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持ち運びに、保管にストレスの少ない折たたみ収納できるインフレータブル・カヤック。

フロア・スクリューバルブ 空気の入れやすい
スプリングバルブ

88㎝

239㎝

2.荷物を留める
　バンジーコード

5.パドル・ロッドホルダー

3.フォールディングチェア

＊パドルは商品に含みません。

４．スプリング空気バルブ1.ゴムモールドの
　キャリーハンドル

US-1023
ＣＳ パックライトカヤック
Price ¥49,000
Quantity 1
Pos.No. 4560464 240702

MC-1423
メイフライ２  
カヤック ポンプ付
Price ¥OPEN
Quantity 1
Pos.No. 4986448 614237

MC-1424
ラグーン２  
カヤック ポンプ付
Price ¥OPEN
Quantity 1
Pos.No. 4986448 614244

方向安定フィン

3気室の安心設計

付属品：フットポンプ、補修キット

キャリーパックに収納

※キャリーパックは、カヤックに取付けてデッキバッグになります。

超軽量（わずか1,800ｇ）

方向安定フィン

1人乗りカヤックが
小さなバッグに収納。
スーパーライト・カヤック。

シンプル is bestな
2人乗りカヤック。

コンパクト収納、
シンプルデザインの
2人乗りカヤック。

300㎝

366㎝

Inflatable Kayak

●組立サイズ（約）／全長２３９×幅８８㎝ 
●カヤック重量（約）／1,800g 
●最大積載量（目安）／１１３㎏ 
●空気室の数／３気室 
●収納サイズ（約）／４５×３３×18㎝ 
●材質／ポリエステル、ポリウレタン
●空気バルブの種類／スプリングバルブ、
ツイスツバルブ
●付属品仕様／フットポンプ、補修キット、
キャリーバッグ

●製品サイズ（約）／300×95×32㎝
●重量（約）／10㎏
●最大収容量（約）／135㎏
●コックピットのコーミングサイズ（約）／
166×51㎝
●気室数／２
●材質／ポリエステル・ターポリン、ビニル
コーティング・ポリエステル、プラスチックパ
ネル、ビニル（チャンバー）

●製品サイズ（約）／366×86×35㎝
●重量（約）／14㎏
●最大収容量（約）／170㎏
●気室数／4（本体）＋2（チェア）
●材質／ポリエステル・ターポリン、ビニル
コーティング・ポリエステル、プラスチックパ
ネル、ビニル（チャンバー）
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　デック
　プレート

　ゴムモールドの
　キャリーハンドル

　空気の入れやすい
　スプリングバルブ

　荷物を留める
　バンジーコード

　フォールディングチェア、
　メッシュポケット付

　パドル・ロッドホルダー

　ランディングスティック 　フィン

　ランディングスティック 　フィン

　デック
　プレート

　ゴムモールドの
　キャリーハンドル

　空気の入れやすい
　スプリングバルブ

　荷物を留める
　バンジーコード

　フォールディングチェア、
　メッシュポケット付

　パドル・ロッドホルダー

　ランディングスティック 　フィン

　デック
　プレート

　ゴムモールドの
　キャリーハンドル

　空気の入れやすい
　スプリングバルブ

　荷物を留める
　バンジーコード

　フォールディングチェア、
　メッシュポケット付

　パドル・ロッドホルダー

バッグに収納できるラインの美しいインフレータブル・カヤック。

390㎝ 458㎝

318㎝

318㎝

318㎝

80㎝

MC-1425
エアフレーム１３  
コンバーチブル ポンプ付
Price ¥OPEN
Quantity 1
Pos.No. 4986448 614251

MC-1418
エアフレーム２  
コンバーチブル ポンプ付 
Price ¥OPEN
Quantity 1
Pos.No. 4986448 614183

MC-1427
エアフレーム  
スポーツカヤック（グリーン）
Price ¥OPEN
Quantity 1
Pos.No. 4986448 614275

方向安定フィン 方向安定フィン

MC-1428
エアフレーム１ カヤック　 

（グリーン）
Price ¥OPEN
Quantity 1
Pos.No. 4986448 614282

MC-1429
エアフレーム１ カヤック　 

（レッド）
Price ¥OPEN
Quantity 1
Pos.No. 4986448 614299

●製品サイズ（約）／390×89㎝
●重量（約）／19㎏
●最大収容量（約）／180㎏
●収納サイズ（約）／105×55×
31㎝
●セット内容／ボート本体、シー
ト、ハンドポンプ、補修キット、収納
バッグ
●材質／ビニル、ポリエステル
　　　　ビニル（チャンバー）

