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ホワイトウォーター
カヤック
WHITE WATER KAYAK

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、川の随所に現れる瀬を利用して
カヤックサーフィン（波乗り）を楽しんだりと、流水と一体になってアクティブに遊べるスポーツです。

ライオット カヤック
1996 年、カナダ・モントリオールで生まれたブランド。シーカ
ヤックからホワイトウォーターカヤックまで幅広く展開し、さまざ
まなフィールドでパドラーをサポートしています。

ダガー
1980 年代後半、ジョー・プリアムと３人の仲間が集まり、彼ら
の豊富な経験をパドルスポーツ界に還元すべく立ち上げたブラ
ンドです。

ホワイトウォーターカヤックを楽しむなら

※装備例

ヘルメット
パドル

● パドルはホワイトウォーターに適した、ダブルブレードパドルを使用します。
● ライフジャケットは必ず着用してください。激しい動きにも対応するモデルが適して

います。

● スプレースカートは艇内への浸水を防ぐため、強い水圧にも負けない、強固な防水

性を持つネオプレン製のものがおすすめです。

ライフジャケット
クロージング

● ヘルメットは岩との接触から頭部を保護するため装着してください。
● ウエアは気温や水温に応じて選択します。激しい波や強い水圧を受けても水の侵入

スプレースカート

を防ぐ構造のものが必要です。秋から春にかけては低体温症のリスクがあるため、
防水性・保温性の高いウエアが必要です。体温を守るだけでなく、岩などとの接触
から身体を保護してくれます。

● セイフティギアには、沈脱時に艇内への浸水を減らせる浮力体、レスキューに必須の

スローロープ、ロープを切断するためのナイフ、意思疎通に便利なホイッスルなどを
装備します。

フットウエア

ホワイトウォーターカヤック

アクシオム シリーズ

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。

レッド
（RD）

アクシオム 8.0
#1843242

税抜き価格

Axiom 8.0

¥158,000（+税）

⃝全長：244cm ⃝最大幅：62cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：86cm×48cm
⃝総重量：18kg ⃝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

全長244cm

⃝カラー
レッド
（RD）

アクアフレッシュ
（AQ-FR）

アクシオム 8.5
#1843243

税抜き価格

アクアフレッシュ
（AQ-FR）

Axiom 8.5

¥158,000（+税）

⃝全長：259cm ⃝最大幅：65cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：86cm×48cm
⃝総重量：19kg ⃝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
全長259cm

⃝カラー
アクアフレッシュ
（AQ-FR）

マグナム 72
#1842502

税抜き価格

レッド
（RD）

MAGNUM 72

¥99,000（+税）

イエロー
（YL）

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。
⃝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
全長243cm

⃝カラー
レッド
（RD）

イエロー
（YL）

ホワイトウォーター
カヤック
ラインアップ

フロテーション

川下りを安全に楽しむために、
浮力体を装備してください

マイクロバウバッグビニール
#1855820

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）

※適合するサイズをお確かめの上ご購入ください。

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
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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

White Water Kayak

ホワイトウォーター・パドル
ヘラクレス カーボン
#1852734

税抜き価格

¥43,000（+税）

１

軽量で剛性が高く、強くダイレクトなキャッチを望むパドラーに最適です。高耐久素材で
薄く軽量に作られたブレードは水切が良く、ラダー操作の効きに貢献します。
⃝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°

ヘラクレス グラス
#1852740

税抜き価格

１

¥38,000（+税）

適度な柔らかさを持ち、体への負担を軽減したいパドラーに適しています。
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°

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）

１

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。
⃝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°

タイタン
#1852744

１
税抜き価格

¥19,000（+税）

割れや欠けが生じにくいブレードを採用しており、ホワイトウォーターのエントリーユー
ザーに適しています。
⃝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°

ライフジャケット
アクアバットプロ

アクアバット
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。

#1127560

アクアライト

Aqua Bat Pro

Aqua Bat

￥7,400（+税）

税抜き価格

【サイズ】S(72 〜 84㎝ )、M(84 〜 96㎝ )
L(96 〜113㎝ ) (胸囲表示)
【重量】720g 【浮力】7.5kg（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

Aqua Light

「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」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。

