わせ
て各種マウントまたはアダプ
ターをお選びください。

ベース

※ロッドは付属して
いません。

¥3,800（+税）

デッキなどに取り付け可能なカメラマウントです。

⑩ RAM

X グリップホルダー &
マウント STD
#1855646

税抜き価格

¥7,500（+税）

X状のグリップに携帯やGPSを固定できます。

⑪ RAM

ユニバーサル
マウント GARMIN ヨウ
#1855630

税抜き価格

¥6,500（+税）

魚探やGPSを取り付けるためのマウントです。
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Stand Up Paddle Board

ブラックフットアングラー ISUP

Blackfoot Angler ISUP
#1843060 税抜き価格 ¥142,000（+税）

パドルで漕ぐスポーツです。1960年代にハワイで生まれました。現在、愛好者は老若男女問わず世界的に広がりをみせ、日
本でも高い人気を獲得しています。レクリエーション、ツーリング、
波乗り、
釣り、
ヨガなどいろいろな楽しみ方ができます。

フィールドを選ばず、
川・湖・海など

装備も少なく、準備や撤収が簡単です。

さまざまな所で遊ぶことができます。

初心者でもすぐに遊べます。

子どもを乗せて家族で楽しむこともできます。

パドル

フィットネス効果
水面でバランスをとりながら漕ぐので、
自然に体幹が鍛えられます。

ソフトトップ・ボード

ワイメア 10
Waimea 10
#1843061

税抜き価格

¥71,000（+税）

ボードの中心に木の芯材を使用した高品質なSUPです。
その高い安定性と扱いやすさ
から、
初心者から中級者のパドラーに最適。
家族や友人との楽しい水上散策に理想的な
仕様です。
アルミパドル、
リーシュ、
持ち運びを楽にするソフトルーフラック付属。
⃝全長：305cm ⃝最大幅：84cm ⃝厚さ：14ｃｍ
⃝本体重量：11.3kg ⃝ボリューム：210ℓ ⃝最大積載量：136kg

空気注入式、収納性や運搬性に優れています。

❷

❺
❹

❸

ホワイト / ブルー / グレー
（W/B/G）

Shubu Kraken 10ʼ0
#1845803 税抜き価格 ¥88,000（+税）

ライフジャケット

デッキ全面を柔らかな素材で覆い、
安全性を高めています。
⃝付属品：❶アルミパドル ❷リーシュ ❸ループプロテクター ❹フィン ❺ソフトルーフラック

SUPパドル

幅が広く安定感に優れたオールラウンドモデルのインフレータブル
SUPです。安定性が高く、初めての方でも安心です。

アクセサリー
コイルリーシュ
#1854041

カーボンレース SUP パドル

全長304cm（10.0ft）

⃝カラー
ボトム

ホワイト / ブルー / グレー
（W/B/G）

クロージング

#1855090

税抜き価格

¥32,500（+税）

カーボンを使用した軽量なレースモデルです。シャフトをカットして、グリップを取り付ける必要があります。
⃝サイズ：最長86”(218cm) ⃝平均重量：482ｇ ⃝ブレード面積：548cｍ²
⃝材質：ブレード=カーボン シャフト=カーボン

１

長さ調整可能なアジャスタブルシステム採用モデル。

クラーケン SUP パドル

シュブ レイブン 12ʼ6

Shubu Raren 12ʼ6
#1845804 税抜き価格 ¥108,000（+税）

レッド / グレー / ホワイト
（R/G/W）

⃝全長：384cm ⃝最大幅：76.2cm ⃝厚さ：15ｃｍ
⃝本体重量：12.5kg ⃝ボリューム：285ℓ
⃝最大積載量：120kg ⃝気圧：18-22PSI

税抜き価格

２

アジャスタブル

⃝サイズ：70”-86”(178cm-218cm) ⃝平均重量：624ｇ ⃝ブレード面積：581cｍ²
⃝材質：ブレード=ファイバーグラス シャフト=カーボン

トラベラー SUP パドル

全長384cm（12.6ft）
ボトム

#1855092

税抜き価格

３

アジャスタブル

⃝カラー

¥25,000（+税）

¥20,000（+税）

⃝サイズ：70”-86”(178cm-218cm) ⃝平均重量：680ｇ ⃝ブレード面積：548cｍ²
⃝材質：ブレード=ファイバーグラス シャフト=ファイバーグラス

レッド / グレー / ホワイト
（R/G/W）
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フォーカスパドル
#1854031

※実物とは異なります。

２

税抜き価格

アジャスタブル

FOCUS PADDLE

¥8,400（+税）

⃝サイズ：55”-70”、69”-84” ⃝平均重量：1130ｇ ⃝ブレード面積：606cｍ²
⃝材質：ブレード=ナイロン シャフト=アルミニウム

SUPリーシュアダプター
#1855694

税抜き価格

¥2,300（+税）

ボードのリーシュプラグにリーシュと共締めにするだ
けで、SCOT T Yのロッドホルダーやカメラマウント
など各種パーツを取り付けできるパーツです。

ダブルアクションポンプ
#1854111

税抜き価格

¥7,900（+税）

ハンドルを押した際と引いた際に空気を注入できるポ
ンプです。高圧まで注入する際は、身体に負荷がか
かりすぎないように、シングルアクション(ハンドルを
押した際のみ空気を注入できる)に切換えできます。
※対応機種：アクアグライドHBシリーズ、インフレータブルSUP

⃝最大注入圧力：29psi

パドル

ツーリング向けのインフレータブルスタンドアップパドルボードです。
インフレータブル式なので、手軽に車に積み込んだり、携行したり、
旅先に送ったりと遊び方にもいろいろです。長さもあるので、快適な
水面でのツーリングが楽しめます。またスピード性能もありますので、
各地で盛んになっているSUPレースにも適しています。

#1855091

¥4,600（+税）

カナディアン カヌー

※実物とは異なります。

税抜き価格

アンクルタイプ(足首につけるタイプ)のリーシュ
コードです。リーシュが水に浸からないコイル状に
なっており抵抗になりません。SUPで遊ぶ際の必
須装備です。(波乗りなどには適していません。)

ホワイトウォーター カヤック

⃝全長：304cm ⃝最大幅：86cm ⃝厚さ：15ｃｍ
⃝本体重量：11.6kg ⃝ボリューム：235ℓ
⃝最大積載量：120kg ⃝気圧：18-22PSI

ソフトトップ

ツーリング カヤック

シュブ クラーケン 10ʼ0

付属品：収納バック、
シングルアクションポンプ、
簡易修理キット、フィン

全長305cm（10ft）

❶

インフレータブル・ボード

付属品：収納バック、
シングルアクションポンプ、
簡易修理キット、フィン

取り扱いが容易で、ぶつかっても安心な柔らかい素材でできています。

スタンドアップパドルボード

女性でも手軽に持ち運びができ、

スタンドアップ
パドルボード
ラインアップ

メジャー付

フィッシング カヤック

サーフボード
スタンドアップパドルボードとは・
・
・スタンドアップパドルボード(SUP)は、
より大きめの安定の良いボードに立ち上がって乗り、

カナディアン カヌー

Scottyマウントプレート(6 ヶ所)
※フィッシングロッドホルダーを取り付け可能

⃝全長：335cm ⃝最大幅：90cm
⃝厚さ：15ｃｍ ⃝本体重量：15.4kg
⃝ボリューム：230ℓ
⃝最大積載量：204kg
⃝気圧：14-18PSI

レクリエーショナル カヤック

付属品：フィン、キャリーバック、ポンプ、
リペアキット
Scottyマウント用ねじ（8本）

ホワイトウォーター カヤック
スタイルを選ばない

全長335cm（11ft）

SCOTTYマウントプレートが6個標準装備され、抜群の拡張性を持ったイン
フレータブル・フィッシングSUPです。艇の幅が90cmと安定感に優れ、立っ
たままストレスなくキャスティングができます。艇の前方にはメジャーが描か
れ、釣った魚のサイズをすぐに測れるようになっています。200kgを越える
際立った積載量と艇の前後の大きなバンジーコード、クーラーボックスを固
定できるDリングが、SUPでの理想的なフィッシングを実現します。

ツーリング カヤック

手軽に遊べる

フォールディング カヤック

スタンドアップパドルボード（SUP）

ターボハイプレッシャーポンプ DC 12V
#1858004

税抜き価格

¥15,900（+税）

インフレータブルのスタンドアップパドルボートやボー
トに空気を入れるのに最適な電動ポンプです。車のシ
ガーソケットやカーバッテリーに手軽に接続でき、設定
された空気圧で自動的に停止する機能がついていま
す。HRバルブ、ボストンバルブに対応。
⃝最大注入圧力：20psi ⃝総重量：2kg
⃝付属品：ワニクリップ、パッキン ⃝連続使用時間：20分
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Touring Kayak

このカタログに掲 載 の1人 乗りツーリングカヤックパフォーマンス対 比 表
縦軸で積載能力を、横軸でスピード・安定性をあらわしています。

最大
積載
重量

170kg

ストーム 16 ラダー
（170kg・20.15kg）
（全長487cm）

160kg
150kg

ロングツーリング

140kg

ブリタニー 16.5 ラダー
（159kg・30kg）
（全長482cm）

ショートツーリング

ゼファー 160
（136kg・25kg）
（全長488cm）

130kg

エッジ 14.5 ラダー
（147kg・27.6kg）
（全長443cm）

120kg

パドル

スピード

ご注意ください

シーカヤックとも呼ばれるその名のとおり、海を旅するためのカヤックです。沿岸部のクルージングや日帰りの短い旅から、
日本一周や広大な海を渡ってゆく長期間のツーリングまで、旅のスタイルにあわせた数多くの種類のカヤックがあります。
最

ライフジャケット

大の特徴は艇身が長いこと。これによって波を切って進む直進性と安定性の向上、スピード性能も高まり、風の抵抗も受けに

バルクヘッド（隔壁）

スターンハッチ

ブリタニー 16.5 ラダー

Brittany 16.5 Rudder
#1842512 税抜き価格 ¥126,000（+税）

バウハッチ

⃝カラー

クロージング

レッド
（RD）

OFF

ラダー・スケグなどの「舵」を装備

イエロー
（YL）

スケグ装着艇
OFF

ON

全長482cm

ON

⃝全長：482cm ⃝最大幅：55cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：80cm×47cm ⃝総重量：30kg
⃝最大積載量：159kg ⃝材質：HDPE ⃝ラダー・スケグつき

ストーム 16 ラダー

Storm 16 Rudder
#1842513 税抜き価格 ¥245,000（+税）

エッジ 14.5 ラダー

日帰りから 1 泊程度のツーリングに適した、本格ショートツーリングカヤックです。適度にボリューム
を抑えたシャープな船体は、明瞭なキールラインと相まって、短めの全長ながら高い速度と直進安定性を
発揮します。ラダーが標準装備されており、波風や潮流の影響下でも安定して進むことができます。快適
性の高いシートは、長時間のパドリングでも疲れにくく快適です。

パドルレスキュー用テープ
イエロー
（YL）

パドルレスキュー用テープ

イエロー
（YL）

レッド
（RD）

⃝カラー
イエロー
（YL）

パドル

レッド
（RD）

全長487cm

カナディアン カヌー

Edge 14.5 Rudder
#1842511 税抜き価格 ¥109,000（+税）

高い積載能力と安定性を持ち、2 泊以上のロングツーリングに対応できる本格ツーリングカヤックです。
ABS 製の滑らかな船体は、表面の流体抵抗の少なさと相まって、加速性能にも貢献しています。また軽
量性に優れており、運搬時の負担も軽減。マルチチャイン形状をとったボトムは、うねりの中などのタフ
な状況下でも安定感を保ちます。
⃝カラー

パドルレスキュー用テープ

ホワイトウォーター カヤック

航行性能を上げるため、ツーリングカヤックの船尾には、手元や足元の操作で ON/OFF
可能なラダー（舵）やスケグ（フィン）が装着されることが多いです。直進性の非常に高
い艇にはラダーをつけて、潮流や風などに対する方向性などのコントロール性能を良くし、
比較的運動性の高い艇には、スケグを装着して方向安定性の確保を行います。

ラダー装着艇

イエロー
（YL）

ツーリング カヤック

2 泊以上のロングツーリングに対応できる、
本格ツーリングカヤックです。直進性・運動性・安定性に優れ、
かつ十分な積載能力も備えています。直進性を高めるスケグと、波風や潮流の中でも進路を保持できるラ
ダーの両方を装備しており、あらゆる状況に対応できます。

荷室

荷室

構造上の大きな特徴は、防水構造になっている艇前後の荷室です。隔壁（バルクヘッド）
で仕切られており、中の空気が浮力を持つため、転倒してもカヤックは簡単に沈みません。
水上での再乗艇も行いやすく、安全性を高めています。

ツーリングカヤックは、荷物をある程度載せた状態でもっとも安定するようにデザインされています。空荷で乗る場合、もしくはロングツーリング艇など大きめ
の艇に、日帰り程度の荷物しか積んでいない場合には艇が浮きすぎて、やや不安定感を感じる場合があります。ご購入の際には、
ご自身の体重や予想される積み荷
の重さ、技術面などにご注意の上、艇をお選びください。

ツーリングカヤック
ラインアップ

くくなります。
不沈構造

安定性

スタンドアップパドルボード

ツーリングカヤックとは…

全長443cm

⃝全長：487cm ⃝最大幅：57cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：79cm×40cm ⃝総重量：20.15kg
⃝最大積載量：170kg ⃝材質：ABS ⃝ラダーつき
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キャロライナ12.0
（125kg・22kg）
（全長366cm）

フィッシング カヤック

カナディアン カヌー

）内の数字は最大積載重量（乗員含む）
・自重です。

レクリエーショナル カヤック

ホワイトウォーター カヤック

●各カヤックに表示の（

フォールディング カヤック

ツーリング カヤック

⃝全長：443cm ⃝最大幅：55cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：93cm×50cm ⃝総重量：27.6kg
⃝最大積載量：147kg ⃝材質：HDPE ⃝ラダーつき
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スタンドアップパドルボード（SUP）

ツー
リング・カヤッ
ク ク
フ
ォールディ
ング・カヤッ

#1845662

税抜き価格

Carolina 12.0

¥135,000（+税）

サンセット
（SUNST）

レクリエーショナルカヤックに匹敵するほど乗りやす
く、安定性に優れ漕ぎやすいショート・ツーリングカ
ヤックです。

フォールディング カヤック

キャロライナ 12.0

ツーリング カヤック
ホワイトウォーター カヤック

サンセット
（SUNST）

全長366cm

カナディアン カヌー

マグナム 72
#1844324

税抜き価格

#1842502

Zephyr 160

税抜き価格

MAGNUM 72

¥99,000（+税）

イエロー
（YL）

⃝全長：243cm ⃝最大幅：65cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：86cm×47cm
⃝総重量：21.5kg ⃝容量：273ℓ
⃝適合体重：50kg 〜 82kg ⃝材質：HDPE
⃝カラー
レッド
（RD）

イエロー
（YL）

ライフジャケット

全長488cm

アクシオム シリーズ
#1843242

アクシオム 8.0

Axiom 8.0

¥158,000（+税）

レッド
（RD）

⃝全長：244cm ⃝最大幅：62cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：86cm×48cm
⃝総重量：16kg ⃝容量：193ℓ
⃝適合体重：41kg ～ 68kg
⃝素材：スーパーリニアポリエチレン
⃝フットブレイス：フォームパッドつきバルクヘッド

クロージング

⃝全長：488cm ⃝最大幅：58cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：90cm×48cm ⃝総重量：25kg
⃝最大積載量：136kg ⃝材質：リニアポリエチレン ⃝スケグつき

全長244cm

ホワイトウォーター カヤック

ポラリス 180T W/R

税抜き価格

パドル操作に対するレスポンスがよく、
クイック＆スピーディーなリバーランニングを楽しめるカヤックです。
切れの良いターンで抜群のエディキャッチ性能を発揮するほか、
すぐれたサーフィン性能も併せ持ちます。

ツーリング カヤック

アクシオム 8.0

⃝カラー

Polaris180T W/R

レッド
（RD）

¥315,000（+税）

#1843243

ブレーズ
（BLAZE）

¥158,000（+税）

全長259cm

サフラン
（SAFF）

マンゴー
（MANGO）

カナディアン カヌー

レッド
（RD）

税抜き価格

アクシオム 8.5

Axiom 8.5

⃝全長：259cm ⃝最大幅：65cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：86cm×48cm
⃝総重量：20kg ⃝容量：238ℓ
⃝適合体重：59kg ～ 95kg
⃝素材：スーパーリニアポリエチレン
⃝フットブレイス：フォームパッドつきバルクヘッド

⃝カラー
マンゴー
（MANGO）

ブレーズ
（BLAZE）

アクシオム 8.5

安定性にすぐれた2人乗りのショートツーリングカヤックです。ボトム形状にマルチチャインを採用し、一次、二次安定性
ともにすぐれているため初心者にも安心。そして、荷物を積載するための十分なスペースを持っています。ラダーのケー
ブルには従来のステンレスワイヤーのかわりに柔軟なSpectraラダーケーブルを採用しています。

ライム
（LIME）

全長243cm

スタンドアップパドルボード

マンゴー
（MANGO）

税抜き価格

水と一体になってアクティブに遊べるスポーツです。

ホワイトウォーター
カヤック
ラインアップ

パドル

¥156,000（+税）

マンゴー
（MANGO）

#1844323

る「瀬」の流れを利用してカヤックサーフィン ( 波乗り ) を楽しんだりと、流

大きな浮力と適切なボトム形状により、激しい水の流れや大きな波の中でも
コントロール性能を発揮する、俊敏なダッシュ力を併せ持ったカヤックです。
コストパフォーマンスが高く、あらゆる激しいフィールドでのクリーキングや、
ダウンリバーへのチャレンジを可能にしてくれる1艇です。

ロングツーリングに最適なバランスに優れたツーリングカヤックです。抜群の安定性とコントロールのしやすさ、スケ
グを標準装備し、長時間の操縦でもストレスなく漕ぎ続けられる高性能なシートを備え、ロングツーリングの限界を押
し上げる快適性を実現します。
⃝カラー

白く泡立つ急流を巧みなボートコントロールで漕ぎ下ったり、川の随所に現れ

フィッシング カヤック

ホワイトウォーター
カヤックとは …

⃝全長：366cm ⃝最大幅：66cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：100cm×55cm ⃝総重量：22kg
⃝最大積載量：125kg ⃝材質：エグゾーラーTM

ゼファー 160

レクリエーショナル カヤック

⃝カラー

⃝カラー
レッド
（RD）

ブレーズ
（BLAZE）

フロテーション

※川下りを安全に楽しむために、
浮力体を装備して下さい

※適合するサイズをお確かめの上ご購入ください。

パドル

全長544cm

マイクロバウバッグビニール
#1855820

⃝全長：544cm ⃝最大幅：72cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：91cm×52cm ⃝総重量：39kg
⃝最大積載量：249kg ⃝材質：リニアポリエチレン
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税抜き価格

¥4,000（+税）

ロデオスターンバッグビニール
#1855816

税抜き価格

¥4,500（+税）

マイクロスターンバッグビニール
#1855814

税抜き価格

¥4,500（+税）

リバーカヤックやレクリエーショナルカヤック
のバウに装着します。全長およそ240cm ～
300cm前後のボート向けです。

フリースタイルカヤックのスターンに装着しま
す。全長およそ240cm以下のボート向けで
す。

リバーカヤックやレクリエーショナルカヤックの
スターンに装 着します。全 長およそ240cm ～
300cm前後のボート向けです。

⃝サイズ：41cm×20cm ⃝素材：ビニール

⃝サイズ：69cm×33cm ⃝素材：ビニール

⃝サイズ：94cm×28cm ⃝素材：ビニール

ミニスターンバッグビニール
#1855815

税抜き価格

¥5,500（+税）

3m前後の長さのカヤック用フローテー
ションです。
⃝サイズ：109cm×33cm ⃝素材：ビニール
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スタンドアップパドルボード（SUP）
フ
カナディ
ォールディ
アン・
ング
カヌ
・
ー/カナディ
カヤック アン・カヌーパーツ

Canadian Canoe

レクリエーション

ツーリング カヤック

レッド
（RD）

ジャーニー 156TT（ビニール）
Journey 156TT Vinyl
#1841205

税抜き価格

¥158,000（+税）

ホワイトウォーター カヤック

全長472cm

⃝カラー
レッド
（ＲＤ）

⃝全長：472cm ⃝最大幅：94cm ⃝ガンネル中央高：37cm ⃝バウ・ロッカー：3cm
⃝スターン・ロッカー：3cm ⃝総重量：38kg ⃝最大積載量：499kg ⃝材質：本体/トリプルタフ、ガンネル/ビニール

