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スタンドアップ
パドルボード
SUP

スタンドアップパドルボード（SUP）はサーフボードよりも大きめの安定性の良いボードに立ち上がり
パドルで漕ぐスポーツです。
レクリエーション、ツーリング、波乗り、釣り、フィットネス、
ヨガなどさまざまな楽しみ方ができます。
空気で膨らませるインフレータブルモデルと、頑丈で取扱いが容易なリジットモデルをラインアップしています。

スタンドアップパドルボードを楽しむなら
● スタンドアップパドルボードは立って漕ぐため、シングルブレードの専用パドルを

使用します。
● ライフジャケットは必ず着用してください。

動きやすく、再乗艇しやすいものがおすすめです。
● 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。
● リーシュはボードと体を繋ぐもので、スタンドアップパドルボードで遊ぶ際の必需品です。

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。

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
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/

インフレータブル モデル

シュブ ルナ 10.4

Shubu Lunr 10.4
#1845817 ¥77,000（内税10%）

軽 量で折り畳むことが でき、
持ち運びが 容 易なインフレータブル のレクリエーション
用S U Pです。
十 分な安 定 性 があり、
初 心 者 の方 でも安心して乗っていただけます。
分
割式のパドルとリーシュが付属しており、
これからSUPを始める方に最 適です。
【全長】315cm 【最大幅】81.3cm 【厚さ】15cm
【本体重量】8kg 【適合体重】104kg 【気圧】15psi
【収納サイズ】91×41×20cm
【付属品】パドル、リーシュ、フィン、ポンプ

全長315cm

【カラー】
グレー／ブルー
（GY ／ BL）

商品詳細

※インフレータブル・ボードは経年劣化によりバルブ等の接着部分が破損する可能性がございます。 使用前にはしっかりとした点検ののちご使用ください。

リジット モデル

リップダイド 10.6

インフレータブル モデル

ローム 12.6

Shubu riptide 10.6

Roam 12.6
#1843062 ¥162,800（内税10%）

#1845814 ¥119,900（内税10%）

速 度性能が高く、
長距離ツーリングに適したインフレータブルS U Pです。
本
体重量は10㎏を下回る軽さに仕上げられており、
取り回しが良く、
付属の収
納バッグで軽快に持ち運びができます。
前後バンジーコードに加え、
ギアルー
プ、
Dリング、
スコッティのマウントベースを備え、
さまざまな装備や荷物を搭
載することができます。

非常に頑 丈 な素 材で作られたレクリエーション用S U P です。A B Sとポリ
カーボネートの複合素材は多少の衝撃では破損することがなく、
一般的なリ
ジッドタイプのSUPに比べ取扱いが容易です。
【全長】320cm 【最大幅】84cm 【厚さ】12cm
【本体重量】13kg 【適合体重】102kg 【付属品】フィン

商品詳細

【カラー】
ブルー／ホワイト／グレー
（B ／ W ／ G）

全長320cm

Dリング

SUP用パドル

シーランナー

１

#1855090 ¥35,750（内税10%）

カーボンを使用した軽量な高性能モデルです。使用者の身長や体型に合わせてシャフトをカッ
トして長さを調整し、グリップを取り付ける必要があります。
【サイズ】最長218cm 【平均重量】482ｇ 【ブレード面積】548cｍ²
【材質】ブレード：カーボン シャフト：カーボン

全長381cm

トレールウォーター
パック対応

スタンドアップパドルボード（SUP）を安全に楽しむために開発したライフジャケットです。川
や海での使用にも安心なカヤック用ライフジャケットと同等の浮力を備えながらも、前面の
フォームを薄く設計することで、再乗艇しやすくしています。背面には効果的な水分補給が可
能なトレールウォーターパック（別売・2.0Lまで対応）を装着できる専用のポケットを備えてい
ます。※トレールウォーターパックについては、
「2022 ギアカタログ」をご覧ください。

#1127452 ¥12,430（内税10%）

【サイズ】S/M（72 ～ 92㎝）
、
L/XL（92 ～113㎝）(胸囲)
【重量】805g
【浮力】7.5kg（S/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

商品詳細

#1856201 ¥25,080（内税10%）

ギアループ

ライフジャケット

カーボンレース SUP パドル

ラッシュ SUP パドル

商品詳細

【全長】381cm 【最大幅】76cm 【高さ】15cm 【総重量】9.8kg
【ボリューム】245L 【適合体重】136kg 【気圧】18psi
【収納サイズ】101×46×41cm 【付属品】フィン、ポンプ
SCOTTYベース

２

アジャスタブル

背面

トレールウォーター
パック（ 別売）を 装
着できるポケットを
備え、効果的な水分
補給が行えます。

強度と軽量性を両立した、オールラウンドタイプのSUPパドルです。長さ調整可能で、体格や
乗り方を選びません。2ピースなのでコンパクトに持ち運びできます。
【サイズ】173 ～ 213cm 【平均重量】599g 【ブレード面積】625cｍ²
【材質】ブレード：ファイバーグラス シャフト：ファイバーグラス

レッド
（RD）

商品詳細

警告

背面のポケットはトレールウォーター
パック専用です。それ以外の浮力の
あるものを入れないでください。

防 水 カメラな ど の
小 物を 収 納で きる
胸ポケット。

商品詳細

SUPリーシュ

ハイプレッシャーポンプ DC 12V

海上でスタンドアップパドルボード（SUP）が流されないように
身体とボードを繋いでおくための安全装備です。SUPでのレク
リエーションやツーリング時の必需品です。伸縮性・軽量性に優
れ、ふくらはぎ上や足首にベルクロを巻き付けて使用します。

インフレータブルのスタンドアップパドルボード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、ボストンバルブ、C7バルブ、D7バルブに対応。
※ボストンバルブにはデフレート機能が使えません。

#1858004 ¥17,490（内税10%）

#1127490 ¥2,750（内税10%）

【サイズ】長さ：約135 ～195cm 【重量】106g

【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

商品詳細
商品詳細

モンベル・アウトドア・チャレンジ

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

#1902232-22

