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フォールディング
&
インフレータブル
カヤック
FOLDING & INFLATABLE
KAYAK
組み立て式のフォールディングカヤックと、空気注入式のインフレータブルカヤックをラインアップ。軽量・コンパクトで携行性に優れ、
「車に積む」
「宅配便で送る」
「公共交通機関で移動する」など、さまざまな旅のスタイルが可能です。

フォールディング・カヤック（組み立て式）
アルフェック

インフレータブル・カヤック（空気注入式）

ココペリ

驚異的な軽さとコンパクト性を誇るパックラフト。あらゆる水辺がパドリ
ングの対象となり、遊びの幅が広がります。
アルミパイプとターポリンから構成される軽量かつ、丈夫な旅するカヤッ
ク。用途に合わせたデザインで、湖・川・海とさまざまなフィールドで楽し
むことができます。

オルカヤック

スター
空気を入れるだけでセットアップでき、水辺のレジャーから急流下りま
で対応可能です。

アクアグライド
１枚のポリプロピレン製シートを折り紙のように折り組み立てる構造。
フレームを必要としないシンプルな構造の軽量・コンパクトなカヤッ
クです。

レクリエーショナルカヤックとしてデザインされ、静水や穏やかな流れで
水上散歩が楽しめる汎用性が高いカヤックです。
※装備例

組み立て・空気注入式カヤックを楽しむなら
● パドルは軽量で剛性の高いものが漕ぎやすく、疲労軽減につながります。

パドル
ハット

収納バッグに収まり、携行しやすい４ピースモデルもあります。
● ライフジャケットは必ず着用して下さい。
ツーリング用なら、小物を収納できるポケット付き

が便利です。ダウンリバー用には、動きやすいシンプルな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

クロージング

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
温性の高いウェアが必要です。ダウンリバーをする場合はヘルメットを装備してください。
● 組み立て式のモデルには、浮力体とビルジポンプが必要です。空気注入式のモデルでは、

パンクに備え、修理キットを必ず携行しましょう。海や湖で漕ぐ場合に岸辺から離れる場合
は、転覆に備えパドルフロートなどのセイフティギアを携行します。

フットウエア

ライフジャケット

アルフェック ® フォールディングカヤック
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。幅広いライン
アップでさまざまなフィールドに対応します。

アルフェック ® ブランド
ラインアップ

組み立てが簡単

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。

6061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。

剛性と柔軟性を両立させるジョイント

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。

セイルスキン
（船体布）
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。

ボトムの補強（特許取得済）
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。

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。

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。

キールレール（特許取得済）
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。
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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）
。

断面図

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。

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

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

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は
用途やフィールドに合わせて３種類から選べます。

ボイジャー

アリュート
R

エルズミアR

初めて乗る人が安心の高い安定性と素直な操縦
性を持ち、川や湖、海の沿岸部などで活躍する
アルフェックのフラグシップモデルです。2 泊以
上のキャンプツーリングができるほどの余裕の
積載能力が、川や湖での楽しいツーリングを可
能にします。

ボイジャー・シリーズの良さを引き継ぎつつ、組
み立てが簡単で軽量性に優れた、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、日帰りや湖畔のツーリングな
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す。

海でのツーリングに特化した、本格的なフォー
ルディング・シーカヤックです。高速型のフレー
ム構造や風の影響を受けにくいフラットデッキ
構造など、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カヤックです。

Voyager

Aleut®

Ellsmere®

ボイジャー・シリーズ
ボイジャー 415
#2341028

税抜き価格

Voyager 415

ハードコーミング

¥189,000（+税）

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。
⃝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.5参照）

サンライズレッド
（SURD）

全長415cm
※ラダーを装備できます。
（別売：P.5参照）

⃝カラー
サンライズレッド
（SURD）

ボイジャー 460T
#2341029

税抜き価格

Voyager 460T

コバルトブルー
（CBL）

¥220,000（+税）

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。
⃝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.5参照）

全長460cm
※ラダーを装備できます。
（別売：P.5参照）

⃝カラー
コバルトブルー サンライズレッド
（CBL）
（SURD）

ボイジャー 520T
#2341030

税抜き価格

サンライズレッド
（SURD）

Voyager 520T

¥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。
⃝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.5参照）

全長520cm
※ラダーを装備できます。
（別売：P.5参照）

⃝カラー
サンライズレッド
（SURD）
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アリュート®
・シリーズ
アリュート®380T
#2341031

