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フィッシング
カヤック
FISHING KAYAK

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アングラーモデル
トランクスペース

POINT １

浅いエリアや
広いポイントを狙える機動性

ペダルドライブシステム

POINT 2

エンジン音がなく静かな
エントリーができる静音性

トランクスペース
ロッドホルダー

POINT 3

釣りのスタイルに合わせて
カスタマイズできる拡張性

パドルホルダー
レールシステム

※フィッシング装備例

カヤックフィッシングを楽しむなら
● パドルは軽量なものが漕ぎやすく、疲労軽減につながります。足こぎ式カヤックでは、

ハット

パドル

トラブルが起きた時に対応できるよう、必ずパドルを携行してください。

ライフジャケット

● ライフジャケットは必ず着用してください。

グローブ

大型のポケットやプライヤーホルダーを装備したフィッシングモデルがおすすめです。
● ウエアは気温や水温に応じて選択します。シーズンを通じ紫外線対策は必須で、帽子や

サングラスなどの小物も有効です。秋から春にかけて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、状況によってはドライスーツを着用してください。
帽子やサングラス、手袋は、釣り針や魚の背びれなどでのケガを防いでくれます。

クロージング

● 海や船舶の多い湖などでは、視認性を高めるためにフラッグを使用しましょう。

転覆に備え、パドルフロートや釣り糸が絡まった際に切断できるナイフを携行します。

フットウエア

フィッシングカヤック
アイコンの説明

レール

スコッティ ギアヘッドトラックアダプター（P.4）を介すことで、
Scottyパーツ（P.4.5）のレール対応マウントを取り付けられます。
※WILDERNESS社製カヤックに実装

装着例

レール

Scottyパーツ（P.4.5）を装着するためのレール対応マウントが取
り付けられます。
※perception、Riot社製カヤックに実装

ターポン 120
#1844548

税抜き価格

スコッティ ギアヘッドト
ラックアダプターが装
着できます。P.4 参照

足こぎ式

ペダルを踏んで進むことのでき
るペダルドライブを備えていま
す。ラダーは手元で操作ができ、
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。

Tarpon 120
¥138,000（+税）

マンゴー
（MANGO）

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り、海でのカヤックフィッシング
に最も適した艇です。快適なシートは長時間のフィッシングをしっかりサポートし、スライドトラッ
クスシステムは無加工でさまざまなフィッシングパーツを装着できます。2020年のモデルチェ
ンジにより、若干横幅がワイドになり、安定性の向上とリアトランクスペースが拡大しました。
⃝全長：374cm ⃝最大幅：79cm ⃝総重量：28kg
⃝最大積載量：158kg ⃝材質：リニアポリエチレン

全長374cm

マグネット式ドリンクホルダー
防水小物ケース

⃝カラー
マンゴー
（MANGO）

スキッドプレート

ペスカドール
シリーズ

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。安定性に優れるフレームシートは、リクライニングも可能なメッシュシートを採用し
長時間の釣りを快適にしてくれます。前方2か所のギアトラックスレール、後方のモールド式ロッドホルダーにより拡張性も十分。ボトムに設けた魚群探知機の振動子
を設置可能なくぼみは、出艇や上陸時に振動子を引き上げる手間がありません。

ペスカドールプロ 10.0

モスカモ
（MCAMO）

Pescador Pro 10.0
#1845563 税抜き価格 ¥105,000（+税）
幅広の船体は静水であれば立って釣りが楽しめるほどの安定性を持ちます。
高さを2段階に調整できるシートは安定性を重視するか、遠くの水面を見るかにより使い分
けが可能です。淡水から内海のフィッシングに適したモデルです。

⃝全長：323cm ⃝最大幅：81cm ⃝高さ：36cm ⃝総重量：26kg ⃝最大積載量：147kg
⃝材質：リニアポリエチレン

メッシュバウカバー

全長323cm

モールド式ロッドホルダー（×2）

⃝カラー
モスカモ
サルサ
（MCAMO） （SALSA）

工具無しで取り外しができ、2段階の高さ調整と
リクライニングが可能。

魚探センサー設置可能なボトム

スキッドプレート
ソニックカモ
（SNCCM）

ペスカドール パイロット12.0
Pescador Pilot 12.0
#1845571 税抜き価格 ¥245,000（+税）

安定性に優れた船体を強力に推進するパイロットドライブ・ペダルシステムを搭載した足こ
ぎ式のカヤックです。前進、後退自在で、左手でのラダー操作により方向転換が可能。より
広いフィールドでのフィッシングに適したモデルです。後方のトランクスペースは30Lのクー
ラーボックスを収納できる程の広さを備えます。
⃝全長：381cm ⃝最大幅：85.7cm ⃝高さ：41cm ⃝総重量：38kg ⃝最大積載量：216kg
⃝材質：リニアポリエチレン
⃝仕様：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、ラダー