●製品サイズ（約）／458×80㎝
●重量（約）／25㎏
●最大収容量（約）／247㎏
●収納サイズ（約）／95×56×31㎝
●セット内容／ボート本体、シー
ト、ハンドポンプ、補修キット、収納
バッグ
●材質／ビニル、ポリエステル
　　　　ビニル（チャンバー）

●製品サイズ（約）／318×80㎝
●重量（約）／12㎏
●最大収容量（約）／113㎏
●収納サイズ（約）／75×43×20㎝
●セット内容／ボート本体、シート、ハンドポ
ンプ、補修キット、収納バッグ
●材質／ビニル、ポリエステル
　　　　ビニル（チャンバー）

●製品サイズ（約）／318×80㎝
●重量（約）／16㎏
●最大収容量（約）／136㎏
●収納サイズ（約）／81×43×21㎝
●セット内容／ボート本体、シート、ハンドポ
ンプ、補修キット、収納バッグ
●材質／ビニル、ポリエステル
　　　　ビニル（チャンバー）

●製品サイズ（約）／318×80㎝
●重量（約）／16㎏
●最大収容量（約）／136㎏
●収納サイズ（約）／81×43×21㎝
●セット内容／ボート本体、シート、ハンドポ
ンプ、補修キット、収納バッグ
●材質／ビニル、ポリエステル
　　　　ビニル（チャンバー）
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90㎝

98㎝

218㎝

389㎝

313㎝

381㎝

US-1137
ＴＲ  
スパッツ（ライム）
Price ¥65,000
Quantity 1
Pos.No. 4560464 256376

MC-1387
ストライクツー（オレンジ）
Price ¥168,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 613872

ＴＲ  
トムキャット ソロ
US-1131　（ブルー）
Pos.No. 4560464 250169
US-1132　（レッド）
Pos.No. 4560464 250176
Price ¥110,000
Quantity 1

ＴＲ  
トムキャット タンデム
US-1133　（ブルー）
Pos.No. 4560464 250183
US-1134　（レッド）
Pos.No. 4560464 250190
US-1135　（ライム）
Pos.No. 4560464 256352
Price ¥130,000
Quantity 1

ダウンリバー入門艇として。
ショートタイプで軽快な操作性。
エアー社プロデュースのタフなボディ。

ダウンリバー入門艇として。
安定性と軽快な操作性。
エアー社プロデュースのタフなボディ。

2人乗りに安心の収容量200㎏。
エアー社プロデュースのタフなボディ。

オープンデッキで
開放感あふれた乗り心地。
エアー社プロデュースのタフなボディ。

US-1132

US-1133

US-1131

US-1135

US-1134

インナーチューブを美しいカラーアウターでおおった
タフなインフレータブルカヤック。

●組立サイズ（約）／全長２１８×幅９０㎝
●重量（約）／９．７㎏
●最大収容量（約）／99㎏
●材質／インナーチューブの材質：ビニル、アウ
ターチューブの生地：ビニル＋ポリエステル1,000
デニール
●チューブの直径（約）／29㎝
●最大空気圧／2.5psi（0.2bar）、フロアチュー
ブのみ減圧弁付
●本体の空気圧室数／2（メイン×1、フロア×1）

●組立サイズ（約）／全長313×幅９０㎝
●重量（約）／15.5㎏
●最大収容量（約）／146㎏
●材質／インナーチューブの材質：ビニル、アウ
ターチューブの生地：ビニル＋ポリエステル1,000
デニール
●チューブの直径（約）／29㎝
●最大空気圧／2.5psi（0.2bar）、フロアチュー
ブのみ減圧弁付
●本体の空気圧室数／3（メイン×2、フロア×1）

●組立サイズ（約）／全長389×幅98㎝
●重量（約）／20㎏
●最大収容量（約）／203㎏
●材質／インナーチューブの材質：ビニル、アウ
ターチューブの生地：ビニル＋ポリエステル1,000
デニール
●チューブの直径（約）／30㎝
●最大空気圧／2.5psi（0.2bar）、フロアチュー
ブのみ減圧弁付
●本体の空気圧室数／3（メイン×2、フロア×1）

