2022

シーカヤック
SEA KAYAK

日帰りツーリングからキャンプまで楽しめるシーカヤック
シーカヤックの特徴
巡航速度に優れた船体

シーカヤックは広大な海を漕ぐために作られており、最大の特徴である
細く長い艇身は、高い直進性と速度性能を発揮します。耐風性能や波切
性能も高く、長い距離でのパドリングでも疲労を最小限に抑え、スピー
ディーに効率よく進むことができます。

積載力に優れるシーカヤック

コックピットの前後にある大きな荷室は、テントやシュラフ
など大型の荷物が出し入れ可能なハッチを備えています。
艇によって積載量が異なりますが、容量の小さいショート
ツーリングモデルでも１泊２日程度の荷物を
余裕をもって搭載できます。

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。
● 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

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。

多数の商品
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。

● 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

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。
安全に楽しむために海上保安庁のホームページもご覧ください。

詳しくはこちら
モンベル カヤック

https://www.montbell.jp/

シーカヤック

シーカヤック

特徴・機能
不沈構造

ラダー・スケグなどの「舵」を装備

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

航 行 性 能を上げるため、シーカヤックの 船 尾には、手 元や 足 元 の 操 作で

（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

O N / O F F 可 能 な ラダ ー（ 舵 ）や スケグ（フィン）が 装 着 されて います。

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

ラダ ー は 直 進 性 の 高 い 艇 の 潮 流や 風 などに対 する方 向 性 などのコント

ています。※ハッチは完全防水ではありません。

ロール性能を確保するために装着され、スケグは比較的運動性の高い艇の
直進性を確保するために装着されています。

隔壁（バルクヘッド）
スターンハッチ

OFF

バウハッチ

スケグ装着艇
OFF

荷室

荷室

ラダー装着艇

ON

ON

エッジ 14.5 ラダー
Edge 14.5 Rudder

#1842511 ¥137,500（内税10%）

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。標準装備のラダーにより、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。

パドルレスキュー用テープ

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】26.4kg 【最大積載量】147kg
【材質】HDPE（高密度ポリエチレン） ⃝ラダーつき
【カラー】
レッド
（RD）

サンセット
（SUNST）

全長443cm

イエロー
（YL）

商品詳細

ラダー

ブリタニー 16.5 ラダー
Brittany 16.5 Rudder
#1842512 ¥159,500（内税10%）

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】28kg 【最大積載量】159kg
【材質】HDPE（高密度ポリエチレン） ⃝ラダー・スケグつき
全長482cm

【カラー】
レッド
（RD）

サンセット
（SUNST）

イエロー
（YL）

商品詳細

ラダー

スケグ

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。空荷で乗る場合や、ロングツーリングモデルに日帰り程度の荷物しか積まない
場合には、艇が浮きすぎて不安定感を感じる場合があります。お選びの際には、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。

「2022 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、フォールディングタイプのシーカヤック
「エルズミア」シリーズをはじめ、ツーリングに適したモデルを掲載しています。

スプレースカート
サイクロンスプレースカート
#1852055 ¥9,790（内税10%）

ナイロン製のスカートながらデッキ部分のフォーム材により、水がたまりにくくなっています。ウエスト部分は調節可能なネオ
プレン製でズレにくく、浸水を最小限に抑えます。メッシュポケットを備えており、小物を収納することが可能です。反射素材
を使用しており、夜間航行などで視認性を高めてくれます。後方のゴムコードでカヤックに合わせたサイズ調整が可能です。
ブリタニー 16.5にはMサイズ、エッジ 14.5にはXLサイズが適合します。
【ウエストサイズ】
フリーサイズ 【重量】500g
【素材】400デニールナイロン（PUコーティング）
【コックピットサイズ】M(80×45cm)、XL(89×49cm)
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商品詳細