2"D リングビニールパッド

デイジーチェーン アンカーポイント

オープンデッキカヌーのアウトフィッ
ティングにおいて、ストラップ類の固定
に使うスチール製の2インチ（約5cm）
のＤリングです。

厚手の防水生地に、ロープやベルトなどのアウトフィッティングが取
り付けられる４カ所のポイントが縫い付けられた、フレキシブルな
アンカーポイントです。カヌーの内側の任意の場所に接着すれば、
サイストラップや、浮力体を固定するロープなどの取り付けが可能
になります。取り付けには接着剤（P.9）が必要です。

#1858859

¥1,300（+税）

#1851918

カナディアンカヌーとは …

オープンデッキと呼ばれる覆いの無い広々とした艇を、シングルブレードパドル（ブレードが片側 1 枚だけのパドル）を使って カナディアン
カヌー
漕ぎます。大きな荷物も余裕で積めるので、川や湖でのキャンプツーリングに適しています。シングルブレードパドルの独特の漕
ラインアップ
ぎ方と、悠々と進むオープンデッキカヌーだけの漕ぎ味も大きな魅力です。

ドライストレージバレル 30L、60L

食料や荷物などを携行するための、非常に頑丈な広口の大型防水ケースです。円
形のフタを環状の金属ベルトでしっかりロックできて食料のにおい漏れも防げ、
動物などに注意の必要なカヌートリップなどに最適です。

⃝本体材質：ポリエチレン

#1841187

税抜き価格

スプルース
（SPR）

¥10,000（+税）

⃝サイズ：140cm×81cm ⃝カラー：シルバー
（SV)

⃝全長：427cm ⃝最大幅：94cm ⃝ガンネル中央高：37cm ⃝バウ・ロッカー：2.5cm
⃝スターン・ロッカー：1.3cm ⃝総重量：34kg ⃝最大積載量：397kg ⃝材質：ポリエチレン

54”3D エンドバッグビニール
税抜き価格

カナディアンカヌーの沈没を防ぎ、安全性を向上させる浮力体です。
写真は
60”モデル

※必要な浮力や、使えるスペースによってサイズをお選びください。

シルバー
（SV)
シルバー（SV)

¥9,500（+税）

⃝サイズ：122cm×81cm ⃝カラー：シルバー
（SV)

Adventure 16

レッド
（RD）

¥112,000（+税）

30”3D エンドバッグビニール

⃝素材：ビニール ⃝サイズ：109cm×81cm ⃝カラー：シルバー（SV）

⃝素材：ビニール ⃝サイズ：76cm×74cm
⃝カラー：シルバー（SV）

#1855810

税抜き価格

¥9,000（+税）

ソロで乗艇する際のバウ・スターン用のフローテーションです。艇のサイズ等にあわ
せて3種類の長さをご用意。ホワイトウォーターでは必需品。48”は9 〜12フィート
の短い1人乗りカヌーにも。バウとスターンにセットするには2個必要です。
（1個入り）
全長488cm

スプルース
（SPR）

⃝全長：488cm ⃝最大幅：94cm ⃝ガンネル中央高：37cm ⃝バウ・ロッカー：2.5cm
⃝スターン・ロッカー：1.3cm ⃝総重量：38kg ⃝最大積載量：431kg ⃝材質：ポリエチレン

パッドシートバック

シートパッド

アドベンチャー 14,16の背もたれ用パッドです。
装着すると長時間漕ぐときなどは非常に快適です。

アドベンチャー 14,16のシート用パッドです。
シートバックと併用でさらに快適に漕げます。

⃝カラー：ブラック（BK)

⃝カラー：ブラック（BK)

税抜き価格

#1851892

税抜き価格

¥13,000（+税）

船外機を取り付けるためのブラケットです。幅広く調整がで
きるのであらゆるオープンデッキカヌーの左右どちら側にも、
16kgまでのモーターが取り付け可能です。

アドベンチャー 14、16 用
#1851808

モーターマウント

¥2,000（+税）

その他の
カナディアンカヌー
アクセサリー

#1855811

税抜き価格

シルバー（SV)

¥7,500（+税）

タンデム（二人乗り）の際に、カヌーのバウとスターン
にセットする浮力体です。両方にセットするには、2個
必要です。十分な浮力を確保するためには、センター
バッグと併用してください。
（1個入り）

センターバッグビニール
#1855812

税抜き価格

¥9,000（+税）

⃝素材：ビニール
⃝サイズ：97cm×84cm
⃝カラー：シルバー（SV）

カヌーの中央にセットする浮力体です。

パドル

釣り用アクセサリー

⃝カラー

¥2,000（+税）

48”3D エンドバッグビニール

カナディアン カヌー

１４フィートより大きくなった船体により、安定性と速
度が向上しています。積載能力もよりアップ。荷物を
積んでのショートトリップも余裕でこなします、背も
たれ付きの前後のシートに加え、センターにはベンチ
シートが付いている上、足元も広々。初めてカナディア
ンカヌーを楽しむ方や、ファミリーユースをお考えの方
にもおすすめです。
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税抜き価格

ホワイトウォーター カヤック

#1855808

#1855809

アドベンチャー 16

税抜き価格

【60ℓ用 】⃝サイズ：高さ 61cm 最大径 39.5cm
#1852845 税抜き価格 ¥18,000（+税）

60”3D エンドバッグビニール

レクリエーション

#1851807

【30ℓ用 】⃝サイズ：高さ 48cm 最大径 29cm
#1852844 税抜き価格 ¥12,000（+税）

¥15,000（+税）

フロテーション

スプルース
（SPR）

レッド
（ＲＤ）

ドライストレージバレルの運搬専用にデザインされたバックパックタイ
プのハーネスです。ウエストベルトや肩ベルト、腰のベルトや背面の
パッドも本格的な仕様になっており、満載状態のドライストレージバレ
ルの運搬にも問題はありません。

全長427cm

⃝カラー

税抜き価格

ドライストレージバレルハーネス 30L、60L

〈30ℓ用〉装着イメージ
※ドライストレージバレル本体は
付属しません。

クロージング

#1841186

税抜き価格

【60ℓ用 】⃝サイズ：高さ 61cm 最大径 39.5cm
#1852843 税抜き価格 ¥18,000（+税）

Adventure 14

¥104,000（+税）

レッド
（ＲＤ）

#1852842

¥3,000（+税）

ツーリング カヤック

ライフジャケット
レクリエーション

カナディアンカヌーの楽しさをより手軽に簡単に味わえる、レ
クリエーショナルタイプのカナディアンカヌーです。船体は頑
丈なポリエチレン樹脂の一体成型。船底はマルチチャインと
呼ばれる、抜群の安定性と軽快な操作性のバランスにすぐれ
たデザイン。取り回しにすぐれたコンパクトなサイズはフィッ
シングやレクリエーションに最適です。前後のシートには快適
な背もたれが付き、センターにもベンチシート付き。

〈60L〉

〈30L〉
【30ℓ用 】⃝サイズ：高さ 48cm 最大径 29cm

税抜き価格

スタンドアップパドルボード

パドル

税抜き価格

フィッシング カヤック

アクセサリー

カナディアン カヌー

アドベンチャー 14

ビニールガンネル

レクリエーショナル カヤック

マッドリバーカヌーを世に送り出した有名デザイナー、ジ
ム・ヘンリーのデザインです。広々とした湖でも、曲が
りくねった川を行くにも、冒険にも、ファミリーユースに
も使える汎用性の高さと、誰が乗っても安心できる安定
性の良さを持ち、船体は酷使に耐えるようトリプルタフ
（T T）素材で特別頑丈に作られています。様々な用途に
使える、信頼できるカヌーです。

フォールディング カヤック

本格的なスタイルを持つレクリエーショナルユースのカナディアンカヌー。

⃝取り付け例
（モーターマウント以外は
販売しておりません）

以下、3つの条件を満たさない場合は、小型船舶操縦士免許が必
要となります。
①船の長さ（全長×0.9）が3m未満
②船外機の出力が1.5kw未満（2.034馬力未満）
③プロペラガードを取り付けてあるか、緊急停止ボタンなどの非
常ボタンがある。
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フォールディング カヤック

パドル
ダブルブレードパドルの長さ目安
ツーリングやレクリエーショナル用パドルでは、パドラー
（漕ぎ手）
の身長とカヤック幅で選ぶパドルのサイズが決まります。
（個人による好みがあるので、あくまで目安となっています。
）

パドルの
選び方

長

ドリフター・テイクアパート・アルミパドル

艇 幅
58cm 以下

58 〜 71cm

71cm 以上

152cm 未満

210

220

230

152 〜 168cm

210

220

230

168 〜 183cm

220

220

230

183cm 以上

220

230

240

#1855076

税抜き価格

¥7,000（+税）

シットオントップカヤックやレクリエーショナルカヤックでの使用に適した2ピースパドルです。
２

⃝サイズ：215、225、235ｃｍ ⃝平均重量：850g
⃝材質：ブレード＝グラス/ナイロン シャフト＝アルミニウム
⃝ブレード角：0°
、60°

ツーリング＆レクリエーショナルパドル

アドベンチャー・カモフラージュ・テイクアパート・パドル

ゆったりとしたペースで長時間漕ぎ続けられるように、全長は長めで、抵抗の少ない細長いブレードを装備しています。

レクリエーショナルカヤックや日帰りツーリングに適した初級者にも扱いやすいパドルです。

#1855077

ツーリング、レクリエーショナルのほか、フィッシングなどさまざまな用途で幅広く使えるパドルです。

２

ユーコンパドル カーボン
#2351112

税抜き価格

¥32,000（+税）

#1855079

ブラック
（BK）

⃝カラー：ブラック（BK） ⃝サイズ：220、230cm
⃝平均重量：750g ⃝材質：ブレード=カーボン シャフト=カーボン
⃝ブレード角：0°
〜 360°

¥33,000（+税）

税抜き価格

¥11,000（+税）

⃝カラー：ライム（LIME）
⃝サイズ：カヤック 215cm-230cm SUP 74cm-80cm
⃝重量：シングルブレード 1,315g ダブルブレード 998g
⃝総重量：1,633g ⃝材質：ブレード＝ナイロン シャフト＝アルミニウム

スタンドアップパドルボード

税抜き価格

⃝サイズ：215、225、235ｃｍ ⃝平均重量：850g
⃝材質：ブレード＝グラス/ナイロン シャフト＝アルミニウム
⃝ブレード角：0°
、60°

SUPのパドルとしてもカヤックのパドルとしても使えるパドルです。ハイライフ（P.15）用のパ
ドルとして最適な他、SUPの予備パドルとすると、強風などシングルブレードでは厳しい時
に威力を発揮します。
３

ユーコンパドル カーボン 4ピース
#2351117

¥8,500（+税）

コンバーチブルパドル ３ピース

ツーリングに最適なパドルです。ブレード面積が大きく、川でも安心して使えます。
また浮力のあるフォームコアブレードなので水からブレードを抜く時スムーズで漕
ぎが軽く疲労も軽減されます。カーボンを使用した軽量モデルです。
２

税抜き価格

フィッシング カヤック

クロージング

レクリエーショナル カヤック

ライフジャケット

身

ブラック
（BK）

カーボン素材の軽量パドル。コンパクトに収納できるため、フォールディングカヤッ
クでのツーリングに最適です。４分割できるので、コンパクトに持ち運べます。
４

⃝カラー：ブラック（BK） ⃝サイズ：220cm、230cm
⃝平均重量：840g ⃝材質：ブレード＝カーボン シャフト＝カーボン
⃝ブレード角：0°
〜 360°

ペスカドールパドル
#1855080

#2351116

税抜き価格

ホワイト
（WT）

¥7,800（+税）

ファイバーグラスのシャフト、ナイロン製のブレードを組み合わせた初心者にも漕ぎ
やすい汎用製の高いパドルです。
２

ブルー
（BL）

税抜き価格

#2351115

⃝カラー：ブラック（BK） ⃝サイズ：225cm ⃝平均重量：1.02kg
⃝材質：ブレード＝ナイロン シャフト＝アルミニウム合金
⃝ブレード角：-45°
、0°
、45°

ブラック
（BK）

#1852729

ホワイト
（WT）

２
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２

⃝サイズ：185、195cm ⃝平均重量：809g ⃝ブレード面積：426cm²
⃝材質：シャフト＝ファイバーグラス ブレード＝ファイバーグラス ⃝ブレード角：0°
、45°

カナディアンカヌー パドル
レックシングルパドル

¥11,000（+税）

ナチュラルなフィーリングで、初級者にも扱いやすい2ピースのツーリングパドルです。
⃝カラー：ホワイト（WT）
、レッド×イエロー（RD/YL）
、ブルー×ホワイト（BL/WT）
⃝サイズ：215、225、235ｃｍ ⃝平均重量：1.17kg
⃝材質：ブレード＝グラス/ナイロン シャフト＝アルミニウム
⃝ブレード角：0°
、60°
（左右両用）

¥15,000（+税）

パドル

⃝カラー：ホワイト（WT） ⃝サイズ：215、225、235cm
⃝平均重量：992g ⃝材質：ブレード=グラス/ナイロン シャフト=ファイバーグラス
⃝ブレード角：0°
、60°
（左右両用）

税抜き価格

税抜き価格

大人用パドルに引けをとらない、子ども用に専用設計されたレクリエーショナル・
ツーリング用パドルです。2ピースで、プッシュピンで接続する仕様です。

¥16,800（+税）

シーパッセージ・アルミ・テイクアパート・パドル
#1855068

⃝カラー：ブルー（BL） ⃝サイズ：190cm ⃝平均重量：990g
⃝材質：ブレード=ポリプロピレン シャフト =アルミニウム合金
⃝ブレード角：-45°
、0°
、45°

パドルワン キッズ

ハイアングルでもローアングルでも使える、汎用性の高いパドルです。
２

¥3,200（+税）

カナディアン カヌー

税抜き価格

税抜き価格

子ども用のお求めやすい価格のパドルです。左右が分かりやすいように、ドリップ
リングの色を変えてあります。
２

シーパッセージ・テイクアパート・グラスパドル
#1855075

子ども用パドル
レックパドル Kid's

¥5,000（+税）

レクリエーショナルカヤックに適したリーズナブルな2ピースパドルです。
２

⃝カラー：モスカモ（MCAMO） ⃝サイズ：230cm
⃝平均重量：964g ⃝材質：ブレード＝ナイロン シャフト＝アルミニウム

ラインフック

ホワイトウォーター カヤック

レックパドル 2 ピース
#2351009

水中でブレの少ないスムーズで静かなストロークを実現する、ダイヒドラルブレードデザイン
です。重量のあるフィッシングカヤックであっても最大限のコントロール性を発揮する頑丈な
ブレードには、アンカーラインや根がかりしたルアーをつかむためのラインフックも備えられ
ています。
２

⃝カラー：ブルー（BL）
、ホワイト（WT） ⃝サイズ：220、230cm ⃝平均重量：1.02kg
⃝材質：ブレード=ナイロン樹脂 シャフト=ファイバーグラス
⃝ブレード角：-45°
、0°
、45°

¥12,800（+税）

ツーリング カヤック

ユーコンパドル グラス

税抜き価格

ブルー×ホワイト
（BL/WT）

#2351111

税抜き価格

¥2,500（+税）

水に浮くポリプロピレン製のブレードと、ブルーのポリエチレンスリーブでカバー
されたアルミシャフトを組み合わせたコストパフォーマンスに優れたシングルブ
レードパドルです。
レッド×イエロー
（RD/YL）

ホワイト
（WT）

⃝カラー：ホワイト/ロイヤルブルー（WT/RB） ⃝サイズ：137、144、152cm
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ホワイトウォーターパドルの長さ目安
短時間での瞬発力が求められるため、漕ぐ回数を上げやすいように、全長は短めで、水を

ツーリングパドルジョイントシステム

とらえやすい幅広で短めのブレードを装備しています。

AT（アドベンチャーテクノロジー）社製のツーリングパドルは、２分割タイプで

※ホワイトウォーターパドルの長さはプレイスタイルによっても変化します。表は目安とお考えください。

コンパクトに携行が可能です。ジョイント部分で５cmの伸長が可能です。左右の

360°
回転が可能

はもちろん、左利きの方にもご使用いただけます。
5cmまで
無段階伸長

長

パドルの長さ

142 〜 157cm

191cm

157 〜 173cm

194cm

173 〜 185cm

197cm

185cm 以上

200cm

ホワイトウォーター・パドル

パドルシャフト
AT（アドベンチャーテクノロジー）社製のパドルシャフトには、特許を取得した革新

ロールを実現。手首の負担をやわらげ、疲労が少なく、かつ瞬発的なコントロールに
も意のままに反応、安全性も格段にアップしています。

人間工学に基づいた
シャフトの曲がり方

#1852734

手首・腕の負担を
軽減

ブレードシステム

ブレード

アドバンスドシリーズ

ブレードは、
「非対称形ブレード」。より確実な水のキャッチと、

本体は、先端部分の厚みを増して打撃などのショッ
クに、フォームコアを凌ぐ強度を発揮。ブレードと

バキューム製法ブレード
断面形状イメージ図

斜めに水に入るカヤックブ
レードでは上下対称形よりも

つ高剛性ながらリーズナブルな価格を実現。

少ないパワーロスを実現。

#1852740

税抜き価格

¥38,000（+税）

ヘラクレス カーボンと同じコンセプトのパドルです。明るく鮮やかな緑色のブレードは、
水の中でも目立ちます。ヘラクレス カーボンより柔らかめの漕ぎ味です。
⃝サイズ：191、194、197cm ⃝平均重量：1,106g ⃝ブレード面積：700cm²
⃝材質：シャフト=ファイバーグラス ブレード=ファイバーグラス ⃝ブレード角：30°

１

の形を非対称形にデザイン。

シャフトは別々のパーツを強力に結合し、高性能か

⃝サイズ：191、194、197cm ⃝平均重量：978g ⃝ブレード面積：700cm²
⃝材質：シャフト=カーボン ブレード=カーボン ⃝ブレード角：30°

１

スタンドアップパドルボード

シャフトを中心にして、上下

強度を持っています。薄く頑丈に作られたブレード

¥43,000（+税）

ホワイトウォーターをオールラウンドに楽しめる、万能なパドルです。フリースタイルも
リバーランニングも、どちらも楽しみたい人に最適です。

ヘラクレス グラス

パワーロスの少ないパドリングを実現。

ブレードはバキューム成形され、非常に軽量で高い

税抜き価格

フィッシング カヤック

パドリング中の手首とシャフトの角度を理想的に保つことで究極のブレードコント

アドバンスドシリーズ

ヘラクレス カーボン

シャフトの曲がりが、
グリップの角度を
最適に修正

的な「フルコントロールグリップ」が装備されています。
（ストレートシャフトを除く）

ヘラクレス グラス ストレートシャフト
#1852741

税抜き価格

¥29,000（+税）

ヘラクレス グラスと同じコンセプトのストレートシャフトのパドルです。

オデッセイ カーボン
税抜き価格

#1852744

¥19,000（+税）

これから技術の向上を目指す初心者向けにデザインされた、オールラウンドモデルです。

¥48,000（+税）

１

⃝サイズ：210、220、230、240cm ⃝平均重量：879g ⃝ブレード面積：640cm²
⃝材質：シャフト＝カーボン ブレード＝カーボン ⃝ブレード角：0°
〜 360°

⃝サイズ：191、194、197cm ⃝平均重量：1,063g ⃝ブレード面積：660cm²
⃝材質：シャフト=ファイバーグラス ブレード=ファイバーグラス/ナイロン
⃝ブレード角：30°

ホワイトウォーター カヤック

ブレードが大きく、パワフルな漕ぎでもブレの無いストロークが得られます。ロールのや
りやすいパドルをお求めの方に最適です。
２

タイタン

スポーツシリーズ
税抜き価格

アクセサリー

オデッセイ グラス
#1852725

税抜き価格

¥38,000（+税）

オデッセイ カーボンより漕ぎ味が柔らかめの、ファイバーグラス素材のパドルです。
２

⃝サイズ：220、230、240cm ⃝平均重量：993g ⃝ブレード面積：640cm²
⃝材質：シャフト＝ファイバーグラス ブレード＝ファイバーグラス ⃝ブレード角：0°
〜 360°