税抜き価格

Aleut®380T

サンライズレッド
（SURD）

¥175,000（+税）

アルフェック®シリーズ中、最も軽量で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。

全長380cm

⃝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
※フィッシングベース及びデッキロッドホルダー取り付け可能（別売：P.5 参照）
⃝カラー
コバルトブルー サンライズレッド
（CBL）
（SURD）

アリュート®430T
#2341032

税抜き価格

Aleut®430T

¥185,000（+税）

コバルトブルー
（CBL）

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。
全長430cm

⃝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
※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.5 参照）
⃝カラー
コバルトブルー サンライズレッド
（CBL）
（SURD）

エルズミア®
・シリーズ
エルズミア®480
#2341034

税抜き価格

Ellsmere®480

ハードコーミング

¥240,000（+税）

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
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。

ホワイト
（WT）

全長480cm
大型ハッチ
※ラダーを装備できます。
（別売：P.5参照）

⃝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
※デッキロッドホルダー取り付け可能（別売：P.5 参照）
⃝カラー
サンライズレッド
（SURD）

エルズミア®530
#2341035

税抜き価格

ホワイト
（WT）
イエロー
（YL）

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。

全長530cm

※ラダーを装備できます。
（別売：P.5参照）

⃝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
※デッキロッドホルダー取り付け可能（別売：P.5参照）

⃝カラー
イエロー
（YL）

エルズミア®570T
#2341033

税抜き価格

Ellsmere®570T

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。
⃝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
※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.5 参照）
⃝カラー
コバルトブルー
（CBL）
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コバルトブルー
（CBL）

¥390,000（+税）

全長570cm
※ラダー標準装備

ARFEQ Accessories

アルフェック®アクセサリー
フローテーションバッグ

M（フロント用）

LL（リア用 ）

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。

M（フロント用）
#2351801 税抜き価格 ¥2,500（+税）

LL（リア用）
#2351802 税抜き価格 ¥3,300（+税）

コーミングカバー

コーミングカバー
１人用 装着例

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。
⃝カラー：ブラック（BK）

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

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）

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。
⃝素材：210デニール・ナイロン・リップストップ

ブラック
（BK）

スモール #1127268

税抜き価格

コーミングカバー
２人用 装着例

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

スプレーカバー ウィズ ジッパー

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。
⃝素材：210デニール・ナイロン・リップストップ

ブラック
（BK）

¥4,800（+税）

スモール #1127270

⃝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：76×37cm 〜 86×48cm

ラージ #1127269

税抜き価格

¥5,200（+税）

ラージ #1127271

⃝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：85×37cm 〜 91×51cm

¥5,000（+税）

税抜き価格

¥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：85×37cm 〜 91×51cm

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。

税抜き価格

⃝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】76×37cm 〜 86×48cm

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）

シーソック
装着例

⃝カラー：ブラック（BK）

ラダーセット

デッキロープセット

エルズミア 570T には標準装備でついています。

⃝6mmロープ×10m、
5mmバンジーコード×5m

ラダーセット

ポータブルカヌーカート

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）

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。

#2351405

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。

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）

税抜き価格

¥2,200（+税）

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。

#2351913

税抜き価格

¥22,000（+税）

⃝材質：アルミニウム合金（フレーム）
⃝サイズ
（幅×高さ×前後長）
：60×30×37cm
⃝収納サイズ：60×25cm ⃝重量：1.4kg

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

※バッグは使用例です。

フィッシング アクセサリー
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）

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

アウトリガー

デッキロッドホルダー
#2351221

税抜き価格

¥2,900（+税）

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（フィッシングカヤックパンフレット参照）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。

フィッシングベース
#2351220

税抜き価格

¥10,000（+税）

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（フィッシ
ングカヤックパンフレット参照）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。

アウトリガー
#2351806

税抜き価格

¥32,000（+税）

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、たいへ
ん丈夫です。
⃝カラー：ダークグレー
（DGY） ⃝総重量：2.75kg
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フォールディング・カヤック

アルフェック®アクセサリー
フットブレイス

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。

⃝カラー：ブラック（BK）

×

×

○

●
○

×

○ ○
×

×

×

×

×

○

530

一人乗り

一人乗り

570T
後席

×

480

前席

×

後席

○

×

中席

×

○ ○

×

前席

×

520T
後席

×

×

×

中席

50cm

○

一人乗り

×

エルズミア®

460T
前席

×

415
後席

35cm

×

中席

¥2,000（+税）

×

前席

税抜き価格

¥1,800（+税）

28cm

ボイジャー

430T
後席

税抜き価格

¥1,500（+税）

380T
中席

フットブレイス装着例
税抜き価格

アリュート®
対応
シート
位置

前席

28cm
#2351108
35cm
#2351109
50cm
#2351110

■フットブレイス対応表

○ ○

×

×

×

○

×

×

×

●
○

●
○

×

×

×

×

○

×

×

×

○

×

※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。

フロアタンデム
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。

■フロアタンデム対応表
フロア
タンデム
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 バウ＆スターン
#2351887 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）