シーカヤック
ラインアップ

Sea Kayak

イプシロン P100
Epsilon P100

#1842514 ¥203,500（内税10%）

荷物の少ない状態では機敏な運動性能を発揮し、十分に荷物を載せた状態では
直進性･安定性を高い次元で発揮するポリエチレン製シーカヤックのハイグレード
モデルです。バウは波に対して浮力を発揮しやすいようデザインされ、ラダー
使用時にもしっかり踏ん張れるフットブレイスを採用しており、ラフコンディション
でもカヤックをしっかりとコントロールできます。表面仕上げもハイレベルに
仕上げられており、水面を滑るように進みます。

サンセット
（SUNST）

【全長】500cm 【最大幅】57.2cm
【コックピットサイズ（縦×横）
】80×39.5cm
【総重量】30.65kg 【最大積載量】109kg
【材質】HDPE（高密度ポリエチレン） ⃝ラダーつき

全長500cm

【カラー】
サンセット
（SUNST）

商品詳細

パドル
オーシャンパドル カーボン 2 ピース
#2351122 ¥35,200（内税10%）

２

ユーコンパドル カーボンのナローブレードモデル。細身のブレードは少ない
抵抗で効率よく漕げて、風の影響を受けにくく、長時間のパドリングが必要な
場面に適しています。
【カラー】
ブラック（BK）【サイズ】220、230cm 【平均重量】675g
【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

ブラック
（BK）

商品詳細

２

#2351112 ¥35,200（内税10%）

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際にスムーズです。
【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

ブラック
（BK）

商品詳細

セイフティ
マイクロセルパドルフロート

レスキューラダー

転覆（沈）し、再乗 艇を行う際に使 用

転覆（沈）
した艇を起こし、再乗艇を補助するセルフレス
キューギアです。パドルフロートと併用して使用し、サイド
ハンドルを備えたシット・オン・トップ・カヤック、もしくは
シット・イン・タイプのカヤックやSUPなどに対応します。
再乗艇をより容易にする補助アイテムとして携行をおすす
めします。

#1127479 ¥1,760（内税10%）

#1852053 ¥5,280（内税10%）

する 発 泡 フォームタイプのパドルフ
ロートです。取り出せばすぐに使用で
きます。

商品詳細

オレンジ
（OGRD）
足 を 掛 け やすい
2箇所のステップ。

※カヤックの形状や装備によっては取り付けできない場合があり
ます。
※SUPに使用する場合はパドルフロートは不要です。
【重量】67g 【長さ】110㎝ 【収納サイズ】13×18㎝
【素材】
■テープ：ポリプロピレン
■スタッフバッグ：330デニール・バリスティック®ウルトラ
ナイロン・リップストップ［ウレタン・コーティング］

インフレータブルパドルフロート
#1852058 ¥3,300（内税10%）

転覆（沈）し、再乗 艇を行う際に空 気
を入れ膨らませてから使用するパドル
フロートです。コンパクトに収納でき、
持ち運びが容易です。

商品詳細
商品詳細

ビルジポンプ

シータートルカヤックコンパス

カヤックのコックピット内に浸入した水を排出するための手動式ポンプです。グリップ部分は
浮力体となっており、流出しても沈みません。回収時に目立つカラーリングです。

海のツーリングカヤックで、ナビゲーションに必要なデッキ
コンパスです。視認性に優れ、現在地や進行方向の確認が
容易です。

#1127488 ¥1,980（内税10%）

#1827025 ¥6,380（内税10%）

【サイズ】
長さ53cm 【重量】357g

オレンジ
（SSOG）

商品詳細

商品詳細

NEKO BLUNTナイフ

クロスリバー

ロープを切断しやすい波刃ブレードで、軽量コンパクトかつ薄型のため、ライフジャケットに装着
しても邪魔になりません。ベルトやライフジャケットに取付可能な鞘付きです。