※パドルはイメージです。

パドルシャフトの中央に装着して、水面上に放されたパドルに浮力を持たせるためのパッ
ドです。カヤックを担ぐ際には、肩に当たるコックピットのコーミングにこのフロートを
噛ませることによってクッションとしても使用できます。

税抜き価格

¥35,000（+税）

#1127162

オデッセイ グラスと同じコンセプトのストレートシャフトのパドルです。
２

税抜き価格

¥2,381（+税）

⃝サイズ：220、230、240cm ⃝平均重量：936g ⃝ブレード面積：640cm²
⃝材質：シャフト＝ファイバーグラス ブレード＝ファイバーグラス ⃝ブレード角：0°
〜 360°

#1127335

税抜き価格

¥3,400（+税）

⃝カラー：シャドウ（SHAD） ⃝素材：70デニール・ナイロン・リップストップ
⃝サイズ：160cm×30cm ⃝重量：220g
⃝収納の目安：分割サイズ160cmまでの2ピースダブルパドル3本もしくはシングルパドル6本
※収納時の目安はパドルの形状によって変わります。

パドル

⃝カラー：ブラック（BK） ⃝サイズ：φ 6.5cm × 30cm ⃝重量：60g
⃝素材：▪表地：420 デニール・ナイロン・オックス［ウレタン・コーティング］
▪裏地：70 デニール・ナイロン・タフタ［ウレタン・コーティング］

ポケッタブル シングルパドルケース

カナディアン カヌー

パドルシャフトフロート

オデッセイ グラス ストレートシャフト
#1852726

ツーリング カヤック

アドバンスドシリーズ
#1852719

⃝サイズ：191、194cm ⃝平均重量：907g ⃝ブレード面積：700cm²
⃝材質：シャフト=ファイバーグラス ブレード=ファイバーグラス ⃝ブレード角：30°

１

ツーリング・パドル

レクリエーショナル カヤック

ブレードアングルは無段階に全周調整が可能なので、お好みの角度に調整できるの

ジョイント部分
（ロックされた状態）

身

フォールディング カヤック

アドベンチャー・テクノロジーパドル

スポーツシリーズ

パースート グラス ベント
#1852730

税抜き価格

¥26,000（+税）

少し柔らかめのシャフトでベントシャフトを採用しており、手首に負担無く長時間漕ぎ続け
ることができます。コストパフォーマンスの高いパドルです。
２
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⃝サイズ：220、230cm ⃝平均重量：1,049g ⃝ブレード面積：605cm²
⃝材質：シャフト＝グラス ブレード＝カーボン／ナイロン ⃝ブレード角：0°
〜 360°

パドルリーシュ
#1855953

税抜き価格

ポケッタブル ダブルパドルケース
#1127334

¥3,500（+税）

海上でパドルの紛失を防ぐために艇とパドルをつな
ぐ高い伸縮性のあるベルトです。

税抜き価格

収納時

¥5,524（+税）

⃝カラー：シャドウ（SHAD） ⃝素材：70デニール・ナイロン・リップストップ
⃝サイズ：250cm×30cm ⃝重量：320g
⃝収納の目安：分割サイズ250cmまでのダブルパドル3本（ブレード角が同じもの）
SUPパドル
※収納時の目安はパドルの形状によって変わります。
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カナディアン カヌー
ライフジャケット

Life Jacket
Big Wave

パドル

#1127566

￥11,500（+税）

税抜き価格

【サイズ】S/M（72cm ～ 92cm）
、L/XL（92cm ～113cm）(胸囲表示)
【重量】970g 【浮力】7.5㎏（S/Mサイズ）
■ 420デニール・ナイロン・ドビー ■ 浮力体：NBR
【素材】
【機能】
A B C D E F G H 機能について→左記参照

サンフラワー
❸ （SUF）

背面メッシュ

ライトシルバー
（LTSV）

手軽に水と親しめるレクリエーショナルから、海や川を悠然と旅するツーリング、激流に挑むホワイトウォーターまで対応する幅広いモ
デルを女性用（P.38参照）や子ども用（P.54参照）も含めてラインアップ。

レクリエーション

ホワイトウォーター

装着感がよく長時間の着
用も快 適 。ポケットの 収
納力にも優れます。

湖 や 緩 や か な 流 れで の
使用に適したシンプルモ
デル。

激流下りやフリースタイ
ルプレイなどの激しい体
の 動きを妨 げな いデ ザ
インです。

ビッグウェイブ

アクアライト

ツーリング

E

D

A
ホワイト
ウォーター

H

Eアジャスタブルショルダーベルト

フィッシング

キャニオン
ラフター

注意

アングラー

Kid's
フリーダム
Kid's

体の中心付近に支 点を持たせた
ウエストベルトを使 用。ウエスト
ベルトをしっかりと締めても浮力
体による圧迫感がなく、体にフィッ
トさせることができます。

Cフラットパネルクロージャー・
システム

エマージェンシー

浮くっしょん®

浮くっしょん®
kid's

フロントパ ネ ル が ぴったりと
ジョイントする構造で、つなぎ
目部分にも浮力を持たせること
ができます。

Fアジャスタブルベルト

サイドのベルトは幅広い調節が可能です。
調節は片手で簡単に行えます。
ウエストベルトに滑り止めの素材を使用
しています。

フラットパネル
クロージャー
（断面）

反射テープを配置し、夜間の視認性を
高めています。

Aqua Fun

❶

￥6,400（＋税）

税抜き価格

【サイズ】S/M（72cm ～ 92cm）
、L/XL（92cm ～113cm）(胸囲表示)
【重量】670g 【浮力】7.5㎏ (S/Mサイズ)
■210デニール・ナイロン・オックス ■ 浮力体：NBR
【素材】
【機能】
A C E F 機能について→上記参照

コバルト
ブルー
（CBL）

￥6,800（＋税）

【サイズ】
フリー（72cm ～113cm）
（胸囲表示）
【重量】780g 【浮力】8.0㎏
■210デニール・ナイロン・オックス
【素材】
■ 浮力体：NBR
【機能】
C E F 機能について→上記参照

幅広いサイズに対応

❷

フレッシュ
グリーン
（FRGN）
シアンブルー
（CNBL）

フリーダム 機能

パーシモン
（PRSI）
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レッド
（RD）

#1127561

￥9,200（+税）

❽

税抜き価格

【サイズ】S(72cm 〜 84cm)、M(84cm 〜 96cm)
L(96cm 〜113cm) (胸囲表示)
【重量】910g 【浮力】7.5㎏（Mサイズ）
■ 表地：420デニール・ナイロン・ドビー
【素材】
■ 裏地：210デニール・ナイロン・オックス
■ 浮力体：NBR
【機能】
ABDEFGH
機能について→左記参照

サンセット
オレンジ
（SSOG）

背面

❿ キャニオンラフター

スラロームなどの競技や、フリースタイルプレイなどに最適な軽量ライフジャケットです。アー
ムホールを大きく取ることで激しい動きも妨げず、快 適なパドリングを実現。他のモデルに
比べ、フロントパネルを小さく抑えることで、動きやすさをさらに向上させています。

#1127568

￥7,400（+税）

税抜き価格

【サイズ】S/M（72cm ～ 92cm）
L/XL（92cm ～113cm）(胸囲表示)
【重量】680g
【浮力】6.5㎏
■ 420デニール・ナイロン・ドビー
【素材】
■ 浮力体：NBR
【機能】
ABDEFGH
機能について→左記参照

レッド
（RD）

フリーアジャストシステム

浮力体のパッドを9つに分割して挿
入した構造。XSからXXLサイズの
方まで幅広く対応し、なおかつ良
好なフィット感が得られます。

❼

ブラック
（BK）

Aqua Light

Freedom

税抜き価格

￥7,400（+税）

税抜き価格

❾ アクアライト

フリー・アジャスト・システムを採用し、XSからXXLサイズの方まで幅広く対応でき、さまざまな
用途に使用できるフリーサイズのライフジャケットです。着脱しやすいフロントオープン仕様です。

#1127563

#1127560

【サイズ】S(72cm 〜 84cm)、M(84cm 〜 96cm)
L(96cm 〜113cm) (胸囲表示)
【重量】720g
【浮力】7.5㎏（Mサイズ）
■ 表地：420デニール・ナイロン・ドビー
【素材】
■ 裏地：210デニール・ナイロン・オックス
■ 浮力体：NBR
【機能】
ABDEFGH
機能について→左記参照

Aqua Bat Pro

「アクアバット」にレスキューベルトを搭載し、運動性と収納力、レスキュー機能を備えた
モデルです。別売の「カウテール（P.40）
」や「トウイングライン（P.40）
」の装着も可能で、
胸部分に大型ポケットと、腹部にナイフホルダーなどを備えています。

H反射テープ

❷ フリーダム

ダウンリバーやツーリングなどさまざまな場面で気軽に使用できるフロントオープン仕様の
モデルです。コストパフォーマンスに優れ、高い浮力と柔軟性を兼ね備える高性能フォーム
（浮力体）を使用し、さらに計7カ所のアジャスター機能により抜群のフィット感を実現して
います。フロントジッパーには不意のリリースを防止するジップストッパーを設けるなど、安
全面にも配慮した作りになっています。

高い浮力を持ちながら、激流下りやフリースタイルプレイなどの激しい動きにも対応する、シ
ンプルなサイドオープン仕様のライフジャケットです。胸部に大型ポケットを備えています。

Gスティッキングウエストベルト

従来の
スタイル（断面）

モンベルのライフジャケットは、カヤックやカヌー、ラフティング用に開発されたベストであり、海難救助用の救命胴衣とは規定・使用目的が異なります。
ご留意の上、添付の説明書をよく読んでご使用ください。

❶ アクアファン

#1127562

ショルダーストラップは幅広い調節が
可能。調 節 後 の 余ったテープはゴム
バンドでまとめておくことができます。
調節は片手で簡単に行えます。

❻

キッズ・その他

ラフティング

コバルト
ブルー
（CBL）

❽ アクアバットプロ

Aqua Bat

背面パネルの生地を斜め使いにすること
で生地の特性を生かした伸縮性を実現。

Bセンターフィットウエストベルト

レクリ
エーション

￥11,500（+税）

税抜き価格

サンセット
オレンジ
（SSOG）

❼ アクアバット

Dバイアス・ストレッチ
フィットシステム

フォームを体の形に合わせて立体
成型し、浮力を損なうことなく、抜
群のフィット感を実現しています。

アクアファン マーメイド

#1127559

【サイズ】S(72cm 〜 84cm)、M(84cm 〜 96cm)、L(96cm 〜113cm) (胸囲表示)
【重量】1,150g 【浮力】10㎏（Mサイズ）
■ 表地：420デニール・ナイロン・ドビー
【素材】
■ 裏地：210デニール・ナイロン・オックス ■ 浮力体：NBR
【機能】
A B C D E F G H 機能について→左記参照

サンセットオレンジ
（SSOG）

G

A立体フォーム

River Runner Pro

クロージング

フリーダム

F

B

アクアバット
アクアバットプロ

❺

コバルト
ブルー
（CBL）

❻ リバーランナープロ

リバーガイドやレスキュー隊の意見を採り入れ開発された、運動性・機能性・収納力の高いモ
デルです。立体的な浮力体と体に追随するアームホールを使用し、10kgの高浮力でありなが
ら抜群のフィット感と運動性を実現しています。両肩、背面には反射テープを付け、視認性を
高めています。別売の「カウテール（P.40）
」
や
「シートウイングライン
（P.40）
」の装着も可能で、
胸部分に大型ポケット、左肩部にナイフホルダーを備えています。

背面

C

リバーランナー
リバーランナープロ

￥8,400（+税）

税抜き価格

【サイズ】S(72cm 〜 84cm)、M(84cm 〜 96cm)
L(96cm 〜113cm) (胸囲表示)
【重量】740g
【浮力】7.5㎏（Mサイズ）
■ 表地：420デニール・ナイロン・ドビー
【素材】
■ 裏地：210デニール・ナイロン・オックス
■ 浮力体：NBR
【機能】
ABCDEFGH
機能について→左記参照

シートの背もたれ
が当たる部分は浮
力 体 を 取り除 き、
サンセットオレンジ
メッシュ地を配置
（SSOG）
しています。

メッシュ地

River Runner

リバーランニングやツーリングなどに適した、高い汎用性と耐久性を誇るライフジャケットです。右
胸にポケットを備え、フロントオープンで着脱しやすい仕様です。

#1127558

商品によって搭載されている機能は異なります。

フラップ 付 きで 収
納物が落下しにくい
ポケット。内部には
プライヤーホルダー
を設けています。

アクセサリー・ドライバッグ

ライフジャケット機能

ツーリング

❺ リバーランナー

ブラック
（BK）

スプレースカート・カート

クロージング

快適性と信頼性をハイレベルで実現

❹

￥11,500（+税）

税抜き価格

セイフティ

背面

ライトは付属しません。

ライフジャケット

#1127569

背面上部

左肩背面にフラッシュ
ライトホルダーを備え
ています。※フラッシュ

Angler

運動性と機能性を兼ね備えた、カヤックフィッシングに最適なベストです。パドリング時の
肩の動きを妨げないようにデザインされたアームホールは、キャスティングのしやすさにも
貢献。浮力を落とすことなく背面フォーム下部をメッシュ地にすることで、背もたれの付い
たシートとも干渉しにくくなっています。さらに、ピンオンリールが取り付けられるループや
プライヤーホルダーを備えながらも、表面を引っ掛かりの少ないデザインに仕上げ、落水
時の再上艇のしやすさにも配慮しています。
【サイズ】S/M（72cm ～ 92cm）
、L/XL（92cm ～113cm）
（胸囲表示）
【平均重量】948g 【浮力】7.5㎏（S/Mサイズ）
■ 表地：420デニール・ナイロン・ドビー
【素材】
■ 裏地：210デニール・ナイロン・オックス ■ 浮力体：NBR
【機能】
A B C D E F G H 機能について→左記参照

別 売 の「レスキュー ベ ルト」
を使用して「シートウイング
ライン」を装着した例。

ライフジャケット

❹ アングラー

ライフジャケット・ヘルメット

❸ ビッグウェイブ

シーカヤッカーの内田正洋さんの意見を採り入れ、ツーリングを快適に行うための機能を追求した
ベストです。行動食や防水カメラ、日焼け止めなどを整理して収納できる大容量ポケットを左右に
備え、前後面にはライトなどを反射して光るテープ［スコッチライト™ ］を付けています。また、アー
ムホールを圧迫感が少なくパドリングを妨げないデザインにするなど、着用感のよさにもこだ
わっています。左胸上部にナイフホルダー、背面にライトホルダー付き。

サンセット
オレンジ
(SSOG)

❾

ライト
シルバー
（LTSV）

Canyon Rafter

極めて高い浮力を備えながら、立体的な浮力体を使用し、さらに3本のサイドリリース・バッ
クル付きベルトで、体格に合わせた細かなフィッティングが行えるラフティング用ベストです。
激流での落水に備え、頭部の浮力を補助するピローを備えています。レスキューの際、艇
に引き上げるときにつかむショルダーベルトはテープで補強しています。裾部分の裏地に
はメッシュ地を使用しているため、水はけがよく、短時間で乾きます。フロント右側に小物
の収納に便利なDリング付きポケットを設けています。

#1127570

￥10,200（+税）

税抜き価格

❿

【サイズ】S（72cm ～ 84cm）
、M（84cm ～ 96cm） サンフラワー
（SUF）
L（96cm ～113cm）
、XL（113cm ～125cm）
（胸囲）
【平均重量】1.21㎏ 【浮力】13.0㎏（Mサイズ）
■ 表地：420デニール・ナイロン・ドビー
【素材】
■ 裏地：210デニール・ナイロン・オックス
■ 浮力体：NBR
ショル ダー ベ ル
【機能】
ABCF
トをポリプ ロピ
機能について→左記参照
レン 製 のテープ
で 補 強し、強 度
を高めています。
コバルトブルー
（CBL）
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ライフジャケット・ヘルメット

Life Jacket

ライフジャケット

【サイズ】S/M（74cm 〜 86cm）
、L/XL（84cm 〜 94cm）
（胸囲表示）

一般的な浮力体

ドギーフローテーション ベスト Small & Large

マーメイド プロ〈女性用〉

女性が快適・安全にパドルスポーツを楽しむために開発されたライフジャケットです。フロント
オープン仕様なので着脱しやすく、ダウンリバーやツーリングなど、さまざまな場面で活躍します。

女性ガイド・インストラクターに最も適したモデルです。レスキューベルトを搭載し、収納
力に優れる大型ポケットと左胸上部にナイフホルダーを備えています。

#1127387

税抜き価格

Mermaid Pro

¥7,200（+税）

#1127388

税抜き価格

¥12,800（+税）

【重量】970g 【浮力】7.0kg（S/M）
■ 表地：420デニール・ナイロン・オックス
【素材】
【機能】
ABCDEFGH
機能について→P.36参照

■ 浮力体：NBR

Small #1127548

税抜き価格

女性用

Large #1127549

税抜き価格

Small

XS

S

M

L

胸囲
（cm）

42〜57

57〜73

73〜82

82〜88

背丈
（cm）

28〜38

38〜48

48〜58

58〜68

適合体重
（kg）

〜8

8〜19

15〜30

25〜42

※表記の適合体重は参考値
です。犬 種や 使 用方 法に
よっては適合体重内でも対
応できない場合があります。

フロートコート

自然な形で泳げるように設計されたモデルです。首回りにも浮力体を配置することに
より、楽に息つぎすることができます。ビーコンを取り付けられるループ付き。

#1874104

¥9,400（+税）

犬を水から
引き上げやすいハンドル

装着イメージ

XXS

XS

S

M

L

XL
91〜107

胸囲
（cm）

33〜43

43〜56

56〜69

69〜81

81〜91

18.5

26

30

38

41.5

49

首回
（kg）

27〜32.5

31〜41

38〜50

45〜59

53〜68

58〜75

普段はクッションとして

浮くっしょん®

背面

#1127583

税抜き価格

❻ Kid's 125-155

着用例

普段は家庭や学校で、クッションとして
使用できます。

¥4,762（+税）

※クッションカバーは別売です。

❶

❷

レッド
（RD）

保温用イヤー
パッド

背面

背面

❷ ラピッド ヘルメット

浮くっしょん®カバー

❽ #1127580 税抜き価格 ¥572（+税）
❾ Kid's 125-155用 #1127581 税抜き価格 ¥477（+税）
❿ Kid's 85-125用 #1127582 税抜き価格 ¥477（+税）

保護範囲が広いイヤーガードと着脱式の保温用イヤーパッド付きです。

安全基準
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ヨーロッパ規格（EN 1385）
：

ヨーロッパ規格のカヌーなどのホワイトウォータースポーツ専用ヘルメットの安全
基準に適合しています。

ブラック
（BK）

スカーレット
（SCL）

ブルー
（BL）

フィット感 の 調 節が
できるダイヤルアジャ
スターを背面に備え
ています。

日本人向け
ヘルメット

欧米人向け
ヘルメット

多くの日本人の頭の
形 状にフィットする
ようにデザインした
ヘルメットです。

流れの下流側に足を向け、水中の障害物に
下半身をぶつけないよう足を浮かせます。

背面

❽
#1

#3

#4

#6

#7

#8

#1

#3

#8

#9

#10

#11

#1

#10

#11

#9

❾
❿

ホワイト
（WT）

アジアンフィット

共通機能

装着例

流 さ れるとき の 姿 勢 や 救 助 作
業の手順については、あらかじ
め安全な川やプールなどで体験
しておくことをおすすめします。

ブラウン
（BN）

ブラウン
（BN）

リーフグリーン
（LEGN）

リーフグリーン
（LEGN）

リーフグリーン
（LEGN）

カバー使用例

【サイズ】XS(51cm 〜 53cm)、S(53cm 〜 55cm)、M(56cm 〜 58cm)、
L(59cm 〜 61cm)
（Mサイズ）
【重量】440g（450g） ※（ ）内は保温用イヤーパッドを含む総重量です。