メッシュバウカバー
全長381cm

⃝カラー

モールド式ロッドホルダー（×4）

高い耐久性を誇る金属製
ドライブユニット

モスカモ
ソニックカモ サンセット
（MCAMO） （SNCCM） （SUNST）

足こぎ式
スキッドプレート

差し込みロッドホルダー

ロッド X プロ
#1852952

税抜き価格

¥3,500（+税）

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。
⃝長さ：49cm ⃝カラー：BK（ブラック）
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シートは工具無しで取り外しができ、
リクライニング可能なプロシートを採用。

魚探センサー設置可能なボトム

出航時や浅瀬での航行のために
ペダルシステムは収納できるようになっています。

フィッシング
カヤック
ラインアップ

Fishing Kayak

足こぎ式カヤックの注意
※出艇・着岸時など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、必ずパドルを携行してください。

マコ シリーズ

足こぎ式のペダルドライブ
は、順回転で前進、逆回転
で後進することができます。
それにより、細かな移動が
容易に行え、狙ったポイン
トへ正確にアプローチする
ことができます。

順回転

逆回転
進行方向

充実装備と高いコストパフォーマンスで、フィッシングカヤッカーから人気のマコシリーズ。ペダルドライブならではの釣りのしやすさ、航行性能の高さで、ストレスなく釣り
に集中できます。取付位置を左右変更可能なラダーコントロールレバー、軽量で注油の必要がない「自己潤滑素材」を採用したドライブユニット、4基の埋め込み式ロッドホ
ルダー、艤装用レールなど装備も充実し、あらゆるフィッシングシーンに対応します。
ロッドホルダー（×4）

ラバーハッチ

マコ 10 インパルスドライブ

カモ
（CAMO）

Mako10 Impulse Drive
#1842530 税抜き価格 ¥160,000（+税）

全長315cm

⃝全長：315cm ⃝最大幅：90cm ⃝総重量：26.4kg
⃝最大積載量：213kg ⃝材質：高密度ポリエチレン(HDPE)
⃝仕様：艇装用レール×6、フラッシュデッキロッドホルダー×4、ラダー、
バウプラスチックハッチ、スターンラバーハッチ

ラダーコントロールレバー

カスタマイズ 艤(装

マコシリーズで最も船体幅が広く、高い安定性を持ちます。幅広の船体ながら機動
力は十分で、淡水や内海でのカヤックフィッシングに最適です。10ftと短めの船体
は車載や運搬時に扱いやすいサイズです。

プラスチックハッチ

ドライブユニット

⃝カラー
サンセット
（SUNST）

)

カモ
（CAMO）

出航時や浅瀬での航行のためにペダル
システムは引き上げられるようになっています。

足こぎ式

ロッドホルダー（×4）

マコ 12 インパルスドライブ

ラバーハッチ

Mako12 Impulse Drive
#1842531 税抜き価格 ¥175,000（+税）

レッド
（RD）

海でのカヤックフィッシングに最適な長さと積載力を持ったスタンダードモデルです。
ドライブユニットとシートを取り外せば、12ftクラスのカヤックとしては一般的な重
量(約28㎏ )で車載も可能です。
⃝全長：375cm ⃝最大幅：88cm ⃝総重量：34kg ⃝最大積載量：215kg
⃝材質：高密度ポリエチレン(HDPE)
⃝仕様：艇装用レール×6、フラッシュデッキロッドホルダー×4、ラダー、
バウプラスチックハッチ、スターンラバーハッチ
⃝カラー
レッド
（RD）