#1127561

￥9,200（+税）

税抜き価格

【サイズ】S(72 〜 84㎝ )、M(84 〜 96㎝ )
L(96 〜113㎝ ) (胸囲表示)
【重量】910g 【浮力】7.5kg（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

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

サンセット
オレンジ
（SSOG）

ブラック
（BK）

ライト
シルバー
（LTSV）

背面
レッド
（RD）

セイフティギア
カウテール
Cow Tail

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。

#1127511

税抜き価格

【サイズ】
最大長90㎝
【重量】160g

大きく明瞭な音が出せる緊急用ホイッスル。

グリップが大きく、濡れた手で力を加えても滑りにくい素材と
形状を採用しています。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。

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。

¥6,800（+税）

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

#1895008

税抜き価格

¥5,300（+税）

（BK）
【カラー】ブラック

オレンジ
（ＯＧ）

Compact Throw Rope 20m

税抜き価格

リバーショーティー

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

¥4,400（+税）

コンパクトスローロープ 20m

#1127223

エマージェンシーコール

イエロー
（YL）

イエロー
（ＹＬ）

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。

#1127552

税抜き価格

¥5,200（+税）

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

※鞘付き

ガイドロープ 16m
Guide Rope 16m

携行に便利なガイドベルトを標準装備したモデルです。

#1127553

税抜き価格

¥9,200（+税）

【サイズ】
約φ11×31㎝（本体）
幅50㎜×長さ145㎝（ウエストベルト）
【ロープ】
「フローティングロープ」
φ9㎜×16m
【重量】800g
イエロー
（YL）
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ヘルメット
ウェーブ ヘルメット & ラピッド ヘルメット
Wave Helmet & Rapids Helmet

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。
■アウターシェル：ABS
【素材】

■インナーシェル：E.V.A.フォーム

ウェーブ ヘルメット

ラピッド ヘルメット

シンプルな軽量タイプです。

#1127413

税抜き価格

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。

¥5,600（+税）

#1127421

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

税抜き価格

¥5,900（+税）

【サイズ】XS(51〜 53㎝ )、S(53 〜 55㎝ )、M(56 〜 58㎝ )、L(59 〜 61㎝ )
（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。

アリス
ブルー
（ALBL）

レッド
（RD）
背面

背面

保温用イヤー
パッド

ブラック
（BK）

スカーレット
（SCL）

ブルー
（BL）

安全基準

アジアンフィット

共通機能

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。

ホワイト
（WT）

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。

スプレースカート
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

税抜き価格

¥8,381（+税）

【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
ブラック
（BK）

ARAMID & GRIP ネオプレンスカート

ARAMID & GRIP Neoprene Skirt

クリーキングやプレイボーティングなど、ハードな使用にも対応するネオプレンスカートです。アラミド繊維で補強された
ARAMIDと、付けやすいネオプレン補強のGRIPの2タイプをご用意しています。緊急時にひざを使って脱出ができる「キッ
クアウトストラップ」を装備しています。

ARAMID ネオプレンスカート
#1852321 税抜き価格 ¥15,000（+税）

GRIP ネオプレンスカート
#1852322 税抜き価格 ¥12,000（+税）

【ウエストサイズ】XS（64cm）
、
S（71cm）、M（78cm）
、L（85cm）
【重量】695g 【素材】
クロロプレンゴム
【コックピットサイズ】
縦81〜 88cm

【ウエストサイズ】XS（64cm）
、
S（71cm）、M（78cm）
、L（85cm）
【重量】614g 【素材】
クロロプレンゴム
【コックピットサイズ】
縦81〜 88cm
GRIP

ARAMID

「パドルスポーツ ウエア & アクセサリー」パンフレットや、
モンベル・ウェブサイトでも多数のアイテムをご覧いただけます。

モンベル カヤック

https://www.montbell.jp/

モンベル・アウトドア・チャレンジ
モンベル・アウトドア・チャレンジ
（M.O.C.通称モック）は、
日本全国で各種アウトドアイベントを開催しており、
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。

全国で開催中のイベントを掲載した
パンフレットをご用意しています。

WEBでイベントご確認、
ご予約もOK
モンベル イベント

https://event.montbell.jp/

TEL.06-6531-4761 FAX.06-6531-4969
TEL.03-3445-5401 FAX.03-3445-5415
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