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

2351887

2351888

2351889

2351890

フロア タンデム S
バウ＆スターン

フロア タンデム S
センター

フロア タンデム M
バウ＆スターン

フロア タンデム M
センター

×

×

○
○
○

○

アリュート®380T
アリュート®430T

○

×

ボイジャー 460T

×

×

ボイジャー 520T

×

×

×

○
○
○

※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。

フロアタンデム使用例
2人乗り用の
シート配置の場合

１人乗り用の
シート配置の場合

バウ＆スターン
センター

バウ＆スターン

センターのみ使用可能です

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

メンテナンス
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）

税抜き価格

リペアボンド 50mL
#2351919

¥1,250（+税）

デッキ用リペアクロス A4 サイズ× 2 枚、
接着剤、サンドペーパーのセット。

ボトム用リペアクロス A4 サイズ× 2 枚、
接着剤、サンドペーパーのセット。

⃝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

#2351923

税抜き価格

#2351917

¥3,000（+税）

ボトム用リペアクロス（40mm ×10m）
、
接着剤、サンドペーパーのセット。
⃝カラー：ダークグレイ(DGY)）

税抜き価格

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。

¥1,300（+税）

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。
⃝容量：315mL

リバイベックス UVプロテクタント
#1824550

税抜き価格

¥1,000（+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 プ
ロテクタント」を落としてから使用してください。
⃝内容量：118mL
⃝成分：水性エマルジョン、
アミン、
非イオン界面活性剤

修理のお問い合わせ

アルフェック 店頭修理サービス・部材販売中

モンベル・カスタマー・サービス係

一部店舗では、破損・紛失の多い部材の販売や店頭修理を行っています。

0088-22-0031

詳しくは下記の店舗へお問い合わせください。
対象店舗
【北海道】札幌赤れんがテラス店／大雪ひがしかわ店【東北】青森店【関東】横浜しんやまし
た店／越谷レイクタウン店／東京京橋店／昭島アウトドアヴィレッジ店／おやまゆうえん店／
丸井吉祥寺店／恵比寿店【中部・北陸】長野店／名古屋店／長久手店【近畿】あべの店
／マリンピア神戸店【中国・四国】岡山店【九州】トリアス店

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。
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r3@montbell.com

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。

モンベル・アウトドア・チャレンジ
（M.O.C.通称モック）は、

パンフレットをご用意しています。

eメール

受付時間：平日 10：00 〜 17：30
土曜 10：00 〜 15：00（ 日祝は休業 ）

モンベル・アウトドア・チャレンジ

全国で開催中のイベントを掲載した

携帯・IP電話からTEL：06-6531-3544

FAX：06-6531-4055

部材の取り寄せ、修理の受付などは全国のモンベルストアでも承っています。

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/

Folding Kayak

オルカヤック
折り畳まれた１枚の

ポリプロピレン製シートを広げて組み立てるという、まったく新しい発想をもたらしたカヤックブランド

です。発想は日本の折り紙から。 ” 折る ” カヤックなので、ブランド名は「ORU KAYAK」となりました。折り紙のように、山 折
り と 谷 折 り で 組 み 立 て る 、フレームを必要としない、新 発 想 のフォールディングカヤックです。

広げて折って、組み立てる

収 納 状 態 からストラップ 等を外していき
ます。

インレット
#1843018

オルカヤック
ラインナップ

一枚の板を折り目に合わせて折ることで、簡単・スピーディーに組み立てることができます。
片付けも同じ要領で折り目に合わせて折り込むだけ。収納しやすい形状で、場所をとりません。

折り目に沿って広げていき

折り目に沿って組み立てていきます。

繋ぎ目をバックル等で止めると完成です。

Inlet

税抜き価格

¥118,000（+税）

従来のオルカヤックよりも軽量・コンパクトで、組み立てもさらに簡単になったモデルです。
公共交通機関の移動も容易で、軽自動車の車内にも横置きできるほどのコンパクトさは、
パドルスポーツをより身近に楽しめます。