全長375cm
ラダーコントロールレバー

プラスチックハッチ

ドライブユニット

サンセット
（SUNST）

足こぎ式
出航時や浅瀬での航行のためにペダル
システムは引き上げられるようになっています。

マコ 12 インパルスドライブ ＣＬ
Mako12 Impulse Drive CL
#1842525 税抜き価格 ¥280,000（+税）

シートは工具無しで取り外しができる
パイプフレーム式シート

プラスチックハッチ

イエロー
（YL）

ABS製の船体を採用した軽量モデルです。陸上での取り回しが容易で、車載の際の
負担も大きく軽減されます。艶やかな船体は抵抗も少なく、漕ぎの軽さにも貢献し
ています。
※ABS製の船体は十分な強度を有しますが、ポリエチレン製カヤックに比べ割れや
すい特性があります。車載時の固定や出艇・上陸時の取扱いにはご注意ください。
⃝全長：375cm ⃝最大幅：88cm ⃝総重量：30kg ⃝最大積載量：215kg ⃝材質：ABS樹脂
⃝仕様：艇装用レール×6、フラッシュデッキロッドホルダー×4、ラダー、
バウプラスチックハッチ、スターンプラスチックハッチ
⃝カラー
ライム
（LIME）

イエロー
（YL）

フィッシングアクセサリー

前 進・後 進 が 可 能

ハンズフリー

足こぎ式のカヤックは、両手を空けたまま水上を移動する
ことができ、両手で釣りに集中することができます。手元
には操作可能なラダーがあり、潮流や風でカヤックが流
されるのを防ぎながら釣りを楽しむことができます。

カヤック

足こぎ式カヤックの特長 ( ペスカドール パイロット 12.0 & マコ シリーズ共通 )

全長375cm

プラスチックハッチ

ラダーコントロールレバー

ロッドホルダー（×4）

ドライブユニット

足こぎ式
出航時や浅瀬での航行のためにペダル
システムは引き上げられるようになっています。
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フィッシングカヤック

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）

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
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。

②
●

①
●

③
●

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）
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。

ネジマーク

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。

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.4）」が別途必要です。

④
●

③ ロッドマスターⅡロッドホルダーマウントナシ
●
#1855682 税抜き価格 ¥3,300（+税）

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。
トローリングにも適しています。

④ ロケットランチャーロッドホルダーマウントナシ
●
#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。
シート後方に設置するのに最適。

※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。
ベース

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

⑥

⑤

アダプター

マウント

あらゆる用品を好みの角度に調節可能

装着例

⑦

⑧
⑤サイド / デッキマウント
#1855673 税抜き価格 ¥1,200（+税）

⑧スコッティ

付属のレールを
外した状態

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

¥2,600（+税）

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）

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システムへ取り付け
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）
ロッドホルダー等が外れないロック付き。

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。

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

コーミング用

マウント

⑪コーミングマウント

ロッドホルダー
#1855666

税抜き価格

多用途型

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。

マウント

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

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

⑰

⑫

⑮ ウェルナットキット 4PCS
#1855689 税抜き価格 ¥980（+税）

⑬ ベイトボード
#1855503

⑯ バッキングプレート
#1855691 税抜き価格 ¥720（+税）

税抜き価格

¥3,850（+税）

RAM（ラム）

⑱ RAM

⑰ タッピングビス

税抜き価格

税抜き価格

¥800（+税）

¥3,800（+税）

チューブロッドホルダー JR
税抜き価格

⑳

⑱

¥6,000（+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。

⑳ RAM

バイトキャスターロッドホルダー

#1855625
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#1855004

ポリエチレン等の可塑性素材に適しています。

モールド式の穴に加工不要で取り付け可能。下のロッドホルダーのアタッチメントです。
対応機種：トライブシリーズ、サウンド9.5、ドリフト、ハイライフ、ハイファイブ

⑲ RAM

⑰

ソロマウント 1.5

#1852951

#1855660

ボールジョイント式で RAM のさまざまな
ギアを取り換えて使用できるのが特徴です。

⑯

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。

ボールジョイント式

⑮

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。

⑫トリプルロッドホルダー
#1855671 税抜き価格 ¥6,980（+税）
一基のベースにロッドホルダーなどを3つ装着可能。

ロッドホルダー

⑭

⑭ リベットキット10PCS
#1855690 税抜き価格 ¥1,180（+税）

¥4,600（+税）

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。

⑪

⑩

⑨

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。

⑲

Fishing Kayak

カヤック

フィッシング
アイテム
ラインアップ

ロッドホルダー（マウントセット）

※ロッドは付属して
いません。

※ロッドは付属して
いません。

フィッシングアクセサリー

マウントとセットになった
ロッドホルダーシリーズ
㉑
●

㉒
●

㉓
●

㉑ ベイト / スピニングロッドホルダー
●
#1855667 税抜き価格 ¥3,300（+税）
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.4」をご使用ください。

