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レクリエーショナル
カヤック & カヌー
RECREATIONAL
KAYAK & CANOE
大人から子どもまで誰でも気軽に水上散歩を楽しめるレクリエーショナルカヤックや、
トラディショナルなスタイルが魅力のカナディアンカヌーなど、さまざまな艇を取り揃えています。

レクリエーショナルカヤック

カナディアンカヌー

初心者にも安心の安定性を持ち、操作も容易で、

オープンデッキと呼ばれる覆いの無い

友人や家族と手軽に水上散歩を楽しめます。

大きな船体を、シングルブレードで操る

快適なシート、適度な積載力を生かして、１泊程度

ゆったりとしたスタイルです。クーラーボックスやテントなどを満載

のキャンプツーリングも可能です。

して、キャンプツーリングを楽しめるのも魅力です。

※装備例

レクリエーショナルカヤック ＆ カヌーを楽しむなら
●

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。
カナディアンカヌーは、シングルブレードパドルを使用します。

●

ライフジャケットは、必ず着用して下さい。ツーリングが目的であれば、小物を収納できる
ポケット付きが便利です。

●

ウエアは気温や水温に応じて選択します。シーズンを通して紫外線対策は必須で、帽子や
サングラスなどの小物が効果的です。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。

●

シット・イン・カヤック、カナディアンカヌーには浮力体を装着しましょう。艇内に浸入した
水を排水するビルジポンプ、パドルの流失を防ぐパドルリーシュなどのセイフティギアは
必携です。海や湖で岸辺から離れる場合は、転覆に備えパドルフロートを携行します。

パドル
ハット

ライフジャケット
クロージング

フットウエア

レクリエーショナルカヤック

乗ったその時から、心躍る水上散歩が楽しめる
レクリエーショナルカヤック

シット・オン・トップ・カヤック

レクリエーショナル
カヤック
ラインアップ

シット・イン・カヤック

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
しても沈みにくいです。視界が高く広々とした湖や海での使用に適しています。

腰から下がコックピットに収まる形で乗り込むタイプのカヤックです。 重心が
低く、非常に安定した乗り心地で水上散歩が楽しめます。

シット・オン・トップ・カヤック
トライブシリーズ共通機能
トライブ 9.5
#1845580

税抜き価格

人気のトライブシリーズがモデルチェンジ。パイプフレームの背もたれが装備され、
さらに快適な座り心地を
実現しました。
ニューモデル同士のみならず旧モデルとのスタッキングも可能で、
収納スペースも最小限。
「フィッシングカヤック パンフレット」掲載の
「RAM ソロマウント 1.5」を装着可能です。

トライブ 11.5

Tribe 9.5

¥79,000（+税）

#1845581

税抜き価格

Tribe 11.5

¥89,000（+税）

トライブシリーズで最もコンパクトな船体は、車載や取り回しが容易です。
十分な安定性、直進性を備え、水上でのレジャーのみならず、淡水や近海でのフィッシング
のベース艇としても人気です。

軽量かつ速度が出る船体形状で、積載力を活かしてお子様や愛犬との水上散歩や速度を活
かしてツーリング、12ftモデルに迫るスペースを活かしたフィッシングのベース艇として楽し
むなど、汎用性が高いモデルです。

⃝全長：287cm ⃝最大幅：80cm ⃝高さ：32cm
⃝総重量：22kg ⃝最大積載量：135kg ⃝材質：リニアポリエチレン

⃝全長：348cm ⃝最大幅：77cm ⃝高さ：41cm
⃝総重量：24kg ⃝最大積載量：158kg ⃝材質：リニアポリエチレン

⃝カラー

⃝カラー

デジャブ
（DJV）

サルサ
（SALSA）

RAM ソロマウント1.5を
装着可能

デジャブ
（DJV）

RAM ソロマウント1.5を
装着可能

サルサ
（SALSA）

サルサ
（SALSA）

デジャブ
（DJV）

全長348cm

全長287cm

スキッドプレート

トライブ 13.5
#1845582

税抜き価格

スキッドプレート

RAM ソロマウント1.5を
装着可能

Tribe 13.5

サンセット
（SUNST）

¥99,000（+税）

トライブシリーズの機能はそのままに、２人乗りが楽しめるモデル。穏やかな流れなら
川下りも対応と汎用性も高く、家族や仲間との遊びの幅が広がる楽しいカヤックです。
⃝全長：409cm ⃝最大幅：86cm ⃝高さ：43cm
⃝総重量：30kg ⃝最大積載量：225kg
⃝材質：リニアポリエチレン

⃝カラー

全長409cm

デジャブ
（DJV）

サンセット
（SUNST）

アクセサリー

スタンダード
シットオントップシート
#1855981

税抜き価格

¥5,900（+税）

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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スキッドプレート

キッズシート
#1855958

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用できます。
⃝カラー：ブラック(BK)

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。

シット・オン・トップ・カヤック
ハイライフ 11.0
#1845567

税抜き価格

ハイファイブ

Hi Life 11.0

¥115,000（+税）

#1845583

カヤックとしてもスタンドアップパドルボードとしても使える１艇です。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を装備し、スタンドアップパドルボードとして立って漕ぐ際
にも十分な安定性を兼ね備えています。
⃝全長：335cm ⃝最大幅：86cm ⃝高さ：30cm ⃝総重量：25kg
⃝最大積載量：129kg ⃝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