アメリカ合 衆 国・デンバーにて開 催された
「OUTDOOR RETAILER INNOVATION
AWARDS 2020」と米ギアレビューサイト
「GEAR JUNKIE」にて受賞しています。

⃝全長：305cm ⃝最大幅：76cm ⃝総重量：9kg ⃝最大積載量：124kg
⃝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3分〜 5分
⃝収納サイズ：
（縦×横×高さ）
：25cm×101cm×48cm
⃝カラー：ホワイト/オレンジ（WT/OG）

全長305cm
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フォールディング・カヤック

ベイ ST
#1843016

BAY ST

税抜き価格

¥188,000（+税）

細身のシルエットが艇本体の軽さと相まり、軽快な乗り心地を楽しめ
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。
）コックピットには、スプ
レースカートの装着も可能です。

⃝全長：370cm ⃝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）
：74cm×84cm×31cm
⃝対応スカート：#1127268/スプレーカバー スモール（P.5）
#1127270/スプレーカバー ウィズ ジッパー（P.5）
⃝カラー：ホワイト/オレンジ（WT/OG）

全長370cm

コースト XT
#1843015

税抜き価格

COAST XT

¥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
⃝コックピットサイズ（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）
：74cm×84cm×31cm

⃝対応スカート：#1127268/スプレーカバー スモール（P.5）
#1127270/スプレーカバー ウィズ ジッパー（P.5）
⃝フットブレイス装備
⃝カラー：ホワイト/オレンジ（WT/OG）

全長488cm

ヘイブン
#1843017

Haven

税抜き価格

¥268,000（+税）

オルカヤックの特徴である組み立て・メンテナンスの容易さはそのま
まで、二人乗りが楽しめる軽量なタンデムカヤックです。十分な剛性
と安定性があり、家族やペットとの水上散歩を、より身近にしてくれる
モデルです。1人乗り、2人乗りの変更可能。

⃝全長：488cm ⃝最大幅：79cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：290cm×58cm
⃝総重量：18kg ⃝最大積載量：225kg
⃝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10分〜15分
⃝収納サイズ：
（縦×横×高さ）
：74cm×86cm×41cm
⃝カラー：ホワイト/オレンジ（WT/OG）

全長488cm

8

Inflatable Kayak

ココペリ
驚異的な軽さのパックラフト
パックラフトとは、1800 年代のアラスカで湖や河川を横断する移動手段とし
て考え作られたゴムボートが始まりとされています。ココペリは、このパックラ
フトを現代の技術を駆使し、驚異的な軽さとコンパクト性を誇るパックラフトを
開発しているメーカーです。一般的なインフレータブルカヤックと比べ、低い
空気圧で十分な機能を発揮するためセットアップが容易に行える特徴がありま
す。軽量・コンパクトなため携行しやすく、旅の移動手段として、または湖や
河川でのレクリエーションとして、あらゆるフィールドで使用していただくことが
できます。

ローグは、
米メンズライフスタイルマ
ガジン『 MEN'S JOURNAL』による
「GEAR of the YEAR 2018」を受
賞しています。

ココペリ
パックラフト
ラインナップ

XPD

リーコン

エクスペディション
#1843039 税抜き価格 ¥118,000（+税）

#1843040

Recon

税抜き価格

¥140,000（+税）

シンプルな構造で軽量・コンパクト性を高め、静水や穏やかな流れの川で扱いやすいモデ
ルです。船体布はラフトボートなどに使われる丈夫な素材を使用しています。

艇内に浸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、川下りに適したモデル
です。船体布はラフトボートなどに使われる丈夫な素材を使用しています。

⃝全長：215cm ⃝最大幅：94cm ⃝重量：5.9kg（本体のみ）
⃝素材：塩化ビニル ⃝最大積載量：136kg ⃝気圧：本体:3.0psi/フロア:1.5psi
⃝収納サイズ：縦63×横21cm ⃝カラー：ファイヤーレッド（FRD）
⃝付属品：シート、ハンドポンプ、コンプレッションストラップ、リペアキット

⃝全長：229cm ⃝最大幅：94cm ⃝重量：8.2kg（本体のみ）
⃝素材：塩化ビニル ⃝最大積載量：136kg ⃝気圧：本体:3.0psi/フロア:1.5psi
⃝収納サイズ：縦76cm×横30cm ⃝カラー：アクアブルー（ABL）
⃝付属品：フロア、ハンドポンプ、シートバック、コンプレッションストラップ、リペアキット