㉓ 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。

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。

㉒ パワーロックロッドホルダー
●
#1855669 税抜き価格 ¥3,650（+税）

㉔ 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）

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。

㉘

㉗

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。

カスタマイズ 艤(装

魚群探知機関連パーツ

㉔
●

エクステンションギア
㉜

)

㉕
※振動子は
含まれません。

㉖

付属のレールを
外した状態

※モニター固定用の留め具等は別途
お求めください。

㉕フィッシュファインダーポスト
#1855677 税抜き価格 ¥2,680（+税）
魚探を取り付けるためのパーツ。魚探側に加
工が必要な場合があります。

㉖フィッシュファインダーマウント
#1855685 税抜き価格 ¥3,200（+税）
フィッシュファインダーポストのマウント付き。

埋め込み式ロッドホルダー

㉚

㉙

㉗トランデューサーアーム

マウント
#1855692

税抜き価格

㉙ミニロッドホルダー

¥3,700（+税）

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。

㉘トランデューサートラック

マウント
#1855698

税抜き価格

エクステンション
#1855674

税抜き価格

¥2,850（+税）

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。

㉚ギアヘッドマウント
#1855502 税抜き価格 ¥2,300（+税）

¥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。

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。

税抜き価格

税抜き価格

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。

㉜ スリップディスク
#1855697 税抜き価格 ¥750（+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。

¥3,450（+税）

ロープロファイルトラック
4インチ

#1855695

税抜き価格

8インチ

¥1,450（+税） #1855696

税抜き価格

¥1,880（+税）

スコッティパドルクリップ
#1855678

税抜き価格

¥1,520（+税）

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。
4インチ

8インチ

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。

㉝フラッシュマウント
#1852054

㉛エクステンドアダプター
#1855675 税抜き価格 ¥4,500（+税）

※カメラは附属
していません。

カメラマウントポスト

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やさまざま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.4）
」使用で、レールへの装着もでき
ます。

ロッドホルダー

使用イメージ

その他フィッシングアクセサリー
#1855676

㉝

㉛

¥2,300（+税）

埋め込みタイプのロッドホルダーです。
取付用のネジ付属
取り付け例

ホールイン シーフラッグ

Hole In 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。フラッグの下部に芯材を入れ
ることで、無風時でも形状が崩れにくくなっています。反射テープを用いることで、暗
いときでも高い視認性を発揮。最大長190㎝のポールは長さを3段階に調節できます。

オレンジ
（OG）

取り付け例

【サイズ】
フラッグ：高さ30㎝×幅37.5㎝
ポール：
（最大長）190㎝、
（1回折り）155㎝、
（2回折り）120㎝
【素材】■フラッグ：30デニール・高強度ポリエステル［ウレタン・コーティング］
■ポール：アルミニウム合金

#1127438

￥4,400（+税）

税抜き価格

シットオントップカヤックのドレンホールに差し込んで装着します。

【重量】127g 【収納サイズ】
φ8.5×61㎝

収納時
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フィッシングカヤック
ぎ

そ

う

カスタマイズ（艤装）
より快適にカヤックフィッシングを行うために、さまざまなオプションパーツをご用意しています。
カヤックに備え付けの「レール」に取り付けるタイプ、カヤック本体に穴を開けて「直付け」するタイプなど
さまざまな用途やシーンに合わせたカスタマイズをお楽しみいただけます。
こちらのページでは、ロッドホルダーや魚群探知機などの取り付けやオプションパーツの組み合わせ例をご紹介します。

ロッドホルダー
レール 使 用

本体に直付け

シート前方に取り付け

シート前方に取り付け
使用アイテム例

使用アイテム例

①
●

●
⑨

●
㉑

シート前方のレールを活用して、本体に穴を開けることなくロッド
ホルダーを取り付けした例です。ボールジョイント式のマウントを
使用し、ロッドの保持角度を自由に設定できます。