●製品サイズ（約）／381×91㎝
●重量（約）／21㎏
●最大収容量（約）／203㎏
●気室数3 フロアに減圧弁付
●収納サイズ（約）／72×42×41㎝
●セット内容／ボート本体、シート、補修キット
●材質／アウターシェル：ポリエステル・ビニル、イ
ンナーチューブ：ポリウレタン
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239㎝

244㎝

305㎝

340㎝

266㎝

US-0005
カヤックボーイ  
ワンプラス２３９ 

（オレンジ）〈パドル付〉
Price ¥65,000
Quantity 1
Pos.No. 4560464 262308

カヤックボーイ  
ポーター２６６〈パドル付〉

US-0003　（オレンジ）
Pos.No. 4560464 262285
US-0004　（イエロー）
Pos.No. 4560464 262292
Price ¥65,000
Quantity 1

カヤックボーイ  
ツープラス３４０〈パドル付〉

US-0008　（オレンジ）
Pos.No. 4560464 262322
US-0009　（ブルー）
Pos.No. 4560464 262339
Price ¥100,000
Quantity 1

コンパクトサイズのフィッシングカヤック。
運搬用ホイール付。

ファミリーユースの安心カヤック。1人乗り＋子供1人。

ファミリーユースの2人乗り安心カヤック。
2人乗り＋子供2人。

ファミリーユースの安心カヤック。1人乗り＋子供1人。

用具スペースの広いフィッシングカヤック。

US-0002
カヤックボーイ １．５EX  

（イエロー）〈パドル付〉
Price ¥70,000
Quantity 1
Pos.No. 4560464 249231

キールエンドに
運搬用ホイール付

フラットなボトム
形 状で 安 定 性
バツグン。

サイドハンドル
が付いて一人で
持ち運びが可能。

Top

Top

Top

Top

Bottom

Bottom

Bottom

Bottom

カヤックポート ３０５ 
〈パドル付〉

US-0011　（ブルー）
Pos.No. 4560464 262346
US-0012　（レッド）
Pos.No. 4560464 262353
Price ¥70,000
Quantity 1

US-0004

US-0009

US-0011

US-0003

US-0008

US-0012

丈夫で長持ちのハイデンシィティ・ポリエチレン成型カヤック。
ファミリー・レクリエーション、フィッシングのスターターにおすすめ。

Molded Kayak

●製品サイズ（約）／全
長：266×幅66×艇高
25㎝
●重量（約）／18㎏
● 最 大 容 量（ 約 ）／
125㎏（乗員含む）
●セット内容／２分割カ
ヤックパドル①
●標準仕様／ラウンド
ハッチカバー（小物入
れ）、たためるモール
ド背もたれ、ハンドル、
カーゴメッシュカバー
●材質／本体：ポリエチ
レン（ブローモールド製
法）、パドル：ブレード＝
ポリプロピレン、シャフ
ト＝アルミニウム

●製品サイズ（約）／
全長239×幅78×艇高
29㎝
●重量（約）／16㎏
● 最 大 容 量（ 約 ）／
125㎏（乗員含む）
●セット内容／２分割カ
ヤックパドル①
●標準仕様／たためる
モールド背もたれ、ハン
ドル、バンジーコード
●材質／本体：ポリエチ
レン（ブローモールド製
法）、パドル：ブレード＝
ポリプロピレン、シャフ
ト＝アルミニウム

●製品サイズ（約）／
全長340×幅84×艇高
29㎝
●重量（約）／25㎏
● 最 大 容 量（ 約 ）／
220㎏（乗員含む）
●セット内容／２分割カ
ヤックパドル②
●標準装備／たためる
モールド背もたれ②、ハ
ンドル、バンジーコード
●材質／本体：ポリエチ
レン（ブローモールド製
法）、パドル：ブレード＝
ポリプロピレン、シャフ
ト＝アルミニウム

●本体 サイズ（約）／
全長２４４×全幅８０×艇
高２７㎝
●重量（約）／２０㎏
●最大収容量（約）／
１２５㎏
●材質／ポリエチレン
●成型方法／インジェク
ション・モールド製法
●パドル サイズ（約）／
全長２１３㎝
●分割方式／２ピース・
ジョイント（バネ・ボタン）
●材質／ブレード：プラ
スチック、シャフト：アル
ミニウム