全長215cm

ローグ

#1843037

トウェイン

Rogue
税抜き価格

全長229cm

#1843034

¥158,000（+税）

Twain

税抜き価格

¥168,000（+税）

スプレーデッキを装備し、スプレースカートの装着が可能です。
オープンタイプに比べ、流水に対応したモデルとなっています。

ココペリパックラフト初のタンデムモデルで、6㎏という軽さを誇ります。
直進性を確保するために、ボトムには付属のフィンが装着可能です。

⃝全長：229cm ⃝最大幅：94cm ⃝重量：3.4kg（本体のみ）
⃝素材：塩化ビニル（側壁部）210デニール ナイロン（底部）210デニール ナイロン（ケブラー補強）
⃝最大積載量：136kg（1人乗り） ⃝気圧：本体:1.5psi/フロア:1.5psi
⃝収納サイズ：縦30×直径20cm ⃝カラー：イエロー（YL）
⃝付属品：シート、スプレーデッキ、スプレースカート、インフレーションバック、インフレーションチューブ、
コンプレッションストラップ、リペアキット

⃝全長：372cm ⃝最大幅：94cm ⃝総重量：6.1kg
⃝最大積載量：292kg（2人乗り） ⃝気圧：本体:1.5psi/フロア:1.5psi
⃝収納サイズ：縦50×横35cm
⃝付属品：シート、フィン、インフレーションバック、インフレーションチューブ、リペアキット

全長229cm

注意

全長372cm

＊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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インフレータブル・カヤック

スター
空気で膨らませる高性能カヤック
STAR は、1993 年から川下り用のラフトボートの製造を行っており、品
質とコストパフォーマンスの高さに定評があるブランドです。2017 年に
米国 NRS 社の傘下に入り、ラインアップが充実、そして今に至ります。
2019 年より展開される製品は、高い性能とコストパフォーマンスに優れ、
ホワイトウォーターのダウンリバーから静水でのレジャーまで、ユーザーを
満足させてくれるでしょう。

スター
ラインアップ

バイパー
#1843080

イエロー（YL）

Viper

税抜き価格

¥145,000（+税）

ハードなホワイトウォーターカヤッキングに対応できる、インフレータブ
ルカヤックです。強いロッカーと、フットブレイス、背もたれを兼ねた浮
力体のおかげで、落差がある流れにも負けない、高い突破力を持ちます。
⃝全長：290cm ⃝最大幅：91cm ⃝本体重量：15kg
⃝素材：塩化ビニル ⃝気圧：
（フロア）8PSI （フローテションバッグ）3PSI
⃝カラー：イエロー（YL）
⃝付属品：サイストラップ、収納バッグ、ポンプ、リペアキット

全長290cm

バイパーは
「2020 PADDLESPORTS
PRODUCT OF THE YEAR」で受賞して
います。

レイブン２
#1843081

Raven2

税抜き価格

ブルー（BL）

¥125,000（+税）

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。高剛性なフロ
アを採用し、前後のロッカーと相まって急流での高いコントロール性能を
発揮します。艇内に浸入した水は、フロアに設けられたセルフベイラーか
ら速やかに排出され、激しい波の中でもコントロール性を保ちます。
⃝全長：371cm ⃝最大幅：96.5cm ⃝本体重量：19.5kg
⃝素材：
（側壁部）1000デニールPVC （底部）
ドロップステッチ
⃝最大積載量：200kg ⃝気圧：
（フロア）8PSI （サイドチューブ）3PSI
⃝カラー：ブルー（BL）
⃝付属品：収納バッグ、ポンプ、リペアキット

パラゴン タンデム
#1843082

税抜き価格

全長371cm

Paragon Tandem

¥145,000（+税）

レッド
（RD）

穏やかな流れから静水域でのダウンリバーを想定したインフレータブルカ
ヤックです。高い安定性を持ち、ポリエチレン製のタンデムカヤックに匹
敵する剛性を誇ります。ボトム前後に設けられたキールとフィンにより、
高い直進性を確保しています。
⃝全長：457cm ⃝最大幅：91.5cm ⃝本体重量：25kg
⃝素材：
（側壁部）1000デニールPVC （底部）
ドロップステッチ
⃝最大積載量：200kg ⃝気圧：
（フロア）8PSI（サイドチューブ）3PSI
⃝カラー：レッド（RD）
⃝付属品：収納バッグ、フィンセット、リペアキット