Hi-Five

¥39,000（+税）

Kid's

「ハイライフ 11.0」のキッズモデルです。フラットで高さが低く、水に飛び込んだり、再乗艇がし
やすい特徴が継承され、水遊びのお供に最適です。子供用パドルが付属します。
⃝全長：198cm ⃝最大幅：61cm ⃝総重量：11kg ⃝最大積載量：50kg ⃝材質：リニアポリエチレン

⃝カラー
サンセット
（SUNST）

⃝カラー
デジャブ
（DJV）

税抜き価格

デジャブ
（DJV）
サンセット
（SUNST）

全長198cm

全長335cm

シット・イン・カヤック
サウンド 9.5
#1845690

税抜き価格

RAM ソロマウント1.5を
装着可能

Sound 9.5

¥69,000（+税）

グラスホッパー
（GHPPR）

カヤック底部のトライキールにより、直進性に優れ、風に流されにくくなっています。後部トランクや
ロッドホルダーを装備した、フィッシンングにも対応できる多用途カヤックです。
「フィッシングカヤック パンフレット」掲載の「RAM ソロマウント 1.5」を装着可能です。
⃝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
⃝カラー
ダッパー
（DAPPR）

ドリフト
#1845693

グラスホッパー
（GHPPR）

モスカモ
（MCAMO）

ザイディコ 9.0

Drift 9.5

税抜き価格

¥62,000（+税）

#1843716

安定性・耐久性の高いコストパフォーマンスに優れたリジッドカヤックです。緩やかな川や湖、
穏やかな沿岸でのレクリエーションに最適です。
「フィッシングカヤック パンフレット」掲載の
「RAM ソロマウント 1.5」を装着可能です。
⃝全長：290cm ⃝最大幅：72cm ⃝高さ：28cm ⃝コックピットサイズ（縦×横）
：141cm×58cm
⃝総重量：18kg ⃝最大積載量：135kg ⃝材質：リニアポリエチレン
⃝カラー

税抜き価格

⃝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
レッド
（RD）

サンセット
（SUNST）

レッド
（RD）

全長290cm

INTRIGUE 10ʼ2
#1842501

税抜き価格

全長276cm

プロデジーXS

イントリギュー 10ʼ2

¥168,000（+税）

#1845682

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十分な量の荷物が入り、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。
⃝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
パドルレスキュー用テープ

⃝カラー
ホワイト
（WT）

Zydeco 9.0

¥78,000（+税）

湖や川のトロ場など静水域での安定性と、多少の流水域でも対応するコントロール性能を持
ち合わせます。初めての方でも快適に楽しむことのできるモデルです。

RAM ソロマウント1.5を
装着可能

サンセット
（SUNST）

デジャブ
（DJV）

モスカモ
（MCAMO）

全長290cm

税抜き価格

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：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：リニアポリエチレン
⃝カラー
デジャブ
（DJV）

ファンカデリック
（FKDLC）

ホワイト
（WT）

全長310cm

ファンカデリック
（FKDLC）

全長305cm

シーフレームボトムで 水中
の様子を眺めることが可能
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Recreation Kayak / Paddles

シット・イン・カヤック
クリアビュー ソロ
#1842201

税抜き価格

クリアビュー タンデム

Clear View Solo

¥98,000（+税）

#1842202

税抜き価格

Clear View Tandem

¥148,000（+税）

ポリカーボネート製のコックピットは透明になっており、水中を眺めながら楽しむ
ことができます。シートが1つ付属します。コックピットは交換可能です。

クリアビュー ソロのタンデム（2人乗り）モデル。シートが2つ付属します。コックピットは
交換可能です。

⃝全長：279cm ⃝最大幅：74cm ⃝高さ：27.5cm ⃝総重量：23.8kg
⃝最大積載量：120kg ⃝材質：本体：リニアポリエチレン 底部：ポリカーボネート
⃝カラー：オーシャン(OCEAN)、イエロー /レッド(YL/RD)

⃝全長：397cm ⃝最大幅：74cm ⃝高さ：33.5cm ⃝総重量：39.6kg ⃝最大積載量：230kg
⃝材質：本体：リニアポリエチレン 底部：ポリカーボネート
⃝カラー：オーシャン(OCEAN)、イエロー /レッド(YL/RD)

⃝カラー

⃝カラー
オーシャン
（OCEAN）

イエロー / レッド
（YL/RD）

オーシャン
（OCEAN）

オーシャン
（OCEAN）

シーフレームボトムで 水
中を眺めることが可能

スキッドプレート

コヴⅡ14.5 タンデム
税抜き価格

イエロー / レッド
（YL/RD）

全長397cm

全長279cm

#1845687

イエロー / レッド
（YL/RD）

スキッドプレート

Cove Ⅱ 14.5T

¥129,000（+税）

サンセット
（SUNST）

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、直進安定
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、
大人と子ども、ペットと一緒になど、自由にセッティングできます。
⃝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）