●製品サイズ（約）／
全長305×幅71×艇高
34㎝
●重量（約）／17㎏
● 最 大 容 量（ 約 ）／
125㎏（乗員含む）
●セット内容／２分割カ
ヤックパドル①
●標準仕様／アジャス
タブルフットレスト、ラ
ウンドハッチカバー、
クッション付背もたれ、
トグル・ハンドル、カー
ゴメッシュカバー
●材質／本体：ポリエチ
レン（ブローモールド製
法）、パドル：ブレード＝
ポリプロピレン、シャフ
ト＝アルミニウム
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カヤッキングの必需品カヤックパドル。スターターからフィッシングまで。

US-2321
カヤックボーイ  
カヤックパドル 2ピース ２2０ 

（イエロー）
Price ¥6,500
Quantity 1
Pos.No. 4560464 262360

US-2303
CS カヤックパドル  
２ピース ２２０〈バッグ付〉
Price ¥8,000
Quantity 10
Pos.No. 4560464 245271

US-2304
CS カヤックパドル  
２ピース ２３０〈バッグ付〉
Price ¥8,000
Quantity 10
Pos.No. 4560464 245288

US-2306
CS カヤックパドル  
４ピース ２２０〈バッグ付〉
Price ¥8,500
Quantity 10
Pos.No. 4560464 245295

US-2307
CS カヤックパドル  
４ピース ２３０〈バッグ付〉
Price ¥8,500
Quantity 10
Pos.No. 4560464 245301

US-2303
US-2304

US-2306
US-2307

MC-2202
MC-2203
MC-2204

Paddle

MC-2203　
カヤックボーイ  
ツーリングパドル  
2pc ２３０
Price ¥17,000
Quantity 10
Pos.No. 4986448 622034

MC-2204　
カヤックボーイ  
ツーリングパドル  
2pc ２4０
Price ¥17,000
Quantity 10
Pos.No. 4986448 622041

MC-2208　
カヤックボーイ  
ツーリングパドル カーボン２ｐｃ ２4０
Price ¥24,000
Quantity 10
Pos.No. 4986448 622089

MC-1652
カスケーズ  
２ピース ２３０（ブラック）
Price ¥11,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 616521

MC-1653
カスケーズ  
４ピース ２２０（ブラック）
Price ¥12,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 616538

MC-1654
カスケーズ  
４ピース ２３０（ブラック）
Price ¥12,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 616545

MC-1647
Ｋ３  
２ピース ２３０（イエロー/ブラック）
Price ¥10,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 616477

MC-2202　
カヤックボーイ  
ツーリングパドル  
２ｐｃ ２２０
Price ¥17,000
Quantity 10
Pos.No. 4986448 622027

持ち運びが便利な
収納バッグ付 持ち運びが便利な

収納バッグ付

シャフト：アルミニウム
ブレード：ポリプロピレン+グラスファイバー

シャフト：アルミニウム  ブレード：ナイロン+グラスファイバー

数量限定
シャフト：カーボン
ブレード：グラスファイバー

数量限定  シャフト：カーボン  ブレード：カーボン シャフト：アルミニウム  
ブレード：ポリプロピレン+グラスファイバー

シャフト：アルミニウム  ブレード：ポリプロピレン+グラスファイバー シャフト：アルミニウム  ブレード：ナイロン+グラスファイバー

シャフト：アルミニウム  ブレード：ナイロン+グラスファイバー

MC-1653
MC-1654

●製品サイズ（約）／全
長：220㎝、ブレードサ
イズ：46×17㎝、シャフ
ト径：28㎜
●重量（約）／950ｇ
●標準装備／ドロップリ
ング、グリップパッズ
●材質／ブレード：ポリ
プロピレン、シャフト：ア
ルミニウム

●サイズ（約）／長さ２２０㎝
●重量（約）／１,１４０ｇ
●収納サイズ（約）／４ピース：６５×２１×９㎝
●ブレード角度／６０度と０度（左固定可）
●ブレードサイズ（約）／１７．５×４３㎝
●材質／シャフト：アルミニウム、ブレード：ナ
イロン・ガラス繊維、ドリップリング：ゴム