シート前方のスペースにロッドホルダーを直付けした、もっとも
オーソドックスな艤装です。取り付けたマウントに適合するパーツ
であれば、付け替えることも可能です。

シート後方に取り付け

シート後方に取り付け
使用アイテム例

使用アイテム例

⑧
●
④
●

ロッド X プロ
#1852952

税抜き価格

シート後方のレールにチューブタイプのロッドホルダーを取り付け
した例です。ロッドだけでなく、ランディングネットやフラッグを
搭載することも可能です。

¥3,000（+税）

ペスカドールシリーズ、サウンドシリーズに標準で設けられている
モールド式のロッドホルダーに、幅広い種類のロッドをより安定し
て搭載できるようにした例です。

魚群探知機
モニターのみ

センサー（振動子）のみ

モニター＆振動子

シート前方のスペースに、モニターのみを取り付
けした例です。モニターを見やすい位置に動かせ
るよう、角度調節が自在なエクステンションギア
を使用しています。

魚群探知機のセンサーを標準装備のレールを使
用し固定した例です。㉜スリップディスクを使用す
ることで、少しネジをゆるめるだけで、上げ下げ
が可能です。

センサーとモニターを１つのパーツを介して固定し
た例です。モニター位置が遠くなってしますので、
エクステンションギアを使用し、見やすい位置に
近づけています。

使用アイテム例

⑤

使用アイテム例

㉕

㉛

⑧

使用アイテム例

㉗

㉜

㉕

使用しているフィッシングアクセサリーについては P.4-5 ページをご覧ください。
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㉘

㉛

Fishing Kayak

複数のロッドホルダーを取り付け

カヤック

多用途型マウント
マウントも取り付け可能なテーブル
使用アイテム例

使用アイテム例

①

フィッシングアクセサリー

⑬
②

シート前方のスペースにロッドホルダー２基と魚
群探知機のモニターを固定した例です。
⑬トリプ
ルロッドホルダーを介すことで、１つのベースマウ
ントで、
３つのアイテムを固定することができます。

㉕

㉛

シート前方のスペースに作業台兼マウントとして
使用可能なボードを取り付けした例です。⑧ギ
アヘッドトラックアダプターを介すことで、ロッド
ホルダーやカメラマウントを取り付けできます。

⑫

⑤

ベースマウントの取り付け方（直付け）
カスタマイズ 艤(装

ベースマウントは、艇に穴を開けることで艇本体に直付けすることができます。レールが無い位置に取り付けられるため、
よりカスタマイズ（艤装）を楽しめます。直付けしたマウントに合うパーツなら付け替えることもできます。

下穴を開ける

固定

パドリングの邪魔にならないか、無理なく取り付
けることが可能な位置か十分に確認してくださ
い。問題なければ穴を開ける位置を鉛筆などで
マーキングをしましょう。

位置を決めたら、マーキングをした箇所にドリル
を使い穴を開けていきます。埋め込みタイプのマ
ウントは、
ホールソーに付け替えて穴を開けます。
※穴の径や角度を十分に確認し慎重に開けてくだ
さい。

留め具を使用しマウントを固定します。固定の際
に防水加工できるものがおすすめです。コーキ
ング剤を併用すれば、より防水性が高まります。
留め具の種類については下記を参照ください。

)

位置の決定、マーキング

留め具の種類（特徴）
艇外側

艇内側

締め込み前

締め込み後

艇外側

艇外側

艇内側

艇内側

⑭リベットキット

⑮ウェルナットキット

⑯バッキングプレート

⑰タッピングビス

取り付けに専用工具を使用します。艇
内 側に手が 届かない 場 合に適してい
ます。
⑦フラッシュデッキマウントなど 薄い
パーツにおすすめです。
※工具は付属しません。

固定と防水が一度にでき、艇内側に手
が届かない位置にも、外側からだけで
固定することができます。ゴムが衝撃
を吸収するため、ABS製のカヤックに
もおすすめです。固定には7mm程度の
穴あけが必要です。

艇内側の手の届く位置に、艇を挟み込
むように固定します。マウントに大きな
力が加わっても、面で力を受けるため、
ボルトのすっぽ抜けや本体破損のリス
クが低いです。スコッティのマウント取
り付け専用です。