¥3,619（+税）

展開色

¥5,600（+税）

【サイズ】S(53cm 〜 55cm)、M(56cm 〜 58cm)、L(59cm 〜 61cm)
【重量】400g（Mサイズ）

¥5,900（+税）

税抜き価格

U-cushion®Cover

【素材】
コットン

シンプルな軽量タイプです。

税抜き価格

#1127585

注意

肌触りのよいコットンを使用した「浮くっしょん®」専用カ
バーです。

■インナーシェル：E.V.A.フォーム

❶ ウェーブ ヘルメット

#1127421

¥4,000（+税）

【サイズ】Kid'sフリー（身長：85cm ～125cm、胸囲：48cm ～ 62cm）
【重量】300g
【収納サイズ（折り畳み時）
】28.5cm×28.5cm×厚み4.5cm 【浮力】3.0㎏

ウェーブ ヘルメット & ラピッド ヘルメット
アリス
ブルー
（ALBL）

税抜き価格

【サイズ】Kid'sフリー（身長：125cm ～155cm、胸囲：61～79cm）
【重量】420g
【収納サイズ（折り畳み時）
】34cm×34cm×厚み5cm 【浮力】5.0㎏

❼ Kid's 85-125

カヤック、ラフティングに最適なヘルメットです。日本人の頭部形状に合わせたデ
ザインで高いフィット感が得られます。
11ヶ所のベンチレーションを設けることで、
通気性と排水性を確保。また、インナーには保水しない素材を使用しています。
ラピッド ヘルメットにはKid'sサイズのXSを用意しています。

#1127584

ライフジャケットに変身
サンセット
オレンジ
（SSOG）

■ 本体：210 デニール・ナイロン・オックス
【素材】
■ 浮力体：NBR

Wave Helmet & Rapids Helmet

ブルーアトール

❺❻❼

東日本大震災の津波被害を契機に考案されたライフジャケットです。普
段は家庭や職場、学校などでクッションとして使用できるため、常に身
近に置いておくことができます。浮力体には耐久性と柔軟性に優れ、高
い浮力を発揮する高性能な素材を使用。緊急時の備えとしてだけでな
く、水辺でのアクティビティにも使用できます。本体には装着手順が大
きくプリントされており、初めて使う方でも簡単・確実に装着できます。
緊急用ホイッスルが付属します。

本製品はライフジャケットではありません。ライフジャケットの浮力が必要
なカヤックなどには使用しないでください。

税抜き価格

カバーを外すと

U-cushion®

ヘルメット

#1127413

ウェイブオレンジ

ソックアイレッド

【サイズ】
大人用フリーサイズ（胸囲72cm ～113cm）【重量】620g
【収納サイズ（折り畳み時）
】39cm×39cm×厚み5.5cm 【浮力】7.5㎏

■アウターシェル：ABS
【素材】

Large

反射素材

¥9,800（+税）

背丈
（cm）

❺

注意

胸当ては、水面から
引き上げるときに犬
の体を支えます。

キッズ・その他

【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）
【重量】522g
【浮力】3.0kg（Mサイズ）
【素材】2.5mm厚クロロプレンゴム ■浮力体：NBR

※Dリングは係留用ではありません。

災害時にも役立つライフジャケット

ブラック
（BK）

保温力に優れたクロロプレンゴムを使用したSUP（スタンドアップパドルボード）用の浮
力補助ベストです。ベスト全面にフォームを配置し、パドルのグリップが不意に体に当
たった際の衝撃を緩和します。また、折り畳んでもかさばらないようにフォームを配置
しています。沢登りなどでの使用にも適しています。

リードを付けるためのDリング。
さびにくいステンレス製です。

クロージング

Float Vest

反射素材

アクセサリー・ドライバッグ

スタンドアップパドルボードや沢登りなどの浮力補助ベストです。

フロートべスト〈男女兼用〉

税抜き価格

【カラー】ソックアイレッド（SERD）
、ウェイブオレンジ（WAOG）
、ブル−アトール（BLATL）
【重量】477g（M）【素材】
（表地）1680デニール・ナイロン（浮力体）
発泡ポリエチレン

付属のレスキューベルトを使
用して「別売のカウテール」
を装着した例。

税抜き価格

¥5,400（+税）

【サイズ】M、L 【平均重量】402g 【浮力】3.2kg（M）
、4.5kg（L）

スプレースカート・カート

ライトシルバー
（LTSV）

日焼け止めなどを入れる
ポケット付き。

#1127382

¥5,200（+税）

【サイズ】XS、S 【平均重量】185g 【浮力】0.8kg（XS）
、1.8kg（S）

レッド
（RD）

SUP 用フロートベスト

サンセット
オレンジ

【カラー】サンセットオレンジ（SSOG）
【素材】
（表地）420デニール・ナイロン・ドビー（裏地）210デニール・ナイロンオックス（浮力体）NBR

■ 浮力体：NBR

背面

女性用

犬を水から引き上げやすい
ハンドル

愛犬とともに水遊びやカヌーを楽しんでいただくための犬用フローティングベストです。
高性能なフォームを犬の体のラインに合わせて立体パターンで構成。圧迫感が少なく、
胴囲が小さい犬にもフィットしやすくなっています。

セイフティ

【重量】645g 【浮力】7.0kg（S/M）
■ 表地：210デニール・ナイロン・オックス
【素材】
【機能】
ACEF
機能について→P.36参照

犬の泳ぎを補助し、水遊びの安全性を向上させます。

マーメイドの浮力体

マーメイド〈女性用〉
Mermaid

ライフジャケット・ヘルメット

女性カヤッカーの意見を採り入れて開発された女性用ライフジャケットです。女性の体のラインに合わせた立
体成型フォームを使用し、胸の圧迫感を解消。抜群のフィット感と動きやすさを両立しました。

女性用ライフジャケット

❽

#1

❾ #9（❽、❾のみ）

❿ #11（❾、❿のみ）
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セイフティ

Safety

カウテール

Sea Towing Line

¥5,900（+税）

¥5,800（+税）

クイックロープ 10m
Quick Rope 10m

「コンパクトスローロープ」のショートモデルです。
たいへんコンパクトなため艇内で場所をとりま
せん。
税抜き価格

#1855948

#1127222

税抜き価格

¥143/1m（+税）

【サイズ】
φ8.5mm 【重量】25g/m
【破断強度】5.9kN 【伸び率】22%

リバーショーティー

¥5,300（+税）

グリップが大きく、濡れた手で力を加えても滑りにくいで
す。波刃でロープを切りやすく、ベルトやライフジャケッ
トに取り付け可能な鞘付きです。

警告

ショートボートでも収納しやすいコンパクト
なモデルです。再投の際素早く水をすくって
本体に重みを持たせて投げやすくするため、
下部を生地で覆っています。 イエロー

税抜き価格

¥8,600（+税）

（YL）

【サイズ】
約φ12×36cm（本体）
「フローティングロープ」
【ロープ】
φ9mm×22m 【重量】890g

Compact Throw Rope 20m

#1127223

税抜き価格

¥6,800（+税）

【サイズ】
約φ11×31cm（本体）
【ロープ】
「ノンコアフローティング
φ8.5mm×20m
ロープ」
【重量】610g

ガイドロープ 16m

スタティックスローロープ 25m

携行に便利なガイドベルトを標準装備したモデ
ルです。

通常の救助活動だけでなく、スタックしたラフト
ボートの救出など負荷の大きな作業もできます。

Guide Rope 16m

税抜き価格

¥9,200（+税）

Static Throw Rope 25m

#1127224

税抜き価格

¥12,191（+税）

【サイズ】約φ14×41cm（本体）
「スタティックロープ」
【ロープ】
φ11mm×25m
【重量】1.65kg
イエロー
（YL）

❷ フローティングロープ

ペダルポンプシステム
#1855883

¥1,900（+税）

パドルフロート

税抜き価格

¥13,500（+税）

フットブレイスを付属のパーツと交換して、
足で踏んで艇内の水を排水できます。取り
付け簡単です。

Floating Rope

税抜き価格

#1127191

税抜き価格

¥172/1m（+税）

¥9,200（+税）

税抜き価格

税抜き価格

¥2,400（+税）

荷物固定用ショックコードの交換用で
す。カラーが選べ、お持ちのカヤック
にちょっとしたアクセントとしてカスタ
マイズすることもできます。

人力で進むカヤックは、海や湖、川の上では非常に非力で、目立ちにくい存在です。事前にリスクを察知し、
回避できる知識や技術の習得はもちろんですが、避けられないリスクやトラブルはいつ起こるかわかりません。
セーフティギアはそういったリスクの軽減や、トラブルからの脱出をより容易にするためのアイテムです。
◀︎沈（転覆）した際に使用するためのビルジポンプ、
パドルフロート、パドルが破損した際に備えた予備
のパドル、行動食を入れたレーションコンテナ、飲
料水をデッキに装備しています。
ための海図、コンパス、GPS、ロープを切るため
の波刃のナイフなどを用意するとより安全です。

スマイリーノーズプラグ

大きく明瞭な音が出せる緊急用ホイッスル。

ソフトなつけ心地でフィット感の
高いノーズグリップです。

Emergency Call
#1124247 税抜き価格 ¥572（+税）

オレンジ
（ＯＧ）

イエロー（YL）ライム（LIME） シルバー（SV）

チャートケース S・M

#1856121

税抜き価格

¥1,600（+税）

コンパスなどと一緒に海図を艇のデッキにセットしておくためのケースで、ツーリングなどには
欠かせないアイテムです。行程や艇の大きさに合わせ2サイズをご用意しています。出し入れ口
は防水性の高い構造で、不用意に水などが入りにくくなっています。

❹Ｓ

#1127247

❺Ｍ

#1127248

税抜き価格

❹Ｓ

※小物類は
イメージです。

※水中での完 全な防水効果を
持つものではありません。

シータートル カヤックコンパス
税抜き価格

取り付け例

❺M

¥2,096（+税）

【サイズ】38cm×34cm（内寸）
※取り付け幅44cm 〜 70cm
【重量】290g

#1827025

取り付け例

❼

¥1,905（+税）

【サイズ】31×26㎝（内寸）※取り付け幅36cm 〜 60cm
【重量】190g
税抜き価格

イエロー
（ＹＬ）

❻

Chart Case S, M

¥248/1m（+税）

【サイズ】
φ11mm 【重量】52.6g/m
【破断強度】12.3kN 【伸び率】13%

エマージェンシーコール

オレンジ
（OG）

Static Rope 11mm

#1127221

#1855905

沈脱した際のセルフレスキューに使用します。空気
を吹き込んでパドルのブセーフティギアの安全性に
ついてレードにかぶせ、フロートを水上に、反対側
を艇に置き、これを始点にして再乗艇します。

「スローロープ」などに使 用してい る、 「スタティックスローロープ 25m」に使用
ベーシックなロープです。
している、強度に優れたロープです。
【サイズ】
φ9mm 【重量】35g/m
【破断強度】9kN 【伸び率】13%

バンジーコード

❸ スタティックロープ 11㎜

また、シチュエーションによって、ナビゲーションの
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¥2,800（+税）

⃝長さ：51.44 cm ⃝カラー：ライム（LIME）

¥5,000（+税）

海のツーリングカヤックで、ナビゲーション
に必要なデッキコンパスです。視認性に優
れ、現在地や進行方向の確認が容易です。

セーフティギアの必要性について

（例）瀬戸内海を
単独縦断中の装備

※鞘付き

¥1,334（+税）

（YL）

ウォータースポーツ時の人命救助用途のロープです。バスボートなどプレジャー・ボートのけん引、クライミングや重量物の吊り下げなどの
用途には使用できません。

（BK）
【カラー】ブラック

税抜き価格

ブラック
（BK）

カヌーツーリングやラフティングに必 携 の ベー
シックモデルです。再投の際素早く水をすくって
本体に重みを持たせて投げやすくするため、下部
を生地で覆っています。
イエロー

#1127553

税抜き価格

ビルジポンプ
#1852846

カヤックのコックピット内に浸入した水を排出するためのスポン
ジです。1回で約1リットルの水を吸収します。洗濯機でも洗える
丈夫な構造です。

コンパクトスローロープ 20m

「コンパクトスローロープ 20m」などに使用して
いる、中芯を抜いた軽量なロープです。

吸水性がゼロで乾きが早く、軽 量で水に浮く
ポリプロピレン製ロープ。1m単位の使いやすい
長さでお求めいただけます。
ロール全体では1巻200mです。

税抜き価格

緊急時に確実なリリースができる
ように樹脂製の大きな持ち手を
付けたクイックリリースバックル。

【サイズ】
約φ11×31cm（本体）
幅50mm×長さ145cm（ウエストベルト）
【ロープ】
「フローティングロープ」
φ9mm×16m
イエロー
【重量】800g
（YL）

Non Core Floating Rope

❸イエロー（YL）

スポンジ

スローロープ 22m

#1127551

税抜き価格

⃝カラー：ブルー（BL）

握りやすく滑りにくいグリップを採用し、上下
両方のストロークで効率的に排水ができます。

⃝サイズ：約9cm×10cm×20cm ⃝重量：約200g
（サイズ、重量は出荷時のものです。
）
● 素材：▪スポンジ：セルロース ▪メッシュ：ポリエステル

急激に引っ張られたときにも伸縮する
ことによって衝撃を吸収するゴム。

❶ ノンコア フローティングロープ

❷イエロー（YL）

#1895008

¥5,200（+税）

【サイズ】
約φ11×14cm（本体）
【ロープ】
「ノンコアフローティングロープ」
φ8.5mm×10m
イエロー
【重量】340g
（YL）

イエロー（YL）

#1127557

¥2,800（+税）

キッズ・その他

【サイズ】
幅50mm×長さ145cm
【重量】190g

❶

体に触 れる面は、フィット
感を高めるため、底面と口
部分を楕円形にしました。

#1127552

※セルロース・スポンジは乾燥すると硬くなるため出
荷時には適度に保水させて密封しています。乾燥状
態により硬さは変化します。

税抜き価格

シーアンカー
Sea Anchor

風でカヤックやカヌーが流されにくくするための
#1127363 税抜き価格 ¥4,900（+税）
フローティング・アンカーです。海や湖でカヤック ⃝カラー：フラッシュイエロー（FYL）
フィッシングを楽しむ際はもちろんのこと、漂流速 ●重量：152g（164g）
度を抑える安全装備としても活躍。開口部に超弾性 ※（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。
（本体）全長：60cm、直径：45cm
合金のワイヤーを挿入しているため、スタッフバッグ ●寸法：
（係留用ロープ）8m
から取り出せばすぐに開口部が開き、水中でも開い
（回収用ロープ）10m
たままの状態をキープします。本体上部の浮力体が ●
収納サイズ：約6cm×12cm×24cm
回転を抑えるため、水中でも優れた安定性を発揮。 ● 素材：30デニール・高強度ポリエステル
重量はわずか152gとたいへん軽量で、緊急時にも
［ポリウレタン・コーティング］
視認されやすい蛍光色を使用しています。

クロージング

浮力体付きで水に浮くロープ
バッグ。ポリプロピレンテープ
で補強しています。

¥3,048（+税）

【サイズ】
幅38mm×長さ140cm
【重量】120g

Throw Rope 22m

ロープを収納
しやすい広口
のデザイン。

水はけがよく耐久性に優れた
ディッピング・メッシュ。

税抜き価格

¥2,100（+税）

#1855882

アクセサリー・ドライバッグ

【素材】
（本体）ディッピング・メッシュ
（ロープ）ポリプロピレン
（本体下部）420デニール・ナイロン・オックス

「スローロープ」
、
「コンパクトスロー
ロープ」に装着するポリプロピレン製
の丈夫なウエストベルトです。

税抜き価格

#1852805

スローロープシリーズ共通機能

Guide Belt

¥4,400（+税）

パドル取り付け例

操作性と機能性を兼ね備えた収納バッグ

ガイドベルト

税抜き価格

#1127510

吸水性がゼロで、25mm幅の丈夫な
ポリプロピレン製テープ。
※カラビナのカラーはアソートです。

【サイズ】
幅25mm×長さ180cm（テープ）
幅38mm×長さ145cm（ウエストベルト）
【重量】240g
【素材】
（収納ケース）420デニール・ナイロン・オックス
（テープ）
ポリプロピレン

#1127554

わずか40cmの長さで、従来のポンプの30
％増しの排水能力を持ちます。

スプレースカート・カート

Towing Line

税抜き価格

#1127511

「カウテール」や「シートウイングライン」を装着
するためのベルトです。大きな引き手で操作しや
すく、緊急時は素早くギア類をリリースできます。

38㎜幅の丈夫なナイロン製ウエスト
ベルト。

他の艇やパドルを回収するために作られたレスキューギア
です。カラビナを付けた1.8mのテープと、収 納ケースを付
けた構造。けん引中、レスキュー対象がスタックした場合な
どに、二重 遭 難を防ぐため、ベルト自体を素 早く外せるク
イックリリースバックルが付いています。

#1127201

カヤックのコックピット内に浸入した水を排出するためのスポンジです。
本体スポンジには
吸水性・保水性に優れ、
自重の20～30倍もの水を吸収できるセルロース・スポンジを使用し
ています。
また吸水した水を適度に保持するため、
持ち上げた際も水が落ちにくく、
効率よく
水出しができます。
沈脱などで流出を防ぐため、
本体をメッシュバッグに入れ、
伸縮性のある
ドローコードとプラスチックナスカンが付いています。

セイフティ

トウイングライン

Rescue Belt

パドルシャフトをフックできる大きなカラビナを付け
たツーリング用レスキューギア。チューブラーテープ
が伸縮してショックを吸収します。
「ビッグウェイブ」
に装着するには「レスキューベルト」が必要です。
【サイズ】
最大長90cm
【重量】160g

【サイズ】
高さ11cm×幅19cm×奥行き5cm（ケース）
幅20mm×長さ10m（テープ）【重量】310g
【素材】
（収納ケース）420デニール・ナイロン・ドビー
（テープ）
ポリプロピレン

レスキューベルト

Cow Tail

ライフジャケットに装着するレスキューギア。テープは吸水率がゼロで水に浮き
ます。収納ケースは、紫外線劣化を防ぐため高強度ナイロン地を用い、内側に
カラビナホルダーを付けました。フローティング・ベストの左右どちらにも取り
付けられるデザインです。
「ビッグウェイブ」に装着するには
「レスキューベルト」が必要です。
税抜き価格

ハイボリュームシーカヤックポンプ

Bilge Sponge

シートウイングライン

#1127537

ビルジスポンジ

ライフジャケット・ヘルメット

セイフティ

ホールイン シーフラッグ & オンデッキ シーフラッグ
Hole in Sea Flag & On Deck Sea Flag

海や湖でカヤックの視認性を高めるためのフラッグです。フラッグには無風時でも形状が崩
れにくい素材を使用し、反射テープを設けることで暗い時でも高い視認性を実現。シットオン
トップカヤックのドレンホールに刺し込んで装着することができる「ホールイン」と、アルフェッ
クなどのシットインカヤックのデッキ上に取り付けられるベースを設けた「オンデッキ」をライ
ンアップしています。ポールの長さは3段階に調節することができます。
⃝カラー：オレンジ（OG）
⃝サイズ：フラッグ：高さ150cm（最大）
、113cm（1回折り）
、80cm（2回折り）
、収納寸50cm
● 素材：▪フラッグ：30デニール・高強度ポリエステル［ポリウレタン・コーティング］
▪ポール：アルミニウム合金

❻ ホールイン
❼ オンデッキ

#1127376
#1127370

税抜き価格
税抜き価格

¥3,900（+税）
¥4,200（+税）

⃝カ重量：92g
⃝カ重量：198g

本体の回転を防ぎ、安定性を
高める浮力体を封入。

収納時

回収用ロープをテール
側に取り付けているた
め、スムーズな回収が
可能。※回収用ロープ
はメインロープとの区
別をつけやすくするた
め、色を変えています。

回収ロープ
（黒と黄色）

使用イメージ

シーアンカー
メインロープ
（黒）

カヤック
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スプ
レースカ
ート・ト
カート
ライフジ
ャケッ

Spray Skirt
モンベルスプレーカバー共通サイズ表 （コーミングの縦×横のサイズです）

■ナイロン製スプレースカート
コクピットへの着脱が容易でアルフェックの収納バッグに入れてもかさばりません。

スプレーカバー

軽量・コンパクトなツーリング用のスプレーカバーです。立体裁断によりスカート上に水がたまり
にくく、生地にかかるストレスも軽減します。また、背面にはクロロプレンゴムを用いて胴回りに
しっかりとフィットし、ウエストはフリーサイズで幅広く対応します。ショルダーベルトは取り外し
可能です。

