2020

シーカヤック
SEA KAYAK

シーカヤックは細く長い形状をしており、高い速度性能と直進性、十分な量のキャンプ用品などを収納できる荷室、進路保持を補助する
装置を備えています。海や湖・大河などの長い距離を速く効率よく進むことができ、ショートツーリングに適したモデルとロングツーリング
に対応するモデルがあります。

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。

ボリアルデザイン
最高の品質と職人技術によって製造され、入り江での日帰り旅や、
離島への一ヶ月に及ぶ遠征が快適に行なわれるよう、25 年以上に
わたりシーカヤックデザインの限界に挑み続けています。

シーカヤックを楽しむなら
● パドルは軽量で漕ぎやすいものが適しています。風の向きや強さに合わせて左右のブレードの角度

を調節できるものがおすすめです。
GPS などの小物を収納できる
ポケット付きが適しています。ロングツーリングには、緊急用のナイフやライトを装着できるものが
おすすめです。

※装備例
パドル
ハット

● ライフジャケットは必ず着用してください。動きやすく、行動食や

● 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。
● スプレースカートは、穏やかな湾内や湖のショートツーリングを除き、波しぶきを受ける可能性を

クロージング
ライフジャケット

※中に着用しています

スプレースカート

考え、装着しておくべき装備です。
● 周囲に自身の存在を知らせるフラッグ、転覆時の再乗艇に使用するパドルフロート、排水に使用す

るポンプなどのセイフティギアは必ず携行しましょう。ホイッスルやライトも自身の存在を知らせる
ために有効な装備です。

フットウエア

シーカヤック

シーカヤックの特徴
不沈構造

スターンハッチ

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、転覆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。※ハッチは完全防水ではありません。

OFF

バウハッチ
荷室

荷室

ラダー・スケグなどの「舵」を装備
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）が装着されています。 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、スケグを装着して直進性の確保を行います。

隔壁（バルクヘッド）

ラダー装着艇

スケグ装着艇
OFF

ON

ON

日帰りツーリングやキャンプ、用途に合わせたモデル選び
ショートツーリング

ロングツーリング

日帰りから１泊程度の行動範囲でツーリ

より長距離を長期間ツーリングできるよ

ングを楽しむために、比較的短い全長で

うに、高いスピード性能と大きな積載量

取り回しを重視してデザインされていま

を備えています。長い艇身により直進性

す。 多くの荷物を積まない方へおすす

と巡航速度が高く、効率よく長距離を進

めです。

むことができます。

1 人乗り
エッジ 14.5 ラダー

ショートツーリング

Edge 14.5 Rudder
#1842511 税抜き価格 ¥115,000（+税）

パドルレスキュー用テープ

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モデルです。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。

レッド
（RD）

⃝全長：443cm ⃝最大幅：55cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：93cm×50cm
⃝総重量：24.6kg ⃝最大積載量：147kg
⃝材質：HDPE ⃝ラダーつき
⃝カラー
レッド
（RD）

全長443cm

イエロー
（YL）

ブリタニー 16.5 ラダー

ロングツーリング

Brittany 16.5 Rudder
#1842512 税抜き価格 ¥135,000（+税）

パドルレスキュー用テープ

２ 泊以上のロングツーリングに対応できる、本格ツーリングモデルです。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。

イエロー
（YL）

⃝全長：482cm ⃝最大幅：55cm
⃝コックピットサイズ（縦×横）
：80cm×47cm
⃝総重量：26kg ⃝最大積載量：159kg
⃝材質：HDPE ⃝ラダー・スケグつき
全長482cm

⃝カラー
レッド
（RD）

ご注意ください
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イエロー
（YL）

シーカヤックは、ある程度の荷物を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モデル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、
ご自身の技量面も考慮の上、
艇をお
選びください。

シーカヤック
ラインアップ

Sea Kayak

1 人乗り
ストーム 16 ラダー

ロングツーリング

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

パドルレスキュー用テープ

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モデル
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、高速巡航性能にも貢献
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。

イエロー
（YL）

⃝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
⃝カラー

全長487cm
イエロー
（YL）

「2020 フォールディング&インフレータブルカヤック パンフレット」には、コンパクトで携行性に優れる
組み立て式カヤックなど、ツーリングに適したモデルも掲載しています。合わせてご覧ください。