全長442cm

⃝カラー
サンセット
（SUNST）

スキッドプレート
（運搬の際などに船底尾部が削れて穴が開くのを防ぐための樹脂製プレート。交換可能。）

レクリエーショナルカヤック用 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 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。
⃝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）

ホワイト
（WT）

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。
⃝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

シーパッセージ・アルミ・テイクアパート・パドル
#1855068

税抜き価格

ブラック
（BK）

２

¥11,500（+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。

ブルー×ホワイト
（BL/WT）

⃝カラー：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
⃝ブレード角：0°
、60°
（左右両用） ⃝材質：ブレード＝グラス/ナイロン シャフト＝アルミニウム
レッド×イエロー
（RD/YL）

ドリフター・テイクアパート・アルミパドル
#1855076

税抜き価格

¥7,500（+税）

２

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。
⃝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
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カナディアン・カヌー
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

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

税抜き価格

¥178,000（+税）

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・ヘンリーがデザインしたカヌーです。辺境地の広大な湖や川での冒険
から、週末のファミリーユースにまで使える汎用性の高さを持ち合わせています。誰が乗っても安心できる安定性の良さを持ち、
酷使に耐えるようトリプルタフ（TT）素材で特別頑丈に作られています。さまざまな用途に使える、信頼できるカヌーです。
⃝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
⃝カラー
レッド
（ＲＤ）

レッド
（RD）

全長472cm

ビニールガンネル

カナディアン・
カヌー

フローテーション

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。 ※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。

60’3D エンドバッグビニール
#1855808

税抜き価格

¥10,500（+税）

⃝サイズ：140cm×81cm ⃝カラー：シルバー（SV)

54’3D エンドバッグビニール
#1855809

税抜き価格

¥10,000（+税）

シルバー
（SV)
写真は
60’モデル

⃝サイズ：122cm×81cm ⃝カラー：シルバー（SV)

48’3D エンドバッグビニール
#1855810

税抜き価格

¥9,500（+税）

30’3D エンドバッグビニール
#1855811

税抜き価格

¥7,500（+税）

⃝素材：ビニール ⃝サイズ：76cm×74cm
⃝カラー：シルバー（SV）

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）

シルバー
（SV)

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

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。
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）

カナディアンカヌー パドル
レックシングルパドル
#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。
⃝カラー：ホワイト/ロイヤルブルー（WT/RB） ⃝サイズ：137、144、152cm

チェリーウッド 1PCS
#1858903

税抜き価格

¥14,000（+税）

1枚物のチェリー材から削り出された、トラディショナルなスタイルのパドルです。1ピースならで
はのしなりを活かして漕ぐことで、体に負担をかけず快適に漕ぐことができます。経年によるチェ
リー材の色合いの変化も魅力です。
⃝サイズ：57’’（144cm）
、60’’（152cm）

アッシュ / チェリー
#1858902

税抜き価格

¥12,500（+税）

強度の高いアッシュと、適度な硬さのチェリー材を使用した1本です。薄く仕上げられたブレー
ドは流水でのコントロール性能に優れます。経年によるチェリー材の色合いの変化も楽しめま
す。先端には樹脂の保護チップが付いています。
⃝サイズ：54’’（137cm）
、57’’（144cm）
、60’’（152cm）

スプルース / アッシュ
#1858901

税抜き価格

¥7,000（+税）

軽量なスプルースと、強度の高いアッシュ材を使用した、コストパフォーマンスに優れた1本です。
先端には樹脂の保護チップが付いており、川底を突いたときに破損しにくくなっています。
⃝サイズ：54’’（137cm）
、57’’（144cm）
、60’’（152cm）
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Kid's Paddles / Life Jacket

子ども用パドル
レックパドル Kid's
#2351115

税抜き価格

¥3,200（+税）

２

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、ドロップリングの色を変えてあります。
⃝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°

アスペン Kid's
#1858904

税抜き価格

¥3,500（+税）

軽量なアスペン材を使用した、最初の1本に最適な子供用のパドルです。カナディアンカヌーのみならず、
カヤックに乗るお子さまにもおすすめです。
⃝サイズ：36’’（91cm）
、44’’（111cm）

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

￥11,500（+税）

税抜き価格

【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】

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

サンフラワー
（SUF）

￥6,400（＋税）

税抜き価格

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

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。

コバルト
ブルー
（CBL）

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。

ライトシルバー
（LTSV）

パーシモン
（PRSI）

フリーダム

マーメイド〈女性用〉

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

￥6,800（＋税）

税抜き価格

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。

フレッシュ
グリーン
（FRGN）

【サイズ】
フリー（72 ～113cm）
（胸囲表示）【重量】780g
■210デニール・ナイロン・オックス
【浮力】8.0kg 【素材】
■ 浮力体：NBR

レッド
（RD）

#1127387

税抜き価格

¥7,200（+税）

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

幅広いサイズに対応
フリーダム 機能

女性用

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。

サンセット
オレンジ
(SSOG)

日焼け止めなどを入れる
ポケット付き。

シアンブルー
（CNBL）

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/

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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