#1127268

税抜き価格

ラージ

85cm×37cm 〜 91cm×51cm

スプレーカバー ウィズ ジッパー

税抜き価格

Spray Cover W/Z

❸❹

❸ スモール

ブラック
（BK）

#1127270

税抜き価格

税抜き価格

❹ ラージ

#1127271

税抜き価格

#1855451

⃝カラー：ブラック（BK）
⃝リムサイズ：85"/24"(216/61cm)、97"/26" (246/66cm)
⃝ウエストサイズ：フリー ⃝材質：70デニールナイロン

クロロプレン製スプレースカート

税抜き価格

¥4,800（+税）

イージーグリップ デッキ スプレーカバー EZ Grip Deck Spray Cover

高品質のクロロプレンゴムを使用したラージ・コックピット用のスプレーカバーです。防水性と着
脱の容易さを両立し、幅広い種類の艇に適合します。XS 〜 XLの5サイズからお選びください。

#1127360

ブラック
（BK）

税抜き価格

❼❽

❼ スモール

❺

#1852861 （レール付き2個1セット）税抜き価格 ¥4,500（+税）
#1852862 （ペダルのみ2個1セット）税抜き価格 ¥2,800（+税）

カヤック専用のスライド式足掛けです。ペダル後ろ側の
レバーを手前に引くだけで、前後28cmスライドします。

❻

⃝材質：プラスチック

フットブレイスXL キット
#1852859

税抜き価格

スライドロック
フットブレイスシステム キット

2重ハッチの内側にあるハッチカバーの交換用パーツです。

シットインカヤック、シットオンカヤックのフット
ブレイス交換用キットです。足がかかる部分が
大きく、ラバーが張り付けられているため、滑
りにくい構造です。取り付用のボルトナットも付
属しています。

#1852876

税抜き価格

税抜き価格

#1855454

¥35,000（+税）

ラダーのシャフト受けの穴が設けられて
いるカヤックに対応します。
（例：コヴⅡ
14.6タンデム、キャロライナ12.0）
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ラダーキットソロ
#1855846

税抜き価格

¥38,000（+税）

ターポン、スレッシャー用のラダーキット
です。

#1855847

税抜き価格

¥38,000（+税）

タンデムカヤック用のラダーキットです。

#1855455

税抜き価格

¥6,600（+税）

ボートの保管やカートップで運搬する際に雨
や埃の侵入を防ぎます。タンデムカヤック用。

⃝リムサイズ：32"/18"(81/45cm)、38"/20"(96/50cm)、
41"/23"(104/58cm)、
49"/23"(124/58cm)、
52"/22"(132/55cm)、
60"/23"(152/58cm)
⃝材質：ナイロン

⃝リムサイズ：85"/24" (216/61cm)、
89"/29" (226/73cm)、
97"/26" (246/66cm)
⃝材質：ナイロン

¥3,400（+税）

ブラック
（BK）

ネオプレン・ハッチカバー
#1855900

税抜き価格

¥4,000（+税）

2重ハッチの内側にあるネオプレン・ハッチカバーの交換用パーツです。
⃝サイズ：XS

❾ 300

#1127332

❿ 600

#1127333

税抜き価格

¥2,096（+税）

【適合サイズ】〜 280cm 【サイズ】100cm×320cm

¥12,000（+税）

ラダーキット ラージ＆タンデム

ラージコックピッ
トカバー

¥5,300（+税）

カヤックを紫外線や汚れから守る保管袋です。両端が開くチューブ形状で使い勝手がよく、水抜き穴を設けています。リバーと
ツーリング用の２タイプがあり、ともに最大周囲２ｍまでの艇が収納可能です。 ※艇の形状によっては、入らない場合もあります。

税抜き価格

¥3,048（+税）

【適合サイズ】〜 560cm 【サイズ】100cm 〜 600cm

※カヤックはイメージです。

カヤックフォームブロック
（ペア）

カーシートカバー
Car Seat Cover

#1127375

税抜き価格

税抜き価格

Kayak Storage Tube 300, 600

装着例

#1855720

税抜き価格

¥6,000（+税）

カヤックをキャリアバーに載せる際に使うパッド。

￥3,800（+税）

税抜き価格

【サイズ】
幅73×長さ132㎝ 【重量】181g
■ 表地：ハイドロプロ®2レイヤー
【素材】
［表：40デニール・ナイロン・リップストップ］
■ 裏地：70デニール・ナイロン・タフタ

#1855850

¥12,000（+税）

ボートの保管やカートップで運搬する際に雨や埃の
侵入を防ぎます。

愛車のシートを濡れや汚れから守るカバーです。シンプルな構造で着
脱しやすく、さまざまな車種の座席に対応します。スタッフバッグ付き。

ラダーキット PC&DG

税抜き価格

カヤック ストレージチューブ 300・600

シットインカヤック、シットオンカヤックのフットブレイス
交換用キットです。フットブレイス交換用キットです。手
前側だけでフットブレイスの位置を調整できるため、乗
艇中でも容易に位置の調整が可能です。足がかかる部分
が大きく、ラバーが張り付けられているため、滑りにくい
構造です。取り付け用のボルトナットも付属しています。

シットインカヤック、シットオンカヤックのフットブレ
イス交換用キットです。手前側だけでフットブレイス
の位置を調整できるため、乗艇中でも容易に位置の
調整が可能です。取り付け用のボルトナットも付属
しています。

¥3,200（+税）

【素材】
クロロプレンゴム

¥11,500（+税）

スライドロック XLフットブレイス キット

¥7,800（+税）

税抜き価格

コックピットカバー

周囲110cmから120cm
のハッチに対応します。

Hatch Cover L
#1127274 税抜き価格 ¥3,524（+税）

【素材】
ポリエチレン

税抜き価格

#1127273

#1855725

⃝カラー：ブルー（BL）

【重量】240g
【コックピットサイズ】85cm×37cm 〜 88cm×51cm

ハッチカバー L

フットブレイス

#1852872

#1127272

【重量】225g
【コックピットサイズ】76cm×37cm 〜 86cm×48cm

❽ ラージ

¥14,000（+税）

キッズ・その他

❺
❻

【素材】210デニール・ナイロン・リップストップ［P.V.C.コーティング］

¥8,381（+税）

フットブレイス・ラダーキット・カート

税抜き価格

Cockpit Cover

【ウエストサイズ】XS（58cm 〜 65cm）
、
S（65cm 〜 75cm）
、M（75cm 〜 89cm）
、
L（89cm 〜102cm）
、XL（102cm 〜115cm）
、
【重量】750g
【素材】
クロロプレンゴム

⃝カラー：ブラック（BK） ⃝材質：ナイロン ⃝ウレタンコーティング
⃝適合コックピットサイズ：レクリエーショナルカヤック用、ツーリングカヤック用

#1855726

スモール カヤックカート
（ノーフラット）

⃝カラー：グリーン（GN）

ボートの保管時やカートップの際に雨やホコリの侵入を防ぎます。ひとりで二人乗りのカヤッ
クを使用する際、片方のコックピットをカバーするのにも便利です。 内側に紛失防止用の
ループ付き。

ブラック
（BK）

パッドを3枚収納。
パッドの枚数を調整するこ
とにより、最適なフィット感
を得ることができます。

クロージング

乗艇した状態で膝の半分程 度までカバーするレクリ
エーショナルカヤック用の簡易スカートです。水しぶき
をカバーし、日焼けの緩和にもなります。ループ状のバ
ンジーコードが装着されており、コックピットにフィット
させます。スカートの端にはアーチ状の芯材が入ってお
り、被ったしぶきが艇内に入るのを防ぎます。

高い水圧を受ける状況での使用に
適しています。

¥4,953（+税）

ラージ カヤックカート
（ノーフラット）

■カート

コックピットカバー

税抜き価格

【重量】460g
【素材】▪カバー：ネオプレン（クロロプレンゴム）
▪パッド：ポリウレタン

アクセサリー・ドライバッグ

#1855452

¥9,000（+税）

タンデムレクリエーショナルカヤック用のスカートです。
お求めの際は対応サイズを確認ください。

⃝リムサイズ：32"/18"(81/45cm)、34"/19"(86/48cm)、
38"/20"(96/50cm)、41"/23"(104/58cm)、
49"/23"(124/58cm)、52"/22"(132/55cm)、
60"/23"(152/58cm)
⃝ウエストサイズ：フリー ⃝材質：70デニールナイロン

ミニスカート

税抜き価格

コンフォーテック・
シートパッド

フレームには耐腐食性に優れたアルミ合金(アルマイト加工)
を使用し、タイヤはフラットフリー（ノーパンク）タイヤを採
用しています。重量のあるカヌーやタンデムカヤックを運ぶ
のに適したラージカヤックカートと、シットオントップカヤッ
クなどのハッチ内に収納が比較的容易な、スモールカヤック
カートの2タイプがあります。積載したカヌー、カヤックを固
定する際に使用するストラップが付属しています。
【最大積載量】75kg

フュージョン
タンデムスプレースカート

使いやすくサイズ展開が豊富な、非常にコストパ
フォーマンスの高いスプレースカートです。

ドです。パッドの枚数を変えることで、フィッティングを調整す
ることができます。カバーのふたにポケット付き（2個1セット）
。

#1127555

¥5,400（+税）

【ウエストサイズ】
フリーサイズ 【重量】470g
【コックピットサイズ】85cm×37cm 〜 91cm×51cm

¥5,200（+税）

¥7,500（+税）

座面を上げるためのシートパッドです。柔らかな素材を使用し
ているため、快適な座り心地を得られます。

【ウエストサイズ】
フリーサイズ 【重量】460g
【コックピットサイズ】76cm×37cm 〜 86cm×48cm

ブラック
（BK）

カヤックのシートの左右に装着してフィッティングを高めるパッ

¥5,000（+税）

【ウエストサイズ】
フリーサイズ 【重量】395g
【コックピットサイズ】85cm×37cm 〜 91cm×51cm

#1855453

Adjustable Fitting Pads

¥2,500（+税）

【素材】210デニール・ナイロン・リップストップ

¥4,800（+税）

フュージョンスプレースカート

税抜き価格

アジャスタブルフィッティングパッド

スプレースカート・カート

#1127269

コンフォーテック・
シートパッド
#1852937

スプレーカバーの基本性能に加え、センター部分にジッパーを設けているため、艇に装着した
状態でも乗り降りがしやすく、コックピット内にある小物なども簡単に取り出すことができます。

【ウエストサイズ】
フリーサイズ 【重量】385g
【コックピットサイズ】76cm×37cm 〜 86cm×48cm

❷ ラージ

アクセサリー

セイフティ

【素材】210デニール・ナイロン・リップストップ

❶ スモール

76cm×37cm 〜 86cm×48cm

※サイズは目安です。コックピットの形状によっては左記サイズでも合わない場合があります。

Spray Cover

❶❷ ブラック（BK）

スモール

ライフジャケット・ヘルメット

スプレースカート

ピーコック
（PE）
スタッフバッグ収納時

サンフラワー
（SUF）

ラダーキット サプルメンタル
#1855848

税抜き価格

¥15,000（+税）

パムリコ135Tへのラダー取り付けに必
要なパーツです。

その他の
アクセサリーはこちら

スノーケリングや
水遊び用品はこちら
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パドル

ライフジャケット

Life Jacket

軽量で高い防水性を備えたスタッフバッグ

アクアペル スタッフバッグ

アクアペル ビジブルバッグ 0.3L

財布やタオルなど、濡らしたくない荷物の収納に便利な防水性の高いバッグです。バッ
クパックに収納した際も、デッドスペースを作りにくい丸底デザインです。全ての縫い目
にシームテープ処理を施しており、出し入れ口を3回折り返してバックルで留める防水
性の高い仕様です。

全ての縫い目にシームテープ処理を施した防水性の高いケースに、中身が確認しやすい小窓を設け
たアイテムです。

Aquapel Stuff Bag

【素材】40デニール・ナイロン・リップストップ
［ハイドロプロ®コーティング］

¥850（+税） 10L #1123837

税抜き価格

¥1,200（+税）

¥1,000（+税） 15L #1123838

税抜き価格

¥1,600（+税）

税抜き価格

3L #1123836

税抜き価格

5L #1133186

税抜き価格

#1123834

税抜き価格

ガンメタル
（GM）

【サイズ】φ25.5cm ×44cm 【重量】69g

¥1,100（+税）

10L

【サイズ】φ19cm ×36cm 【重量】46g

ガンメタル
（GM）

ホットレッド
(HRD)

ホット
レッド
(HRD)

ハイドロプロ®
ストリージバッグ

130L

税抜き価格

【重量】205g

注意

リーフグリーン
(LEGN)

ブルー
リッジ
(BLRI)

スカイグレー
（SKGY）

撥水モデル

¥3,715（+税）

ディープ
サファイア
（DPSA）

素 材

ポルカテックス®

ゴールデン
オレンジ
（GDOG）

パドルスポーツや沢登りなど、水辺のアクティビティ全般で幅広く活躍する

Light Dry Bag

極めて高い防水性を実現した平底デザインのバッグです。底部のストラッ
クリアー
プホールをひもなどで絞れば底部が三角形になり、カヤックのハッチへ （CLER）
の出し入れもスムーズになります。

軽量で極めて高い防水性を持つバッグです。底部を三角形に絞れるストラップ
ホール付き。

【素材】70デニール・ナイロン
［ウレタン・コーティング］

5L

【素材】
ポリエステル・ターポリン

¥1,900（+税）

#1123440

【サイズ】25cm ×40cm 【重量】150g

10L #1123446

税抜き価格

税抜き価格

¥2,000（+税）

税抜き価格

¥2,477（+税）

税抜き価格

¥2,667

税抜き価格

¥2,858（+税）

【サイズ】25cm ×40cm 【重量】90g

¥2,300

10L

（+税）

【サイズ】30cm ×50cm 【重量】200g

背面

#1123441

30L

15L

ドライバッグチューブ

#1123442

Dry Bag Tube

15L #1123432

税抜き価格

20L #1123979

税抜き価格

30L #1123434

税抜き価格

40L #1123980

税抜き価格

20L
#1123443

30L

【素材】
ポリエステル・ターポリン

【サイズ】35cm ×73cm 【重量】170g

クリアー
（CLER）

¥2,800（+税）

30L

【サイズ】φ24cm ×48cm 【重量】260g

#1123981

¥3,500（+税）

【サイズ】φ30cm ×60cm 【重量】405g

¥4,500（+税）

【サイズ】φ35cm ×62cm 【重量】450g

税抜き価格

¥4,000（+税）

税抜き価格

¥4,400（+税）

【サイズ】45cm ×73cm 【重量】210g

40L

【サイズ】φ24cm ×59cm 【重量】335g

¥3,800（+税）

（+税）

【サイズ】35cm ×60cm 【重量】150g

極めて高い防水性を実現した丸底デザインのバッグです。両サイドのバッ
クルで留め、ベルトを締めればより高い防水性を発揮しますが、出し入れ
口のバックル同士を留めて使用することもできます。

#1123982

左右のバックル同士を留
めることもでき、持ち運
びの際に便利です。

レーションコンテナ

※本製品は優れた防水性を持ちますが、水中では使用しないでください。
使用前に必ず点検をして、ピンホールなどで漏水がないか確認してください。

Ration Container

広口の防水ポリエチレンボトル。壊れにくく、
バッグなどに入れても潰れることがないの
でナッツやスナック類なども安心して入れ
られます。

ゴールデン
オレンジ
（GDOG）

¥1,900（+税）

#1127163

税抜き価格

¥2,381（＋税）

●サイズ：φ12cm×24cm
●重量：220g

ブラック
（BK）

フレッシュ
グリーン
（FRGN）

裾にはフィット感を調
整できるコード付き

❷

❷ リバーツーリングジャケット〈男女兼用〉

River Touring Jacket

世界最高レベルの撥水性能と高い通気性を備え、暑い時期でも蒸れにくい軽やかな
ツーリング用ジャケットです。肘部分にはパドリングの動きを妨げない立体パターン
を使用し、袖幅は腕まくりもできるよう広めに設定しています。防水カメラや行動食
などを収納できる容量の胸ポケットは、ライフジャケットを着たままでもアクセス可
能。ウエストのフィット感はドローコードで簡単に調節できます。※防水性はありません。

#1127356

税抜き価格

ブラック
（BK）
ライフジャケットを 着たまま
でもアクセス可能な胸ポケット。

￥7,800（＋税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）【平均重量】230g
【素材】75デニール・ポリエステル・リップストップ
［ポルカテックス®加工］
（首・手首）クロロプレンゴム
【特長】アクアテクト®ジッパー付きポケット2個
（胸2）／ジッパーがあごに当たらない仕様／
水の浸入を防ぐクロロプレンゴムを使用
（襟・袖口）

Splash Jacket & Short Sleeve Jacket

スマートフォンを入れたまま操作が可能な防水性の高いポーチです。両面が透明
なので、撮影も可能です。ストラップを装着できるループホール付きです。
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￥6,500（＋税）

スプラッシュ ジャケット＆ハーフスリーブジャケット〈男女兼用〉

Mobile Dry Pouch

税抜き価格

税抜き価格

ドライバッグは極めて高い防水性を持ちますが、水中での使用に
は適しませんのでご注意ください。

注意

モバイルドライポーチ

#1133179

#1127339

【サイズ】XS、S、M、L、XL、XXL（男女兼用）【平均重量】200g
【素材】75デニール・ポリエステル・リップストップ
［ポルカテックス®加工］
（首・手首）
クロロプレンゴム

【サイズ】49cm ×84cm 【重量】245g

その他 防水バッグ

【サイズ】高さ20×幅11cm（内寸：高さ18×幅10cm）
【重量】21g
【防水規格】IPX8
【対応スマートフォンサイズ】高さ160mm×
幅80mm×厚み10mm
※スマートフォンの形状によっては入らない
場合があります。

※防水性はありません。

ピーコック
（PE）

【サイズ】30cm ×50cm 【重量】120g

ティーグリーン
（TEGN）

キッズ・その他

税抜き価格

シンプルなデザインで、軽量性・コストパフォーマンスに優れたジャケットです。保
水しにくく通気性に優れた生地を使用することで暑い季節でも蒸れにくく快適。表
地には世界最高レベルの撥水性を誇るポルカテックス® 加工を施すことで、気化熱
による冷えから体を守ります。また、首と手首には伸縮性が高いクロロプレンゴム
を使用し、袖口から水が入りにくくなっています。豊富なサイズ展開で、パドルスポー
ツを始めるビギナーの方から上級者の方まで幅広く着用していただけます。

クロージング

ライトドライバッグ

10L

❶ ベーシックパドリングジャケット〈男女兼用〉

Basic Paddling Jacket

独自の構造で抜群の気密性・防水性を実現 防水性の高いバッグシリーズです。

Dry Bag Rectangle

❶

オレンジ
（OG）

ポルカテックス®は、
洗濯を繰り返しても性能が衰えにくい世界最高レベル
の撥 水 加工です。撥 油 性にも優れるため、汚れも付きにくくなっています。
また、従 来の撥 水剤の欠 点であった摩 耗や 洗 濯による撥 水 機能の 低下を
大幅に改善しています。 ※ポルカテックス®は防水加工ではありません
φ45㎝

ドライバッグレクタ

撥水加工を施した素材を使用し、気温・水温が高い季節に最適です。

世界最高レベルの撥水性を誇る
82㎝

アクアペルバッグ、ハイドロプロ®ストリージバッグは高い防水性を持ちますが、完全な防水効果を必要とする用途には適しませんのでご注意ください。

ドライバッグ シリーズ

5L #1123445

ブルーリッジ(BLRI)

アクセサリー・ドライバッグ

ホットレッド
(HRD)

クロージング

HYDROPRO®Storage Bag

130L #1123461

ガンメタル
（GM）

リーフ
グリーン
(LEGN)

ドローコードとベルクロの併用で高い防水性を得ることができる
大型防水バッグです。バックパックの防水インナーバッグとして、
また濡れた物をまとめてこのバッグに入れて車に積むなど多用
途に使えます。縫い目にシームテープ処理を施しています。
【素材】70デニール・ナイロン
［ハイドロプロ®コーティング］

アクアペル スタッフバッグ 共通展開色

スカイグレー
（SKGY）

スプレースカート・カート

リーフ
グリーン
(LEGN)