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

ホワイト
（WT）

２

¥7,800（+税）

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。

ブルー
（BL）

【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

エクセプション スーパーライト
#1852712

税抜き価格

２

¥42,900（+税）

【サイズ】220cm 【材質】シャフト=カーボン ブレード=ウレタンフォームコアカーボン

エクセプション スタンダード
#1852714

税抜き価格

２

¥38,000（+税）

【サイズ】220、230cm
【材質】シャフト=カーボン/アラミド/ファイバーグラス ブレード=ウレタンフォームコアファイバーグラス

浮力のあるブレード、人間工学に基づいて設計されたベントシャフト、そして軽量性が
長時間のパドリングで効果を発揮します。フルカーボンのスーパーライトと、シャフトがグラ
ス（アラミド補強）のスタンダードがあります。
【平均重量】スーパーライト=794g、スタンダード=851g
【ブレード面積】602cm2 【ブレード角】0°
〜 360°

セイフティ
パドルフロート
#1852805

税抜き価格

※セイフティギアはフィールドへ出る前に安全な場所で使用する練習を行ってください。

¥9,200（+税）

インフレータブルタイプ

クロスリバー

マイクロセルパドルフロート
#1852053

税抜き価格

フォームタイプ

¥4,200（+税）

#1895016

インフレータブルタイプ

転覆し、再乗艇を行う際に使用するレスキューギアです。インフレータブル

税抜き価格

¥5,800（+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。
【カラー】
ブラック（BK）

タイプは、コンパクトに収納できるため、持ち運びが容易で、カヤックの上
でスペースを必要としません。フォームタイプは、カヤックに積む際のスペー

※鞘付き

スは必要ですが、取り出せばすぐに使用でき、故障のリスクが低いことがメ
リットです。

フォームタイプ
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セイフティ

ライフジャケット
ビッグウェイブ

Big Wave

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】
サンフラワー
（SUF）
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。

リバーランナー

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

￥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）

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

セイフティ

サンセットオレンジ
（SSOG）

ライトシルバー
（LTSV）

ライトは付属しません。

※セイフティギアはフィールドへ出る前に安全な場所で使用する練習を行ってください。

シートウイングライン

レスキューベルト

Sea Towing Line

#1127537

税抜き価格

Rescue Belt

「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。

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比重が軽いため水に浮きます。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。

#1127510

税抜き価格

¥2,100（+税）

【サイズ】
幅38㎜×長さ140㎝
【重量】120g

¥5,900（+税）

【サイズ】
高さ11×幅19×奥行き5㎝（ケース）
幅20㎜×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

ハイボリュームシーカヤックポンプ
#1855882

税抜き価格

ビルジポンプ

¥2,800（+税）

#1852846

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。
【長さ】40㎝ 【カラー】
ブルー（BL）

チャートケース S・M

税抜き価格

Chart Case S, M

M

¥1,905（+税）

【サイズ】31×26㎝（内寸）
※取り付け幅36~60㎝
【重量】190g

Ｍ #1127248

税抜き価格

¥2,800（+税）

【長さ】51.44㎝ 【カラー】
ライム（LIME）

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。

Ｓ #1127247

税抜き価格

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。

Ｓ
※水中での完全な防水効果を
持つものではありません。

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。
【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㎝
【重量】218g 【収納サイズ】
φ12×56㎝
【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

¥2,096（+税）

【サイズ】38×34㎝（内寸）
※取り付け幅44~70㎝
【重量】290g

オンデッキ シーフラッグ

※小物類は
イメージです。

#1127439

￥4,800（+税）

税抜き価格

アルフェックなどのシットインカヤックのデッキ上に

オレンジ
（OG）

取り付けられるベースが付属します。

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。

モンベル・アウトドア・チャレンジ

取り付け例

収納時

詳しくはこちら
モンベル カヤック

https://www.montbell.jp/

WEBでイベントの詳細やご確認、
ご予約もOK

日本全国で各種アウトドアイベントを開催しており、カヌー・カヤックの体験会や
スクールなど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。

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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