●サイズ（約）／長さ２３０㎝
●重量（約）／１,１６０ｇ
●収納サイズ（約）／４ピース：６５×２１×９㎝
●ブレード角度／６０度と０度（左固定可）
●ブレードサイズ（約）／１７．５×４３㎝
●材質／シャフト：アルミニウム、ブレード：ナ
イロン・グラス繊維、ドリップリング：ゴム

●サイズ（約）／長さ２２０㎝
●重量（約）／１,０８０ｇ
●収納サイズ（約）／２ピース：１１５×２１×７㎝
●ブレード角度／６０度と０度（左固定可）
●ブレードサイズ（約）／１７．５×４３㎝
●材質／シャフト：アルミニウム、ブレード：ナ
イロン・ガラス繊維、ドリップリング：ゴム

●サイズ（約）／長さ２３０㎝
●重量（約）／１,１００ｇ
●収納サイズ（約）／２ピース：１２０×２１×７㎝
●ブレード角度／６０度と０度（左固定可）
●ブレードサイズ（約）／１７．５×４３㎝
●材質／シャフト：アルミニウム、ブレード：ナ
イロン・ガラス繊維、ドリップリング：ゴム

●ブレード長（約）／
41㎝
●ブレード幅（約）／
17.5㎝
●重量（約）／907ｇ
●材質／ブレード：グ
ラス繊維・ポリプロピ
レン、シャフト：アルミ

●ブレード長（約）／
41㎝
●ブレード幅（約）／
17.5㎝
●重量（約）／907ｇ
●材質／ブレード：グ
ラス繊維・ポリプロピ
レン、シャフト：アルミ

●長さ（約）／237㎝
●重量（約）／890ｇ
●バッグサイズ（約）／130×29㎝
●ブレード角度／60度と0度
●ブレードサイズ（約）／49×14㎝
●材質／シャフト：カーボン繊維・プラスチック
樹脂、ブレード：カーボン繊維・プラスチック樹脂

●長さ（約）／217㎝
●重量（約）／890ｇ
●バッグサイズ（約）／130×
29㎝
●ブレード角度／60度と0度
●ブレードサイズ（約）／49×
14㎝
●材質／シャフト：ガラス繊
維・カーボン・プラスチック樹
脂、ブレード：グラス繊維・プラ
スチック樹脂

●長さ（約）／227㎝
●重量（約）／930ｇ
●バッグサイズ（約）／130×
29㎝
●ブレード角度／60度と0度
●ブレードサイズ（約）／49×
14㎝
●材質／シャフト：ガラス繊
維・カーボン・プラスチック樹
脂、ブレード：グラス繊維・プラ
スチック樹脂

●長さ（約）／237㎝
●重量（約）／970ｇ
●バッグサイズ（約）／130×
29㎝
●ブレード角度／60度と0度
●ブレードサイズ（約）／49×
14㎝
●材質／シャフト：ガラス繊
維・カーボン・プラスチック樹
脂、ブレード：グラス繊維・プラ
スチック樹脂

●ブレードサイズ（約）／
38×16.5㎝
●長さ（約）／230㎝
●重量（約）／907ｇ
●材質／ブレード：グラス
繊維・ナイロン、シャフト：
アルミ

●ブレード長（約）／41㎝
●ブレード幅（約）／17.5㎝
●重量（約）／907ｇ
●材質／ブレード：グラス繊維・ポリプロピレン、
シャフト：アルミ
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軽いパドルで長距離ツーリングも楽 と々。

軽いパドルで長距離ツーリングも楽 と々。

おしゃれなデザインで気分を上げたツーリングに。

手頃なレクリエーションモデル。

手頃なレクリエーションモデル。

フィッシング用におちついたカラーでシンプルに。

フィッシングをイメージしてデザインされたおしゃれな一本。

フィッシング・カヤッキングどちらも楽しめるモデル。

ツーリングカヤックパドル。

一本一本を人の手で作り上げるパドル界最高峰のWERNER社。
使用するシーン・フィールドに合わせた豊富なデザインと、高品質を誇る。

フィッシングカヤックパドル。

MC-5913
カマノ カーボン 2ピース  
ストレート 230
Price ¥55,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 659139

MC-5933
カマノ グラス 2ピース  
ストレート 230　（イエロー）
Price ¥44,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 659337

MC-5945
カマノ グラス 2ピース  
ストレート 220　（SWブルー）
Price ¥44,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 659450