5L

ライフジャケット

¥800（+税）

【サイズ】10×16.5cm 【重量】17g
【素材】40デニール・ナイロン・リップストップ
［ハイドロプロ®コーティング］

【サイズ】φ22cm ×40cm 【重量】58g

【サイズ】φ15cm ×26cm 【重量】35g

3L

Aquapel Visible Bag 0.3L

セイフティ

0.5L #1123835

【サイズ】φ10cm ×15cm 【重量】20g

ライフジャケット・ヘルメット

アクアペルバッグ シリーズ

開口部はジッパーを閉
めて生地を巻き込み、
ベ ル クロ で 留 め るだ
け の シン プ ル な 構 造
です。

● 容量：2L

世界最高レベルの撥水性を誇るポルカテックス®加工と高い防風性により、気化熱
による体の冷えを防ぐ軽量ジャケットです。また、通気性に優れるため、暑い季節
の激しいパドリング時も蒸れにくくなっています。ウエスト部分はベルクロ仕様で高
いフィット感を実現。暑い季節にホワイトウォーターで使用するのに最適です。

❸

シアンブルー
（CNBL）

❸❹は

同色展開です

❹

ライト
シルバー
（LTSV）

※防水性はありません。
【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）
【素材】75デニール・ポリエステル・リップストップ
［ポルカテックス®加工］
（首・手首）
クロロプレンゴム
【特長】水の浸入を防ぐクロロプレンゴムを使用
（襟・袖口）

❸ ジャケット

【平均重量】245g

#1127357

税抜き価格

❹ ハーフスリーブジャケット

【平均重量】215g

¥7,600（＋税）

#1127358

税抜き価格

¥7,000（＋税）

※小物類はイメージです。
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クロージング

Clothing

❶

風が強いときに素早く羽織れる超軽量アウターです。ライフジャケットのポケットや
デッキバッグにも収まる収納サイズを実現しながらも、高い撥水性と強度を確保。
フードのフィット感は、簡単な操作で多角的に調節できるようになっています。身頃
はライフジャケットの上からでも着用できるサイズ感に設定しています。

#1127326

税抜き価格

防水モデル

ホワイト
（WT）

素 材

ドライテック®3レイヤー
防水透湿性に優れる独自の3レイヤー地

￥10,477（+税）

コンパクトに収納できるので、ラ
イフジャケットのポケットやデッ
キバッグに収納しておけます。

パンプキン
（PUM）

素 材

モンベルが独自に開発した防水透 湿性素 材ドライテック® を使
用し、
水の 浸 入を防ぎ ながら、
汗の蒸 気は非常に高いレベルで
放出します。表地は薄手でしなやかな風合いながら高い引き裂き
強度を備え、
裏面にはすべりのよいトリコットを貼り合わせています。
水に濡れても生地が肌にまとわりつかず、
パドリング時の動きを
妨げません。
また、
袖通しがよくレイヤリングしやすくなっています。
※耐水圧20,000mm以上。
透湿性8,000g/m²・24hrs（JIS L1099B-1法）です。

❸

レッド
ブリック
（RDBR）

プライマリー
ブルー
（PRBL）

セイフティ

【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）【平均重量】
170g 【収納サイズ】4×8×10㎝
【素材】
【特長】
ジッパー付きポケット2個
（ハンド2）
／ウエストと裾はドローコードで簡単に調節可能／
水の浸入を防ぐクロロプレンゴムを使用
（袖口）
／ハンドウォーマーを兼ねた腰ポケット／
ライトなどを反射して光るテープ
（前面、背面）
／ジッパーがあごに当たらない仕様／スタッフバッグ付き

❸ ライトパドリングジャケット〈男女兼用〉

カヤックやラフティング、ホワイトウォーターでのパドリングやツー
リングにも最適な軽量でシンプルなセミドライジャケットです。防
水透湿性に優れる独自の3レイヤー地を使用。ウエスト部分はベ
ルクロ仕様でフィット感が高く、ロール時にも水が入りにくい構造
です。着用時には空気抜きが必要です。

「通気性」を備えた高機能防水透湿性素材
防水透湿フィルムの孔（穴）を細かく均一にすることで、「通気性」という機能を確
保したモンベルのオリジナル素材です。衣服内の蒸れを解消することで快適性を保
ち、体温の上昇を抑えます。

#1127389

ブリーズ ドライテック®と一般的なポリウレタン多孔質膜の比較

サーフ
（SURF）

一般的なポリウレタン多孔質膜
表地

行動食やGPSを収納で
きる両 胸のマチ 付き大
型ポケットには、それぞ
れキーループと水抜き穴
を設けています。ポケッ
トと 身 頃 の 間は ハンド
ウォーマー仕様。

防水透湿膜

孔（穴）が細かく均一なので、この膜のみ
で防水･通気機能を果たす

❷ アリュートオーシャン

孔（穴）の大きさも並びも不均一なため、
孔のないポリウレタン･コーティングが必要

アノラック〈男女兼用〉

両 肘の 外側にパドリ
ング中に排 水で きる
水抜き穴あり。

防水モデル

シーカヤッカー・内田正洋氏のアイデアを生かしたカヤックツーリングのためのアウ
ターシェルです。全ての縫い目に施されたシームテープ処理や、パドリングの動きを
妨げない立体裁断パターン、ストレッチ生地の使用など、細部に至るまで防水透湿性
と運動性を追求。フードはワンアクションで調節可能で、視界を確保しつつ頭全体に
ぴったりフィットさせることができます。日帰りから長期ツーリングまで、オールシー
ズン幅広く対応。ライフジャケットの上から着用できるゆったりめのサイズです。
税抜き価格

¥16,000（+税）

サンセットオレンジ
（SSOG）

袖口は防
水性の高
いネオプ
レンカフ。

#1127391

税抜き価格

❺ ジャケット

【平均重量】412g

❻ パンツ

¥14,500（+税）

#1127390

#1127392

【平均重量】
290g

税抜き価格

税抜き価格

❻

¥15,500（+税）

¥9,600（+税）

ガンメタル
（GM）

❺

レッドブリック
（RDBR）

警告

スティングレイ ハット
Stingray Hat

着用の際、水に浸かって中の空気をできるだけ
出し切る“空気抜き”を必ず行ってください。

空気抜きはなぜ必要か

シーカヤッカー・内田正洋氏のアイデアを生かした、海や湖でのカヌーツーリングや釣りに最適なハットです。前を浅くして
良好な視界を確保し、後ろを深くかぶることで風に飛ばされにくくなっています。強い直射日光下でのパドリングを考慮し
て、
ひさしは長めに設定。
内側はメッシュ地なので涼しく、
外周にはライトを反射して視認性を高めるテープを巻いています。
あごひも付き。

ライトタン
（LTN）

これを怠ると、体勢が崩れて横倒しになったとき浮力が邪魔をして素早く
起き上がれないばかりか、沈脱時には足が水面に浮き、上体が水の中に沈
んで息ができなくなる、といった危険な状態になることがあります。

¥2,667（+税）

【サイズ】S
（54cm〜56cm）
、M
（56cm〜58cm）
、
L
（58cm〜60cm）
、XL
（60cm〜61.5cm）
【素材】■表地：コットン ■裏地：ポリエステル・メッシュ
ディープレッド
（DRD）

ネイビー
（NV）

パドリング ツーリングキャップ

アクアテクト リストバンド

強い風に吹かれても飛ばされにくい、パドルスポーツ用キャップです。つば自体に浮力
を持たせているため、水面に落としても沈まず、濡れても型くずれしにくくなっています。
生地表面にはポルカテックス®加工を施すことで高い撥水性を実現。サイドはメッシュ
地になっているためたいへん涼しく、フィット感にも優れます。ライトなどを反射して光る
テープ付き。

クロロプレンゴムの生地を使用し、縫い目のない特殊な製法を用いることで高い防水
性を実現したリストバンドです。袖口の上から装着することによって、水の浸入を防ぎま
す。2個入り。

Paddling Touring Cap

#1127365

ガンメタル
（GM）

【サイズ】XS、S、M、L、XL
（男女兼用）
【素材】
ドライテック®3レイヤー
［表：40デニール・ナイロン・リップストップ］
（首・手首）
クロロプレンゴム
【ジャケット特長】
アクアテクト®ジッパー付きポケット1個
（右胸1）※防水
性はありません。
／ダブルチューブウエスト構造／水の浸入を防ぐクロロ
プレンゴムを使用
（襟・袖口）
【パンツ特長】水の浸入を防ぐクロロプレンゴムを使用
（裾）

【平均重量】
387g

腕に反射テープ
［スコッチライト™ ］付き。

税抜き価格

春や秋のツーリングやスポットプレイに最 適な運 動性に優れた
ジャケットとパンツです。防水透湿性に優れる独自の3レイヤー
地を使用。ジャケットの脇にはマチを設け、肘やパンツの膝部分
に立体裁断を施すなど、運動性を高めるための工夫を随所に凝
らしています。着用時には空気抜きが必要です。

❹ ハーフスリーブジャケット

【サイズ】XS、S、M、L、XL
（ 男女兼用） 【平均重量】600g
【素材】
ブリーズドライテック®3レイヤー
［表：70デニール・アンチグリース・ストレッチバリスティック®
ナイロン・ツイル〈横メカニカルストレッチ ®／ポルカテックス®加工〉
］
【特長】
マチ付きポケット2個（胸2〈ハンドウォーマー仕様〉
）
／
ウエストと裾はドローコードで簡単に調節可能／ライトなどを反射して光るテープ
（両腕）
／
水の浸入を防ぐクロロプレンゴムを使用
（袖口）
／反射テープ
（裾）
／ライトホルダー付き
（背面左肩）

#2108117

Paddling Jacket & Pants

キッズ・その他

#1127263

パドリングジャケット ＆ パンツ〈男女兼用〉

背面の左肩にライ
トホルダー付き。

クロージング

Aleut Ocean Anorak

ポリウレタン
コーティング

アクセサリー・ドライバッグ

ブリーズ ドライテック®

¥11,800（+税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL(男女兼用)
【平均重量】
305g
【素材】
ドライテック®3レイヤー
［表：40デニール・ナイロン・リップストップ］
（首・手首）
クロロプレンゴム
【特長】水の浸入を防ぐクロロプレンゴムを使用（襟・袖口）

❷

ブリーズ ドライテック®
（左）と一般的な防水透湿性素材（右）の生地を底にして水を入れ、下
から空気を送り込む実験では、ブリーズ ドライテック®が高い通気性を持つことが分かります。   

税抜き価格

❹

プライムグリーン
（PMGN）

スプレースカート・カート

Light Paddling Jacket

ブリーズ ドライテック®

￥2,800（+税）

税抜き価格

【サイズ】S/M
（54cm～58cm）
、M/L
（57cm～61cm）
【素材】70デニール・フルダル・スパンライク・
ナイロン・タッサー
［ポルカテックス®加工］
（側面）
ポリエステル・メッシュ
ブラック
（BK）
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防水性を備え、気温・水温が低い季節に活躍します。

ライフジャケット・ヘルメット

❶ U.L.クリルオーシャン アノラック〈男女兼用〉 撥水モデル

U.L.Kuril Ocean Anorak

バーント
オレンジ
（BTOG）

ガンメタル
（GM）

ターコイズ
（TQ）

Aquatect Wrist Band

#1124262

税抜き価格

¥839（+税）

【サイズ】S
（14cm〜15.5cm）
、M
（15.5cm〜17.5cm）
L
（17.5cm〜19.0cm）
（手首囲表示／男女兼用）
【平均重量】
22g
（ペア）
【素材】
クロロプレンゴム
裏地：ナイロンジャージ

装着例

ダブルチューブウエスト構造

ジャケットのウエストはスプレースカートを挟
み込むことで艇内に水が浸入しにくくなるダブ
ルチューブのサンドイッチ構造です。

ブラック
(BK)
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フィッシング用ジャケット・パンツ

耐水性を備え、気温・水温が低い季節に活躍します。

素 材
素材にはドライスーツのために開発した、耐水圧30,000mmを誇る防水透湿性素材と、耐久性に優れた表地を組み合わせました。
水の浸入を防ぎながら、汗の蒸気は非常に高いレベルで放出します。表地は薄手でしなやかな風合いながら高い引き裂き強度を備え、裏面
にはすべりのよいトリコットを貼り合わせています。水に濡れても生地が肌にまとわりつかず、パドリング時の動きを妨げません。ま
た、袖通しがよくレイヤリングしやすくなっています。 ※透湿性8,000g/m²・24hrs（JIS L-1099B-1法）です。

ドライテック®
3レイヤー

スーパードライシリーズ〈男女兼用〉

❹ ドライスーツ〈男女兼用〉

Super Dry Suit & Super Dry Top & Pants

【サイズ】XS、S、M、L、XL
（ 男女兼用）【素材】
ドライテック®3レイヤー
［表：70×140デニール・ナイロン・タッサー〈超耐久撥水加工〉
］
（首・手首）
［内：ラテックス
〈天然ゴム〉
／外：クロロプレンゴム］（ドライスーツ：足・足首）
［内：一体型ドライテック®ソックス／外：クロロプレンゴム］
（パンツ、足首）
［ 内：ラテックス
〈天然ゴム〉
／外：クロロプレンゴム］

#1127427

税抜き価格

¥57,000（+税）

❷ ドライトップ
#1127425

税抜き価格

❸ ドライパンツ

¥20,000（+税）

#1127426

税抜き価格

【平均重量】
1.26㎏
【平均重量】673g
【平均重量】
573g
【特長】アクアテクト®ジッパー付きポケット1個（右胸1） 【特長】
アクアテクト®ジッパー付きポケット1個（右胸1）
※ポケットに防水性はありません。
※ポケットに防水性はありません。／下部ジッパー付き

❶

A

❷

A

シグナルレッド
（SIRD）

C

¥17,000（+税）

スペクトラム
ブルー
（SPBL）

C

#1127428

〈男女兼用〉
カヤックフィッシング ドライパンツ

独自の防水透湿性素材を使用し、悪天候時や肌寒い時期のフィッシングに最適なジャケットです。
脇には開閉できるマチを設けているので、ダウンジャケットなどの厚手のウエアやライフジャケット
の上からでも着用可能。カヤックフィッシングでの使用にも最適です。フロント部分だけでなく、ポ
ケットにも止水性に優れるアクアテクト®ジッパーを使用しています。肘と脇に施した立体裁断により、
キャスティングもスムーズに行えます。※透湿性8,000g/ｍ²・24hrs（JIS L-1099B-1法）です。

カヤックフィッシングに必要な機能を搭載したドライパンツです。ウォータースポー
ツ用に独自開発した耐水圧30,000mmを誇る防水透湿性素材を採用。パドリン
グ時の姿勢を考慮したパターンを採用し、さらに尻部とひざに立体裁断を施し、股
上は深めに設定しています。ストレスポイントである尻部には内側から耐水圧に優
れた素材で補強を施し、足の先まで覆える一体型ソックスを装備しています。
「スー
パードライトップ
（P.47）
」と連結することで、極めて防水性の高いドライスーツとし
て機能します。※完全防水ではありません。

Wading Shell Jacket

#1126174

税抜き価格

¥22,800（+税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）【平均重量】490g 【素材】
ドライテック®3レイヤー［表：40デニール・
ナイロン・リップストップ］
【機能】
トライアクスル・フード／ アクアテクト®ジッパー／リードインコード・システム／
ネオプレンカフ／ ロッドホルダー／ランディングネット・ホルダー
（襟後側）【特長】
ロールアップ式フード／立体裁
断
（肘）／スルーポケット／ Dリング／胸に安全ピンを通すことのできるタブを装備／脇のジッパー開閉で身幅の
調節が可能／ジッパー付きポケット4個
（ハンド2、胸2）

￥47,000（+税）

税抜き価格

【サイズ】XS、S、M、L、XL
（男女兼用）【平均重量】792g
【素材】
ドライテック®3レイヤー
［表：70×140デニール・ナイロン・タッサー〈超耐久撥水加工〉
］
（首・手首・足首）
クロロプレンゴム

通常時

ジッパーを広げた時

スレートブルー
（STBL）

❹

シグナルレッド
（SIRD）

I

Kayak Fishing Dry Pants

#1126172

税抜き価格

¥24,000（+税）

タン
（TN）

【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）
【平均重量】600g
【素材】
ドライテック®3レイヤー
［表：75×170デニール・ポリエステル・タフタ
〈超耐久撥水加工〉
］

スプレースカート・カート

❶ ドライスーツ

寒い季節にパドルスポーツを楽しむ方に最適な上下一
体型ドライスーツです。襟、袖、足首のガスケット部分
にはメンテナンスがしやすく、扱いやすいネオプレン ガ
スケットを使用し、腰部のドローコードによりフィット
感の調整が可能です。ツーリングやラフティングはもち
ろんのこと、アウトフィッターにもおすすめです。

ウエイディング シェルジャケット〈男女兼用〉

※透湿性8,000g/ｍ²・24hrs（JIS L-1099B-1法）
（ソックス）600g
【特長】
グラベルガード付き／尻部とひざの立体裁断／尻部を補強

カヤックフィッシング ドライパンツ使用例

D

A

I

A

G
背面

ネオプレン シリーズ

L

H

素 材

❸

シグナルレッド
（SIRD）

肌

機 能

F

A

機 能

スーパー ドライシリーズ

A ダブルカフ構造

襟、袖口、ドライパンツの足首は内側に高い水圧でも水の浸
入を防止するラテックスガスケット、外側にクロロプレンゴム
カフを備えたダブル構造です。

A

高い防水性能を持つジッパーを使用。ジッパーを閉じるだけで高い防水性が得
られ、着脱も容易です。

C ポケット

鍵などを入れるのに便利なキーリーシュ付きポケット。ライフジャケット着用時も
アクセスしやすい場所に設けています。
（防水性はありません）

D ダブルチューブウエスト構造

G 尻部分のシームレス設計

シートが濡れた状態での長時間の漕艇を考慮し、尻部分には縫い
目を設けていません。

H ロールアップジョイントシステム™

B 防水ジッパー

スプレースカートを挟み込むことで、艇内への水の浸入を
防ぎます。

スペクトラム
ブルー
（SPBL）

D
■

E 下部ジッパー ※スーパー ドライスーツのみ

用足しのための防水ジッパーを設けています。

モンベル独自の上下 連 結システム。セパレートタイプのドライ
ウエアとしては、これまでにない高い防水性を実現しています。

（完全防水ではありません）

①

トップ側のループにパンツのベルクロ
テープを通し、それぞれを連結します。

②

先端をそろえ、下から上へ「4回」巻き
込みます。

③

巻き込み部分をパンツのクロロプレンゴ
ム部分へしっかりと収納。パンツの調整
ベルクロでしっかりと留めます。

④

F 一体型ソックス ※スーパー ドライスーツのみ

トップの裾を上からかぶせ、ウエスト調
整ベルクロでしっかりと留めます。

ドライスーツ

I ネオプレン ガスケット

首、手首、足首の部分には、締め付けが苦しくなく、修理
しやすいネオプレン ガスケットを使用しています。さらに、
縫い目を斜めにすることで伸びて着用しやすく、締めつけ
感の少ないスパイラル スランテック®カフを使用していま
す。

J 防水ジッパー

高い防水性能を持つジッパーの使用により、ジッパーを
閉じるだけで高い防水性が得られ、着脱も容易です。

K フィット感の調節が可能

腰部の絞り調節機能によりフィット感の調節ができます。

L 尻部分のシームレス設計

シートが濡れた状態での長時間の漕艇を考慮し、尻部分
には縫い目を設けていません。

本体と同じ防水透湿性素材を使用した一体型ソックスを備えています。足首から
の浸水を防ぐとともに保温性も向上させています。

警告
空気抜きは
なぜ必要か

着用の際、水に浸かって中の空気をできるだけ出し切る“空気抜き”を必ず行ってください。
空気抜きを怠ると、体勢が崩れて横倒しになったとき浮力が邪魔をして素早く起き上がれないばかりか、沈脱時
には足が水面に浮き、上体が水の中に沈んで息ができなくなる、といった危険な状態になることがあります。

注意

スーパー ドライシリーズのラテックスガスケット、ソックスは消耗品です。破損した場合は修理することができます。
（有償）

48

スーパー ドライシリーズのガスケットはストレッチ性、防水性に非常に優れた天然ゴムを
使用しております。天然ゴムは、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、
喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。
このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