目的に応じて交換できる
2種 類のフィンが付属し
ます。

全長457cm

キール
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Inflatable Kayak

ライバル
#1843083

ライム（LIME）

Rival

税抜き価格

¥145,000（+税）

インフレータブルの本格シットオントップカヤックです。ハードなフロアと高い
安定性により、立っても座っても安心して釣りが楽しめます。快適なシート、ス
コッティのフィッシングパーツ用アタッチメント（専用取付ボルト付属）を標準
装備しています。
⃝全長：381cm ⃝最大幅：97cm ⃝本体重量：14kg
⃝素材：塩化ビニル、シート：アルミニウム合金、ポリエステル
⃝気圧：
（フロア）8PSI （サイドチューブ）3PSI ⃝カラー：ライム（LIME）
⃝付属品：シート、フィン、ポンプ、リペアキット、収納バッグ
全長381cm

「2020 フィッシングカヤック」パンフレットや
モンベル・ウェブサイトには、
フィッシングカヤッ
クの他に Scotty マウントに対応するフィッシ
ングアクセサリーなども掲載しております。
あわせてご覧ください。

アクアグライド
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熱を捧げ
る人々の手により製品開発を行ってきました。生み出された数々の商品は数
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しました。同社のカヤックは、フィールドテストを重
ねて作り上げたデザインを最新の加工技術で形にし、かつてない高さのパ
フォーマンスをもつ製品になります。ライフスタイルにマッチし、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
ラインアップ

チヌーク 120
#1843057

税抜き価格

Chinook 120

¥88,000（+税）

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
は手荷物のバックを保持できるバンジーコードを装備しています。汎用性の高
いインフレータブルカヤックで、静水や穏やかな流れで水上散歩が楽しめます。
※チヌークに採用しているボストンバルブは、構造上、デフレート（吸引）機能
のあるポンプのデフレート機能は使用できません。
⃝全長：366cm ⃝最大幅：104cm ⃝本体重量：13kg
⃝素材：600デニール・リップストップ・ポリエステル、塩化ビニル
⃝最大積載量：227kg ⃝気圧：
（フロア）1PSI （サイドチューブ）2PSI
⃝付属品：収納バッグ、シート、フィン

全長366cm

アクセサリー
ダブルアクションポンプ ゲージ付き
#1858003

税抜き価格

¥3,000（+税）

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。
空気圧を確認できるゲージ付き。
⃝最大注入圧力：15psi

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、
C7 バルブ、D7 バルブ、ボストンバルブに対応。
※ボストンバルブは、構造上、デフレート（吸引）
機能が使用できません。

サイストラップ
#1855999

税抜き価格

¥7,000（+税）

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。

⃝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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ツーリング用パドル
ユーコンパドル カーボン
#2351112

税抜き価格

２

¥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

ユーコンパドル カーボン 4ピース
#2351117

税抜き価格

４

¥33,000（+税）

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。

ブラック
（BK）

【カラー】
ブラック（BK）【サイズ】220cm、230cm 【平均重量】840g
【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

ユーコンパドル グラス
#2351116

税抜き価格

¥7,800（+税）

２

しなやかで軽量なファイバーグラスのシャフト、キズに強い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。

ホワイト
（WT）

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

レックパドル 2 ピース
#2351009

税抜き価格

¥5,000（+税）

ブルー
（BL）

２

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。

ブラック
（BK）

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

ライフジャケット
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。

#1127566

サンフラワー
（SUF）

￥11,500

税抜き価格

（+税）

【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】

リバーランナー

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

￥8,400（+税）

税抜き価格

【サイズ】S(72 〜 84㎝ )、M(84 〜 96㎝ )
L(96 〜113㎝ ) (胸囲表示)
【重量】740g
【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

コバルト
ブルー
（CBL）

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。
背面
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
ライトは付属しません。

アクアファン

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。

#1127562

￥6,400（+税）

税抜き価格

【サイズ】S/M（72 ～ 92㎝）
、L/XL（92 ～113㎝）(胸囲表示)
【重量】670g 【浮力】7.5kg（S/Mサイズ）
■
【素材】 210デニール・ナイロン・オックス
■ 浮力体：NBR
パーシモン
（PRSI）

サンセットオレンジ
（SSOG）

ライトシルバー
（LTSV）

コバルト
ブルー
（CBL）

マーメイド〈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。

#1127387

税抜き価格

¥7,200（+税）

【重量】645g 【浮力】7.0kg（S/Mサイズ）
■ 表地：210デニール・ナイロン・オックス
【素材】
■ 浮力体：NBR

レッド
（RD）

女性用

レッド
（RD）

日焼け止めなどを入れる
ポケット付き。

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。

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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