専用工具も必要が無く、艇の外側から
の 作 業 だけで 取り付け が 可能 で す。
尖った 先 端が 艇 の内 側に飛び出るた
め、シットインカヤックで体が触れる可
能性がある箇所にはおすすめしません。

モンベル・ウェブサイトでは、カヤックフィッシングを安全に楽しむための基本装備と
艤装（ぎそう）についてのご紹介や、はじめてカヤックフィッシングをされる方向けの
特設ページを掲載しています。

詳しくは
コチラ

使用しているフィッシングアクセサリーについては P.4-5 ページをご覧ください。
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パドル／ライフジャケット／アクセサリー

パドル
ユーコンパドル カーボン
#2351112

税抜き価格

¥32,000（+税）

カーボンを使用した軽量モデルです。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、長時間のパドリングでも疲れにくいツーリングに最適なパドルです。

ブラック
（BK）

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

２

アドベンチャー・カモフラージュ・テイクアパート・パドル
#1855077

税抜き価格

¥9,000（+税）

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

２

ライフジャケット
ビッグウェイブ

アングラー

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。

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。

#1127569

￥11,500（+税）

ブラック
（BK）

税抜き価格

【サイズ】S/M（72 ～ 92㎝）
、L/XL（92 ～113㎝）
（胸囲表示）【平均重量】948g
■ 表地：420デニール・ナイロン・ドビー
【浮力】7.5kg（S/Mサイズ）【素材】
■ 裏地：210デニール・ナイロン・オックス ■ 浮力体：NBR

サンフラワー
（SUF）

背面

背面メッシュ

メッシュ地

￥11,500（+税）

税抜き価格

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。

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。
シートの背もたれが当た
る部分は浮力体を取り除
き、メッシュ地を配置して
います。

#1127566

【サイズ】S/M（72 ～ 92㎝）
、L/XL（92 ～113㎝）(胸囲表示)
【重量】970g 【浮力】7.5kg（S/Mサイズ）
■ 420デニール・ナイロン・ドビー ■ 浮力体：NBR
【素材】

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

サンセットオレンジ
（SSOG）

ライトは付属しません。

ライトシルバー
（LTSV）

アクセサリー
カート

ノーパンクタイヤを採用し、重量のある
カヌーやタンデムカヤックを運ぶのに適
したビッグカヤックカートと、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。積載した艇を固定す
る際に使用するタイダウンストラップが
付属します。

スモールカヤックカート
（ノーパンクタイヤ）
#1852057

税抜き価格

¥6,500（+税）

【重量】3.0kg
【耐荷重】90kg

ビッグカヤックカート
（ノーパンクタイヤ）
#1852056

税抜き価格

¥7,800（+税）

【重量】3.2kg
【耐荷重】100kg

スカパープラグ 4PCS
#1855996

税抜き価格

（4 個入）
¥2,800（+税）

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

シーアンカー

風でカヤックやカヌーが流されにくくするためのフローティング・アンカーです。海や湖でカヤックフィッシングを楽しむ際はもちろんのこと、漂流速度
を抑える安全装備としても活躍。開口部に超弾性合金のワイヤーを挿入しているため、スタッフバッグから取り出せばすぐに開口部が開き、水中でも開
いたままの状態をキープします。本体上部の浮力体が回転を抑えるため、水中でも優れた安定性を発揮。重量はわずか152gとたいへん軽量で、緊急
時にも視認されやすい蛍光色を使用しています。

#1127363

税抜き価格

本体の回転を防ぎ、安定性を
高める浮力体を封入。

¥4,900

（+税）

【重量】152g（164g）
※（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。
【寸法】
（本体）全長：60㎝、直径：45㎝（メインロープ）8m（回収用ロープ）10m
【収納サイズ】
約6×12×24㎝
【素材】30デニール・高強度ポリエステル［ウレタン・コーティング］

回収用ロープ
（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

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。

収納時

※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。

多数の商品を掲載! モンベル・ウェブサイト & パンフレット
モンベル・ウェブサイトでは多数のアイテムを掲載しています。また、
ギアやクロージング、各アクティビティ毎にパンフレットをご用意して
います。こちらもあわせてご覧ください。

フラッシュイエロー
（FYL）

詳しくはこちら
モンベル カヤック

https://www.montbell.jp/

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