詳しくはカスタマーサービスにお問い合わせください。

0088-22-0031 TEL.06-6531-3544

❻ 女性用

ガンメタル
（GM）

ガンメタル
（GM）

ストレッチ性が高く、
動きを妨げません。

表面と裏面は
ジャージを使用しています。

キッズ・その他

スペクトラム
ブルー
（SPBL）

I

※ネオプレンカフのみ

独立気泡ネオプレン

（クロロプレンゴム）

体温を外に
逃がさない

A

❺

外気

ブラック
（BK）

優れた保温性とストレッチ性を備える

クロージング

E
G

ジッパーを閉めて通常に着 用、
ジッパーを開けてダウンジャケッ
トやライフジャケットの上からの
着用も可能です。

内側に着用したウエア
やライフジャケットのポ
ケットにアクセスできる
スルーポケット。

K

B

アクセサリー・ドライバッグ

J

D

セイフティ

気温・水温が低い状況での着用を目的とした、極めて高い防水性を持つシリーズです。襟、袖口のガスケット部分には、高い水圧でも
水の浸入を防止するラテックスガスケットを使用し、高い防水性を備えています。軽量で動きやすいパターンを使用し、ツーリングから
ホワイトウォーターまで、さまざまなシーンで高いパフォーマンスを発揮します。

Dry Suit

フィッシングシーンを快適にする充実した機能。

ライフジャケット・ヘルメット

防水モデル

ネオプレン パドリング シリーズ
Neoprene Paddling Series

保温性が高く、気温・水温の低い状況での使用に適したシリーズです。
パドリング姿勢を妨げない立体パターンで仕上げることで、優れた運動
性を実現。また、縫い目は全て平らに仕上げ、ごろつき感を解消してい
ます。体の冷え対策としてはもちろんのこと、擦り傷などからの肌の保
護にも有効で、ラフティングやキャニオニングなどにもおすすめです。

❺ フルジップ ロングスリーブ Men's〈男性用〉

❼

ガンメタル
（GM）

❽ 女性用
ガンメタル
（GM）

ジョンと組み合わせて使用することで、水温の低い時期に対応します。

#1127411

税抜き価格

¥7,200

【サイズ】S、M、L、XL 【平均重量】612g
【素材】2.5mm厚クロロプレンゴム
〔両面ジャージ〕

❻ フルジップ ロングスリーブ Women's〈女性用〉
#1127412 税抜き価格 ¥6,600

男性用のフロントジッパー
は、下からも開くことがで
き、用足しに便利なダブル
スライダー仕様です。

【サイズ】S、M、L、XL
（P.54）【平均重量】512g
【素材】2.5mm厚クロロプレンゴム〔両面ジャージ〕

❼ ジョン Men's〈男性用〉
#1127393

税抜き価格

¥8,000（＋税）

【サイズ】S、M、L、XL 【平均重量】772g
【素材】2.5mm厚クロロプレンゴム〔両面ジャージ〕

❽ ジョン Women's〈女性用〉
#1127394 税抜き価格 ¥8,000（＋税）

【サイズ】S、M、L、XL
（P.54）【平均重量】622g
【素材】2.5mm厚クロロプレンゴム〔両面ジャージ〕

❾

ガンメタル
（GM）

❾ パドリングタンクトップ〈男女兼用〉

パドリング動作を妨げないタンクトップタイプです。

#1127423

税抜き価格

¥4,000

【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）【平均重量】343g
【素材】2.5mm厚クロロプレンゴム〔両面ジャージ〕
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アクアボディ シリーズ

極薄素材が優れた運動性を実現

®

驚異的な撥水性能 ポルカテックス

素 材
抜 群のストレッチ性を持った0.5mm厚の極 薄クロロプレン
ゴムを 使 用し、快 適 性と適 度な保 温性を 備えたシリーズ で
す。トップ スはロングテール デザイン、タイツとショーツに
はハイバックデザインを使 用し、前屈姿 勢でも腰が出にくく
なっています。また、縫い目は全て平らに仕 上げ、ごろつき
感を解 消しています。カヌーや 沢 登りなど暑 い時 期に単 体

性を持ち、軽さと伸縮性を実現し
た素材です。体の動きに柔軟に追

抜群のストレッチ性

随 するため、クロロプレンゴム特
有のつっぱり感 が なく、快 適な 動
きをサポートします。

極薄
クロロプレンゴム

熱
肌

用することもでき、一年を通じて、幅広く活躍します。

一般的なラッシュガード

❾

❽

C

ブラック
（BK）

ロイヤルブルー
（RBL）
ブラック
（BK）

ロイヤル
ブルー
（RBL）

❹

マルベリー
（MULB）

ジッパーは首か
ら胸まで開閉
でき、体温調整
が容易です。

B

女性用

A

Aスパイラル スランテック®カフ
袖口の縫い目を斜め
（スパイラル状）にすることで、
ごろつきや不快な締め付け感のない快適な着心地
を実現しています。
スパイラル スランテック®カフ

❽ アクアボディ フルジップシャツ

Cハイバックデザイン

❺

ブラック
（BK）

❻

ブラック
（BK）

❶ ショートスリーブ ジップシャツ〈男女兼用〉

ジッパーは首から胸まで開閉でき、体温調節が容易に行えます。
税抜き価格

¥8,800（＋税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）【平均重量】335g

税抜き価格

❼

女性用

ブラック
（BK）

❿ アクアボディ
ロングスリーブジップシャツ

〈男女兼用〉
Aqua Body Long Sleeve Zip Shirt

¥9,200（＋税）

税抜き価格

税抜き価格

¥5,810（＋税）

アクアボディ ロングスリーブシャツ

¥9,800（＋税）

#1127397

税抜き価格

（P.54）【平均重量】346g

❺ ショーツ〈男女兼用〉

ウエストのドローコードにより、パドリング時のずれを防ぎます。

#1127422

税抜き価格

¥6,400（＋税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）【平均重量】238g

❻ タイツ Men's〈男性用〉
#1127403

税抜き価格

¥9,000（＋税）

【サイズ】S、M、L、XL 【平均重量】377g

❼ タイツ Women's〈女性用〉
#1127398

税抜き価格

【サイズ】S、M、L、XL
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¥8,100（＋税）

（P.54）【平均重量】301g

ロイヤルブルー
(RBL)

ロイヤルブルー
(RBL)

擦 れによる摩 耗を
軽減するニーパッド
を設けています。

【素材】
ポリエステル74%+ポリウレタン26%
［ポルカテックス®加工］
【特長】
スパイラルスランテック®カフ

⓫ ロングスリーブシャツ

Men's〈男性用〉
#1127341

税抜き価格

￥5,143（＋税）

【サイズ】S、M、L、XL 【平均重量】215g

⓬ ロングスリーブシャツ

Women's〈女性用〉
#1127342 税抜き価格￥4,286（＋税）

【サイズ】S、M、L
【平均重量】185g

税抜き価格

¥4,572（＋税）

⓭ アクアボディ ショーツ

（P.54）

税抜き価格

⓭

ブラック
（BK）

¥4,381（＋税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL(男女兼用)
【平均重量】145g
【素材】
ポリエステル74%+ポリウレタン26%
［ポルカテックス®加工］
【特長】
フロントジッパーなし

⓮
ブラック
（BK）

ブラック
（BK）

アクアボディ タイツ
Aqua Body Tights

「アクアボディ ハーフスリーブシャツ」と同素
材のハイネックシャツです。

¥8,900（＋税）

#1127340

【サイズ】S、M、L、XL 【平均重量】180g
【素材】
ポリエステル74%+ポリウレタン26%［ポルカテックス®加工］

〈男女兼用〉
Aqua Body Shorts

#1127344

Aqua Body Long Sleeve Shirt

❹ フルジップシャツ Women's〈女性用〉

【サイズ】S、M、L、XL

ブラック
（BK）

Aqua Body Half Sleeve Shirt Men's

擦り傷などのけがや日焼けからの肌の保護、体の冷え対策に
も有効な半袖シャツです。縫製箇所が少なく、抜群の運動性と
ごろつき感のない着心地を実現しています。

「パドリングトランクス
（P.52参照）
」などのイ
ンナーとしても活躍するショーツです。ウエ
ストはドローコードでフィット。素肌に着用し
ても透けないよう、股部分に当て布を付け
ています。

⓫

【サイズ】S、M、L、XL 【平均重量】427g

¥6,400（＋税）

❿

❸ フルジップシャツ Men's〈男性用〉
着脱が容易なフルジップモデルです。

税抜き価格

ライトシルバー
（LTSV）

【サイズ】XS、S、M、L、XL(男女兼用)
【平均重量】230g
【素材】
ポリエステル74%+ポリウレタン26%
［ポルカテックス®加工］
【特長】
スパイラル スランテック®カフ

【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）【平均重量】416g

#1127396

#1127385

【サイズ】XS、S、M、L、XL(男女兼用) 【平均重量】211g
【素材】
ポリエステル74%+ポリウレタン26%
［ポルカテックス®加工］

「アクアボディ ハーフスリーブシャツ」と同素
材の長袖のジップシャツです。フロントジッ
パーは首から胸まで開閉でき、素早い体温
調節や容易な着脱が可能です。

#1127343

❷ ロングスリーブ ジップシャツ〈男女兼用〉
#1127400

脱ぎ着しやすいフルジップ仕様の長袖シャツです。フロントジッ
パーの裏側にフラップを設けることで、ジッパーが直接体に触
れず、開閉もスムーズに行えます。

❾ アクアボディ ハーフスリーブシャツ
Men's〈男性用〉

キッズ・その他

前傾姿勢になっても背中が出にくいよう、ウエスト
後ろ部分の生地を長めに取っています。

ライトネオプレン シリーズ

#1127399

縫い目がごろつき、
あまり伸びない

前傾姿勢になっても背中が出にくいよう、裾の後
ろ部分の生地を長めに取っています。

袖口の縫い目を斜めにすることで、不快な締め
付けのない心地よいフィット感を実現。

Light Neoprene Series

Aqua Body Full Zip Shirt

Bロングテールデザイン

スパイラル
スランテック®カフ

ライト
シルバー
（LTSV）

クロージング

縫い目がごろつかず、
よく伸びる

【素材】
0.5㎜厚クロロプレンゴム〔両面ジャージ〕
【特長】
  
スランテック®カフ
（ロングスリーブジップシャツ、
スパイラル
フルジップシャツ）／スランテック®アームホール（ショートスリーブ
ジップシャツ、ロングスリーブジップシャツ、フルジップシャツ）／
フラットシーマー

一般的なカフ

ロイヤル
ブルー
（RBL）

アクセサリー・ドライバッグ

A

スプレースカート・カート

❷

ラグランスリーブのように、肩部分
の縫い目をずらすことで腕上げがし
やすくなっています。

抜 群 のストレッチ 性
を備えた生地を使用。
縫 製 箇 所 を 少 なくす
ることで、生 地のスト
レッチ 性 を 最 大 限に
生かしています。水中
で のさまざ まな 動 き
や、パドリング時の激
しい動きにストレスな
く追随します。

ウエアの撥水力が弱いと、水は体にまとわ
り付きます。水は熱伝導率が大きいので、
急激に体温を奪い冷えを感じさせます。

ロイヤル
ブルー
（RBL）

スランテック®
アームホール

ロイヤル
ブルー
（RBL）

驚異のストレッチ性

ウエア全体の強力な撥水力により、ウエ
ア自体が保水せず、水が体にまとわり付
かないので、冷えを最小限に抑えること
ができます。

機 能

❸

❶

濡れたときに奪われる熱の比較

洗 濯を 繰り返して
も 性 能 が 衰 えにく
い世界 最 高レベル の 撥 水 加工を、
繊 維一本一本にまで浸透させてい
ます。生地表面にしか撥水加工を施
していない一般的なラッシュガード
に比べ、ウエア全 体に驚異的な撥
水力を実現しました。体に水がまと
わり付かず、水から出たときの冷え
を最小限に抑えることができます。

セイフティ

で使 用することはもちろん、寒い季 節にはインナーとして使

たいへん薄手ながらも適度な保温

シュノーケリングからパドルスポーツ、沢登りまで、あらゆるウォータースポーツで活躍

ライフジャケット・ヘルメット

ライトネオプレン シリーズ

⓬

「アクアボディ ショーツ」と同素材のタイ
ツです。ウエストはドローコードでフィッ
ト。素 肌に着用しても透けないよう、股
女性用 部分に当て布を付けています。

ブラック
（BK）

【素材】
ポリエステル74%+ポリウレタン26%
［ポルカテックス®加工］
【特長】
スパイラルスランテック®カフ
フロントジッパーなし

⓮ Men's〈男性用〉
#1127345

税抜き価格

￥6,096（＋税）

【サイズ】S、M、L、XL 【平均重量】205g

⓯ Women's〈女性用〉
#1127346

税抜き価格

【サイズ】S、M、L

￥5,619（＋税）

（P.54）【平均重量】140g

⓯ 女性用
ブラック
（BK）

ライトシルバー
（LTSV）
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クロージング

Clothing

❹ 女性用

❸

ブラック
（BK）

マンゴー
（MANGO)

アクセサリー

アイスグリーン
（ICGN)

ネオプレン パドリングフード &
パドリングキャップ

ネオプレン パドルポギー

ライトグレー
（LTGY）

ブラック
（BK）

インク
ロイヤル
ブルー
ブルー
（IKBL） （RBL）

H2.OD®ショーツ & プリントH2.OD®ショーツ

#1105547

税抜き価格

【サイズ】S、M、L、XL
【平均重量】
138g

❷ ショーツ Women's〈女性用〉
#1105548 税抜き価格 ¥4,200（+税）

¥4,400（+税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL
【平均重量】
112g

サイズ表1（P.54）

❸ プリントショーツ Men's〈男性用〉 ❹ プリントショーツ Women's〈女性用〉
#1105549

【素材】
70デニール・フルダル・ナイロン・タフタ
［ポルカテックス®加工］
【特長】
（腰2、ウエスト前面内側にキーリング付きコインポケット）
／フロントジッパーなし
ポケット3個

税抜き価格

【サイズ】S、M、L、XL
【平均重量】
137g

#1105550

税抜き価格

【サイズ】XS、S、M、L、XL
【平均重量】
109g

サイズ表1（P.54）

テラカッタ
(TERA)
ピュア
インディゴ
(PUID)

#1127276

ペール
インディゴ
(PLIG)

￥2,477（+税）

#1127275

【サイズ】S
（54cm〜56cm）
M
（56cm〜58cm）
L
（58cm〜60cm）
【平均重量】85g

#1127406

税抜き価格

¥7,400（+税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL
（男女兼用）
【平均重量】
337g

❻ ニッカ

パドリングトランクス

Paddling Trunks

カヌーやSUPなど、さまざまなウォーターアクティビティで着用できるショーツで
す。ストレッチ生地を使用しているため、水に濡れてもつっぱりにくく、快適なはき
心地。生地表面には撥水加工を施すことで保水しにくくし、ドライ感を保つととも
に、速乾性も高めています。腰部分には、メッシュ地を効果的に配置し、入水時の
空気によるふくらみを防いでいます。

#1127407

税抜き価格

【素材】
ナイロン94%＋ポリウレタン6%・リップストップ［超耐久撥水加工］
【特長】
ジッパー付きポケット2個
（サイド2）
／前開き付き

¥8,500（+税）

❼ Men's〈男性用〉

【サイズ】XS、S、M、L、XL
（男女兼用）
【平均重量】
386g

#1127368

￥5,200（+税）

税抜き価格

【サイズ】S、M、L、XL
【平均重量】
192g

❾ 女性用

❿ 女性用

背面

ローズレッド
（RSRD)

❽ Women's〈女性用〉
#1127369

⓮

抜群の伸縮性を持った0.5mm厚の極薄クロロプレンゴムを使用したグローブと
ソックスです。適度な保温性を備え、夏の紫外線対策や、水が冷たい時期にも活
躍します。また、縫い目は全て平らに仕上げ、ごろつき感を解消しています。

¥2,700（+税）

￥4,700（+税）
サイズ表1（P.54）

⓬ 女性用

ローズレッド
（RSRD)

⓳ ソックス
#1127405

税抜き価格

¥2,400（+税）

⓴ グローブ
#1127404

税抜き価格

¥2,600（+税）

【サイズ】XS、S、M、L、XL
（男女兼用）
【平均重量】70g

 カナディアンニーパッド

#1127170



バックルレバー

ダーク
ネイビー
（DKNV)

ローズ
レッド
（RSRD)

ダーク
ネイビー
（DKNV)

ターコイズ
ブルー
（TQB)

ダーク
ネイビー
（DKNV)

ローズ
レッド
（RSRD)

【重量】375g

■ストラップ：シリコーンゴム

❷ アクア スノーケリングセット スモール
#1127434

【重量】310g

税抜き価格

¥4,500（+税）

❸ コンパクトフィン

Compact Fins

アクア シリーズ Women's〈女性用〉
Aqua Series Women's

ストレッチ性を備え、保 水しにくい素材を使用し、ストレスのない快 適な着用感です。
カヤックやスノーケリングなどのウォーターアクティビティに最適。華やかなプリント
柄を配し、単体での着用はもちろん、パドリングウエアのアンダーとして、またプールで
の使用にも活躍します。ショートトップとタンクトップは取り外しできるカップ付きです。

【サイズ】S、M、L、XL
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サイズ表 2（P.54）【素材】
ポリエステル85%+ポリウレタン15%

❾ ショートトップ
#1127429

税抜き価格

【平均重量】61g

¥5,000（+税）

⓫ ビキニショーツ
#1127432

税抜き価格

【平均重量】
38g

¥3,500（+税）

❿ タンクトップ
#1127430

税抜き価格

【平均重量】96g

⓬ ショーツ
#1127431

税抜き価格

【平均重量】
51g

¥5,600（+税）

川や海での水遊びに最 適なスノーケリング用フィンです。扱いやすい短めのブ
レードで、ワンタッチでフィット感を調節できます。軽量コンパクトで、持ち運びに
便利です。

#1127435

¥3,650（+税）

税抜き価格

¥4,800（+税）

【サイズ】M（22.0ｃｍ〜 26.0ｃｍ）
、
L（25.0ｃｍ〜 28.0ｃｍ）【重量】279g（Mサイズ・片足）
【素材】■ 本体：エラストマー、E.V.A. ■ストラップ：エラストマー

スプラッシュガード

ストラップはマスクを装着した後でも
フィット感を調節できます。

川や海でのスノーケリングに最適なマスクとスノーケルのセットです。マスクのレンズ
は水圧による歪みが少ない強化ガラスを使用した大きく見やすい一眼タイプ。フィット
感と操作性に優れ、初めての方でも簡単に使用できます。スノーケルのマウスピースに
は、柔らかくにおいの少ないシリコーンゴムを使用し、長時間の使用でも疲れにくくなっ
ています。スモールは女性や子ども（対象年齢6歳以上）など、顔が小さい人向きです。

¥4,800（+税）

¥1,700（+税）

ブラック
（BK）

Aqua Snorkeling Set & Small

❶ アクア スノーケリングセット

税抜き価格

背面

※高水圧のかかるスキューバダイビングなどでは使用できません。

ターコイズ
ブルー
（TQB)

カヤックのサイブレイスに押さえ付ける膝を優し
く保護するパッドです。
【サイズ】S、M、L（男女兼用）【平均重量】60g
（ペア）
【素材】
2mm厚クロロプレンゴム

【サイズ】
S、M、L（男女兼用）【平均重量】
200g
（ペア）
【素材】
3mm厚クロロプレンゴム
（膝部分）8mm厚クロロプレンゴム

■ 本体：シリコーンゴム ■レンズ：強化ガラス
【素材】
［マスク］
■ 本体：PVC ■マウスピース：シリコーンゴム
［スノーケル］

ダーク
ネイビー
（DKNV)

 カヤックニーパッド

¥2,400（+税）

税抜き価格

⓴

Kayak Knee Pads

ブラック
（BK）

オープンデッキカヌーで膝をついてパドリングする際
に膝を保 護します。裏側は膝 下側が ベルクロ留めに
なっています。

（BK）

￥3,800（+税）

税抜き価格

【サイズ】XS、
S、
M、
L、
XL
【平均重量】42g
【素材】
ポリエステル74%+ポリウレタン26%
［ポルカテックス®加工］

ブラック
（BK）

ブラック
（BK）



Canadian Knee Pads

#1127433

#1127351

⓳

アクア スノーケリングセット & スモール

ターコイズブルー
（TQB)

アクアボディ シリーズ
（P.51）同様、高い撥水
性を持たせたグローブ
です。伸縮性に優れる
ので 快 適 な 着 け 心 地
で、擦り傷や紫外線か
ら の 手 の ひら の 保 護
にも役立ちます。また、
手のひらのグリップ力