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で、本体のトリガーを引くとロックが外れる鞘付きです。

#1856195 ¥5,830（内税10%）

#1895016 ¥6,380（内税10%）

【カラー】
ブラック（BK）

商品詳細

※鞘付き

商品詳細
※鞘付き
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クロージング
アリュートオーシャン アノラック〈男女兼用〉
シーカヤッカーの内田正洋氏のアイデアを生かしたカヤックツーリングのための
アウターシェルです。ライフジャケットの上から着用できるゆったりとしたサイズ感
なので、急な天候や気温の変化にもライフジャケットを脱がずに着用可能。独自の
防水透湿性素材を使用し、全ての縫い目にシームテープ処理を施すことで、優れた
防水性能を実現しています。パドリングの動きを妨げない立体裁断パターンや水の
浸入を防ぐ袖口など、カヤックツーリングに必要な機能を多数搭載。日帰りから
長期ツーリングまで、オールシーズンに対応します。

レッド
（RDBR）

両肘の外側にパドリ
ング中に排 水でき
る水抜き穴を装備。

ポケットと身頃の間はハン
ドウォーマー仕様です。

#1127448 ¥20,240（内税10%）

【サイズ】XS、S、M、L、XL
（男女兼用）【平均重量】425g
【素材】
ドライテック®3レイヤー［表：50デニール・ナイロン］
（手首）
クリマプレン®
［クロロプレンゴム］
【特長】
トライアクスルフード／デュアルフラップ＆レインガーター／
水の浸入を防ぐクリマプレン®を使用
（袖口）
／
マチ付きポケット2個
（胸）
／
アクアテクト®ジッパー
（ポケット）
／
ライトなどを反射して光るテープ
（肘）
／
ウエストと裾はドローコードで簡単に調節可能

フード は 視 界 を 確 保しつ
つ、細やかなフィット感の
調節が可能。

両肘部分に視認性
を高める反射して
光るテープ付き。

行動食や GPS を収納でき
る両 胸のマチ 付き 大 型ポ
ケット。それぞれキーループ
と水抜き穴を設けています。

商品詳細

袖口は 水の 浸 入を 防
ぐクリマプレン®とベ
ルクロでフィット感の
調 節 が 可 能。肌側 は
保水しにくいスキン仕
様です。

ライトグレー
（WTSM）

背面の左肩にライ
トホルダー付き。

ウエストと裾のフィット感は
ドローコードで調節可能。

背面

ライフジャケット
リバーランナープロ

川から海まで幅広いパドルスポーツで使用できるレスキュー機能を備えたライフジャケットです。
フロントオープンタイプで着脱しやすい仕様です。体の形に合わせてフォームを立体成型することで
優れたフィット感を実現。背面の生地を横方向に伸びる構造にすることでパドリング時のあらゆる
動きに追従し、非常に高い運動性としめつけ感の少ない着心地です。カウテール(別売)やシート
ウイングライン(別売)を装着するためのレスキューベルトやナイフホルダー、カラビナホルダーなど
レスキューに役立つ機能が充実。胸部分の2つの大型ポケットなど、収納力も優れています。

ブラック
（BK）

背面

レッド
（DRD)

#1127485 ¥16,500（内税10%）

【サイズ】S/M（74 ～ 92cm）
、L/X（92 ～113cm）
（胸囲）
【重量】1.015g 【浮力】7.5kg（S/Mサイズ）
■
【素材】 210デニール・ナイロン・リップストップ[ウレタン・コーティング]
■ 浮力体：NBR

セイフティ

商品詳細

※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

レスキューベルト付きの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。

#1127537 ¥6,490（内税10%）

【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
（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
【素材】

チャートケース S・M

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 ¥2,750（内税10%）

【サイズ】31×26㎝（内寸）
※取り付け幅36~60㎝
【重量】190g

M
商品詳細

Ｍ #1127248 ¥3,080（内税10%）

【サイズ】38×34㎝（内寸）
※取り付け幅44~70㎝
【重量】290g

Ｓ
商品詳細

※小物類は
イメージです。

レスキューベルト

「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。
商品詳細

#1127510 ¥2,640（内税10%）

商品詳細

【サイズ】
幅38㎜×長さ140㎝
【重量】120g

オンデッキ シーフラッグ

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。アルフェック®などのシットイン
カヤックのデッキ上に取り付けられるベースが付属します。

商品詳細

オレンジ
（OG）

#1127439 ¥5,280（内税10%）

【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

取り付け例

収納時

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