が高く、
パドルスポーツにもおすすめです。 ブラック

【サイズ】
S
（22ｃｍ〜24ｃｍ）
、M
（24ｃｍ〜26ｃｍ）
、
L
（26ｃｍ〜28ｃｍ）【平均重量】76g

手のひら部分には滑り止めを配しています。

インソール、アウトソールと
もにポリウレタンのドットプ
リントを施し、靴の中で足
がずれにくくなっています。

税抜き価格

Aqua Body Gloves

ブラック
（BK）

水温が低い時期には、インナーソックスとしても
最適。足裏部分には滑り止めを配しています。

ブラック
（BK）

 アクアボディグローブ

Light Neoprene Gloves & Socks

【素材】0.5mm厚クロロプレンゴム両面ジャージ〔両面ジャージ〕

【サイズ】S（22cm〜24cm）
、M（24cm〜26cm）
、
L（26cm〜28cm）【平均重量】
160g
【素材】2.5mm厚
クロロプレンゴム〔両面ジャージ〕

⓱

手のひら部分をく
り抜いているので
パドルを素手で握
ることができます。

ブラック
（BK）

伸縮性に優れたクロロプレンゴムを使用。水が
冷たい時期の沢登りには、保温性を高めるため
にネオプレンソックスの着用をおすすめします。
税抜き価格

￥2,900（+税）

税抜き価格

ライトネオプレン ソックス & グローブ

#1127171

税抜き価格

【サイズ】S、M、L、XL
【平均重量】
166g

⓫ 女性用

背面

ターコイズブルー
（TQB)

#1127278

【平均重量】
100g

⓲ ネオプレン プレーンソックス

#1125202

￥3,715（+税）

税抜き価格

⓱ オープンパームミトン

ブラック
（BK）

装着例

￥2,096（+税）

税抜き価格

ブラック
（BK）

キッズ・その他

❺ ショーツ

#1127277

⓮ パドリングキャップ

⓰

⓰ パドリンググローブ

【平均重量】
160g

⓲

【素材】
ポリエステル100％
［超耐久撥水加工］
【特長】
  ジッパー付きポケット4個
（腰2、サイド2）
／ウエスト内側にリーシュ付きキーポケット

⓯

【サイズ】
M
（56cm〜58cm）
、L
（58cm〜60cm）
【平均重量】70g

ブラック
（BK）

ラフティング・ガイドのアイデアを採り入れたショーツとニッカです。優れたストレッチ性
と撥水性を備えた丈夫な生地を使用し、運動性と耐久性を両立しました。ウエストはバッ
クル付きベルトにより、激しい水流でもずり下がりにくくなっています。

¥3,715（+税）

税抜き価格

膝 は 立 体 裁 断 を 施し
ているので動きやすく
なっています。

River Guide Shorts & Knickers

税抜き価格

【サイズ】S、M、L（男女兼用）
【素材】
（手の甲）3mm厚クロロプレンゴム
［表：スムーススキン／裏：ポリプロピレン・パイル］
（手のひら）2mm厚クロロプレンゴム
パドリンググローブ
［表：ジャージ／裏：ポリプロピレン・パイル］
オープンパームミトン
［表：スムーススキン／裏：ポリプロピレン・パイル］

クロージング

テラカッタ
(TERA)

リバーガイド ショーツ ＆ ニッカ〈男女兼用〉

#1127279

【サイズ】
フリーサイズ 【重量】
210g
【素材】4mm厚クロロプレンゴム
［表：スムーススキン／
裏：ポリプロピレン・パイル］

⓭ パドリングフード

Neoprene Plain Socks

ブラウン
サンド
（BNSD）

シトロン
イエロー
（CYL）

⓯

ブラック
（BK）

防寒性の高いクロロプレンゴムを使用したグローブと手のひら感覚を重視し
たミトンです。グローブは指部分に施した立体裁断や、手のひら下部に設けた
パドルサポートにより、抜群のグリップ力を誇ります。親指から人差し指にか
けた内側は縫い目がないため、パドルを握ってもごろつきません。

❽ 女性用

❼

シャルトルーズ
(CHARS)

インディゴ
（IND）

¥4,300（+税）

⓭

【素材】
1.5mm厚クロロプレンゴム
［表：スムーススキン／裏：ポリプロピレン・パイル］
（ツバ）4mm厚クロロプレンゴム
（パドリングキャップのみ）

Neoprene Paddling Gloves & Open-Palm Mittens

アクセサリー・ドライバッグ

❻

¥4,500（+税）

キャップの上からヘルメットを装着しても窮屈感のない薄さ
ながら、高い保温性を実現しています。縫い目を平らに仕上
げてごろつき感を解消。聴覚確保のため耳部に小さな穴を
開けています。パドリングフードは、額からあご下までを
開け、激しいパドリングの際にも口や鼻を覆ってしまうこ
とがないようにしています。

スプレースカート・カート

世界最高レベルの撥水加工を施した、ウォータースポーツに最適なショーツです。生地自
体が保水しにくく、水切れがよいため、濡れてもすぐに乾きます。また、ポケット内袋には
水はけをよくするためのメッシュ地を使用。股下ガセットにより水の中でも動きやすく、ウ
エストはゴムとひもでしっかりとフィットします。

❺

オイスター ティール
（OYST) グリーン
（TGN)

❶ ショーツ Men's〈男性用〉

H2.OD®Shorts & H2.OD®Shorts

ブラウンサンド
（BNSD）

タン
（TN)

スカイ
ブルー
（SKB）

セイフティ

寒い時期でも、より積極的にパドルを素
手で扱うことができるアクセサリーです。
パドルに巻き付けるように装 着してベル
クロで留め、手を入れて直接素手で握っ
て使います。立体的で、左右非対称のデ
ザインにすることで、パドル の 操 作 性を
高めています。

Neoprene Paddling Hood & Paddling Cap

オペラ
（OPERA)

ネオプレン パドリンググローブ &
オープンパームミトン

Neoprene Paddle Pogie

ライフジャケット・ヘルメット

❷ 女性用

❶

ライトグレー
（LTGY）

波が流入しにくい構造で、
遊泳中に目立つ配色です。

❶

❷

ブルー
（BL）

ブルー
（BL）

マスク

シリコーンゴムを使用
したダブルスカート構
造で、水が入り込みに
くく、フィット感に優れ
ています。

❸
ブルー
（BL）

コンパクトフィン サイズ対応表
足長（㎝）

22

素足または
ネオプレン プレーンソックス
着用時の足長

23

24

M

25

26

27

28

L

※サイズは目安です。ソックスの厚みなどにより変わります。
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クロージング

❶

パドリングシューズ &
パドリングシューズ メッシュ

サンセットオレンジ
（SSOG）

Paddling Shoes & Paddling Shoes Mesh

ガンメタル
（GM）

サイド部分を樹脂製パーツで補強することで、柔らかな履き心地とホールド感を両立。アウ
トソールには、濡れた岩場やカヤックのフットブレイスにも抜群のグリップ力を発揮するアク
アグリッパー ®を使用しています。

フットベッド

保温性に優れる発泡ゴムを使用した、気温･水温が低い状況での使用に最適なシューズです。

❷

¥9,800（+税）

税抜き価格

グレー
（GY）

ダークマラード
（DKMA）

「体験してみ
たい！」
「レベルアッ
プしたい！」
にお応えしま
す

ノウハウなど、
アフターフォローも充実しています。

気軽な体 験コースから、本 格的なスクールまで

シューレースループ

❸

❸ アクアソック

イエロー
（YL）

Aqua Sock

グレー
（GY）

余ったひもを抑えてお
くため のル ープ を 設
けています。

❶❷❸共通
フットベッド

体 験

❶❷❸共通
ソール

¥8,200（+税）

【カラー】グレー (GY)、イエロー（YL）【サイズ】22.0cm ～ 29.0cm（1cm刻み）
【重量】235g
（25cm・片足）【素材】■アッパー：メッシュ／発泡ゴム ■ ソール：アクアグリッパー ®

まずは一度体験してみよう！

カヌー＆カヤック体験会

ツーリング

＜全国各地で開催中！＞
本格的にステップアップ！

川旅の楽しさを味わえる！

カヤックツーリング

まずは一度カヌー＆カヤックを体験してみたい、

漕ぎ進むごとに移り変わる景色に目を奪われた

という方には体験会がおすすめ。
各種のカヤック・

り、現れる瀬に挑んだり。カヤックの醍醐味は、

カヌーを乗り比べられるイベントもあり、初心者

やっぱりツーリングです。全国の川、
海、
湖でツー

の方から気軽に楽しんでいただけます。

リングイベントを開催しています。

全国のモンベルストア、
フィールドベース
（下記参照）
で開催

全国のモンベルストア、
フィールドベース
（下記参照）
で開催

ゴールデン
オレンジ
（GDOG）

ゴールデン
オレンジ
（GDOG）
ソール

ソール

子どもでも歩きやすい柔らかいソールを用いた水遊び用シューズです。生地に小さな穴
を開けたクロロプレンゴムジャージ素材の使用で水抜けがよく、同時に蒸れ感も少なく
なっています。フロントはフルオープンするので脱ぎ履きさせやすく、中に入った砂もすぐ
に取り出せます。

￥4,800（+税）

Aqua Shoes Kid's

#1127331

税抜き価格

Freedom Kid's

大人用モデルの機能はそのままに、子どものための安全機能と使いやすさをプラスしたライフ
ジャケットです。頭部の浮力を補助し、後頭部やあご部の保護にも役立つピローを備え、さらに
水中でのずり上がりを防ぐクロッチ（股）ベルトを備えています。フロントオープンで着脱しやす
いタイプなので、カヤックツーリングはもちろんのこと、水辺で遊ぶ際にも使いやすくなってい
ます。 ※装着時は必ずクロッチ（股）ベルトを使用してください。

【カラー】ディープピンク（DPK）
、プライマリーブルー（PRBL）
、イエロー（YL）
■210デニール・ナイロン・オックス ■ 浮力体：NBR 【機能】
【素材】
A C F 機能について→P.36参照

❹ 85-125
#1127415

❺ 125-155

￥5,300（+税）

#1127414

税抜き価格

【サイズ】
キッズ・フリー（身長：85cm 〜125cm、
胸囲：48cm 〜 62cm）
【重量】442g 【浮力】3.0kg

￥5,600（+税）

®

プライマリー
ブルー
（PRBL）

❺

同色展開です

S
148 - 158
77 - 83
60 - 66
85 - 91
67 - 72

M
153 - 163
80 - 86
63 - 69
88 - 94
70 - 75

L
158 - 168
84 - 90
67 - 73
92 - 98
73 - 78

XL
163 - 173
88 - 94
71 - 77
96 - 102
76 - 81

STEP4

急流下りで川の達人を目指す

STEP5

急流下りにチャレンジ

公益社団法人
日本カヌー 連 盟 公 認

クロッチ（股）
ベルトはクッション
付きで、肌当たりが優しい仕様
になっています。
ウエ ストバックルとクロッチ
（股 ）ベルトのバックル色が違
い、付け間違いを防ぎます。
クロッチ（ 股 ）ベルトは余った
テープ 末 端を束ねるループ付
きです。

XL
175 - 185
101 - 107
87 - 93
80 - 85
サイズ表2
身長
バスト
ウエスト
ヒップ
股の高さ

XXL
180 - 190
107 - 113
93 - 99
83 - 88
S
145 - 155
72 - 80
57 - 63
80 - 88
65 - 70

グローブ 男女兼用 手囲い(cm)
XS
18.5 - 20.5
S
20.5 - 22.5
M
22.5 - 24.5
L
24.5 - 26.5
XL
26.5 - 28.5
M
150 - 160
79 - 87
62 - 69
85 - 93
68 - 73

L
155 - 165
86 - 94
68 - 76
90 - 98
71 - 76

XL
160 - 170
93 - 101
75 - 84
95 - 103
74 - 79

M.O.C.フィールドベース

奈良・五條

日本レクリエーショナル
カヌー 協会
（JRCA）
正会員

一年中アクテ

ィビティが
楽しめる！

四国・吉野

都心から好アクセス、関
東 カヤックのメッカ「 長
瀞」
。玉淀湖でのカヤック
や荒川でのラフティング
など、自然を気軽に満喫
できます。モンベルストア
併設。

自然豊かな奈良吉野川の
畔にあり、カフェやモン
ベ ルストア、イベント参
加者が宿泊できるゲスト
ハウスを併設。充実した
設備で快適にアクティビ
ティが楽しめます。

日本一の激流・四国吉野
川沿いにあるフィールド
ベースです。抜群の環境
と、快適な設備をそなえ、
激 流を下るラフティング
ツアーやカヤックツアー
などが楽しめます。

〒３６９-１３０４ 埼玉県秩父郡長瀞町本野上淵の上３５０-１
TEL ： 0494-69-2120
営業時間 9:00 〜 19:00 ※ 12 月～ 3 月は 10:00 ～ 18:00

〒６３７- ００３１ 奈良県五條市小島町５３３
TEL ： 0747-23-0665
営業時間 9:00 〜 19:00 ※ 1月〜 6 月・10 月〜 12 月の平日は 10：00 〜 19：00
定休日 毎週水曜日（7 月 19 日〜 9 月 13 日を除く）

M.O.C. 岩原 〒７８9-0248 高知県長岡郡大豊町大久保 1-3
TEL ： 0887-75-0898
営業時間 10:00 〜 18:00

M.O.C.イベントに関するお問い合わせ・ご予約
モンベル･アウトドア･チャレンジ本部事務局

0120-936-007
携帯・IP電話から

06 -6538-0208

［受付時間］10:00〜18:00
［定 休 日］11〜２月の日曜・祝日
（3月〜10月は無休）

ウェブサイトでイベント詳細のご確認、
ご予約OK

http:/ /event.montbell.jp /
モンベル

イベント

店 頭
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XS
143 - 153
74 - 80
57 - 63
82 - 88
64 - 69

流れの中に漕ぎ出す

「M.O.C. フィールドベース」では、初心者からエキスパートまで楽しめる各種カヌー・カヤックイベントを定期的に開催しています。

WEB

17 mm
サイズ表1
身長
バスト
ウエスト
ヒップ
股の高さ

L
170 - 180
95 - 101
81 - 87
77 - 82

STEP3

清潔なシャワールーム、
更衣室、
トイレ、
駐車場などを完備し、
快適なカヌー・カヤックライフをサポートします。各ベースには、
JRCA インストラクターが常駐しています。

埼玉・長瀞

Kid's

M
165 - 175
90 - 95
76 - 81
74 - 79

流れを読みカヤックを楽しむ

カヌー・カヤック体験会やスクールを開催する、関東・関西・四国の水遊びの拠点！

お電話

身長
胸囲
胴囲
股の高さ

JRCA資格を取得し、
救命講習を受講済み

フリーアジャストシステム

❹

モンベル クロージング・サイズチャート（基本ヌードサイズ）
S
155 - 165
86 - 90
72 - 76
71 - 76

STEP2

モンベル・アウトドア・チャレンジのカヌー・カヤックイベントをご案内するのは、
日本カヌー連盟が公認する日本レクリエーショナルカヌー協会 (JRCA) のカヌー指
導員資格を持ったインストラクター。わかりやすい指導を心がけ、常に安全に配慮し、
全国各地でみなさまに楽しいカヌーライフを提案しています。

一年中さまざまなイベントを開催！

浮力体のパッドを分割して挿入
イエロー
（YL） した構 造。幅 広いサイズに対
応し、良好なフィット感が得ら
れます。

❹❺は

普段はクッションとして使用でき、災害時に素早く装着できるライフジャ
ケットもラインアップ。高性能な浮力体を使用し、水辺でのアクティビティ
（P.39）
でも活躍します。併せてご覧ください。

XS
150 - 160
82 - 86
68 - 72
68 - 73

カヤックの基本を覚える

￥3,048（+税）

ディープ
ピンク
（DPK）

税抜き価格

STEP1

税抜き価格

【サイズ】
キッズ・フリー（身長：125cm 〜155cm、
胸囲：61cm 〜 79cm）
【重量】534g 【浮力】5.0kg

浮くっしょん® Kid's U-cushion

Men's・男女兼用 (cm)

M.O.C.インストラクターは

【カラー】ゴールデンオレンジ（GDOG）
【サイズ】13.0cm 〜 21.0cm（1cm刻み）【重量】100g（16.0cm・片足）
■ 本体：1.5mm両面ジャージ・メッシュクロロプレンゴム ■ソール：ラバーソール
【素材】

フリーダム Kid's

ヤックスクールです。本格的にカヤックを始めたい方に最適です。

キッズ・その他

水遊びを楽しむ子どもたちに最適なシューズです。アッパーには小さな穴を開けたクロロプレ
ンゴムを使用し、水抜けがよく蒸れにくくなっています。甲部分に設けたベルクロテープにより、
子どもでも簡単にフィット感の調節が行えます。アウトソールには、濡れた岩場でも優れたグ
リップ力を発揮するアクアグリッパー ®を使用しています。

#1127416

初心者から OK! ホワイトウォーターカヤックで、急流や激流を
下れるように、基本技術の習得を目指すステップアップ方式のカ

クロージング

アクアシューズ Kid's

【カラー】シアンブルー (CNBL)、ゴールデンオレンジ(GDOG)
【サイズ】16.0cm 〜 25.0cm（1cm刻み）【重量】170g（20.0cm・片足）
®
■アッパー：パンチングクロロプレンゴム ■ソール：アクアグリッパー
【素材】

ステップアップコース

安心・安 全を第一に考えています

アクアソック Kid's
Aqua Sock Kid's

ホワイトウォーターカヤック

フィールドベース
（下記参照）
で開催

キッズ
シアンブルー
（CNBL）

スクール

アクセサリー・ドライバッグ

水抜けのよいメッシュ素材をアッパーに使用した、柔らかな履き心地の水遊び用シューズです。
アウトソールには、濡れた岩場やフットブレイスでも抜群のグリップ力を発揮するアクアグリッ
パー ®を使用。甲部分に設けたベルクロテープで簡単にフィット感の調節が行えます。
税抜き価格

ご購入いただいたカヌー、
カヤックの取り扱いやメンテナンス、

スプレースカート・カート

¥8,800（+税）

【カラー】ダークマラード（DKMA）
、グレー (GY) 【重量】295g（25.5cm・片足）
■アッパー：ポリエステル・メッシュ ■アウトソール：アクアグリッパー ®
【素材】

#1127373

さまざまなカヌー・カヤックの体験会やスクールをご用意しています。

靴ひもを引くだけで、下部から上部まで均
等に締まり、少ない力で高いホールド感が
得られます。

水抜けのよいメッシュ素材をアッパーに使用することで涼しい履き心地に仕上げた、春夏
シーズンに最適なシューズです。
税抜き価格

日本全国で各種アウトドアイベントを開催しており、

イージーフィットシステム

❷ パドリングシューズ メッシュ
#1127371

クッション性を備えたオリジナル・
フットベッドを使用。素材自体が保
水しないため、水濡れによる重 量
増や不快感を最小限に抑えます。

モンベル・アウトドア・チャレンジ
（M.O.C. 通称モック）
は、

セイフティ

❶ パドリングシューズ
#1127372

（M.O.C.）

パドリングシューズ &
パドリングシューズメッシュ共通機能

シャンクプレート

【サイズ】22.0cm 〜 29.0cm（0.5cm刻み）

【カラー】ガンメタル（GM）
、サンセットオレンジ(SSOG) 【重量】336g（25.5cm・片足）
【素材】■アッパー：ポリエステル・メッシュ／発泡ゴム ■アウトソール：アクアグリッパー ®

モンベル・アウトドア・チャレンジ

安定性とグリップ力に優れる

ボトム部には適 度な剛性を備えた薄手の
シャンクプレートを挿入。河原や岩場での
突き上げ感を軽減します。

ライフジャケット・ヘルメット

シューズ

全国のモンベルストアでも受け付けています
店舗のご案内▼

http: / /store.montbell.jp /
パンフレットもご用意しています。
店頭でお取りいただくか、
M.O.C.本部事務局までお問い合わせください。

55

カヌー・カヤック・SUP パドルスポーツの総合サイト｜モンベル公式サイト

商品情報

イベント情報

店舗情報

⃝新製品情報をいち早く収集
⃝ 特集コンテンツを定期掲載

⃝カタログにはない製品詳細情報を掲載
⃝製品毎の取扱店舗が検索可能

⃝エリア別の開催イベント・ツアーへのリンク
⃝季節のおすすめイベントのご案内
⃝エリア別カヌー・カヤック取扱店舗を検索
⃝旗艦店、エリア主力店、体験可能店など紹介

#1902104 -18