MC-5985
スカジッツ グラスIM  
2ピース  
ストレート 230
Price ¥23,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 659856

MC-5989
スカジッツ カーボンIM  
2ピース  
ストレート 230　（ブラック）
Price ¥30,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 659894

MC-6013
カマノフック 2ピース  
ストレート 230　 

（キャッチライム）
Price ¥44,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 660135

MC-6007
スカジッツフック 2ピース  
ストレート 230　 

（ブラウン）
Price ¥23,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 660074

MC-6019
シューナフック 2ピース  
ストレート 240　 

（フィッシュゴールド）
Price ¥44,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 660197

カーボン

グラス

グラス

ナイロン  グラス

ナイロン  カーボン  グラス

ナイロン  グラス

グラス

グラス

● ブ レ ード サ イ ズ
（約）／52×16㎝
●重さ（約）／850ｇ
●材質／ブレード：グ
ラス繊維・エポキシ樹
脂、シャフト：グラス繊
維・エポキシ樹脂
●シャフトのジョイン
ト形式／アジャスタ
ブルジョイント（15度
刻み）

● ブ レ ード サ イ ズ
（約）／52×16㎝
●重さ（約）／765ｇ
● 材 質 ／ブレード：
カーボン繊維、シャフ
ト：カーボン繊維
●シャフトのジョイン
ト形式／アジャスタ
ブルジョイント（15度
刻み）

● ブ レ ード サ イ ズ
（約）／52×16㎝
●重さ（約）／850ｇ
●材質／ブレード：グ
ラス繊維・エポキシ樹
脂、シャフト：グラス繊
維・エポキシ樹脂
●シャフトのジョイン
ト形式／アジャスタ
ブルジョイント（15度
刻み）

● ブ レ ード サ イ ズ
（約）／49×16㎝
●重さ（約）／980ｇ
●材質／ブレード：ナ
イロン・グラス繊維・エ
ポキシ樹脂、シャフト：
グラス繊維・エポキシ
樹脂
●シャフトのジョイン
ト形式／アジャスタ
ブルジョイント（15度
刻み）

● ブ レ ード サ イ ズ
（約）／49×16㎝
●重さ（約）／890ｇ
●材質／ブレード：ナ
イロン・カーボン繊維・
エポキシ樹脂、シャフ
ト：グラス繊維・エポキ
シ樹脂
●シャフトのジョイン
ト形式／アジャスタ
ブルジョイント（15度
刻み）

● ブ レ ード サ イ ズ
（約）／49×16㎝
●重さ（約）／980ｇ
●材質／ブレード：ナ
イロン・グラス繊維・エ
ポキシ樹脂、シャフト：
グラス繊維・エポキシ
樹脂
●シャフトのジョイン
ト形式／アジャスタ
ブルジョイント（15度
刻み）

● ブ レ ード サ イ ズ
（約）／52×16㎝
●重さ（約）／780ｇ
●材質／ブレード：グ
ラス繊維・エポキシ樹
脂、シャフト：グラス繊
維・エポキシ樹脂
●シャフトのジョイン
ト形式／アジャスタ
ブルジョイント（15度
刻み）

● ブ レ ード サ イ ズ
（約）／46×18.5㎝
●重さ（約）／800ｇ
●材質／ブレード：グ
ラス繊維・エポキシ樹
脂、シャフト：グラス繊
維・エポキシ樹脂
●シャフトのジョイン
ト形式／アジャスタ
ブルジョイント（15度
刻み）
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S U P ボ ードの 上 で 、水 辺 の 癒し
フィーリングを満喫。
今、最もホットなウォータースポーツ、
スタンドアップパドルボードで、水上
ヨガが熱い。

オールラウンド＆SUP ヨガ。

フラボード  
iSUP アロハ

US-1221 US-1222

1

3

6

5 7

4

2

フラボード iSUP アロハ３１０
US-1221　（ラベンダー） US-1222　（グリーン）
Price ¥OPEN Price ¥OPEN
Quantity 1 Quantity 1
Pos.No. 4560464 262261 Pos.No. 4560464 262278

サイド
ショートフィン

センター
ビッグフィン

Inflatable SUP

314㎝

85㎝

1. ISUPボード
2. 取り外し可能なフィン
　 （ビッグフィン×1）
3. リーシュ
4. 伸縮SUPパドル
5. ハンドポンプ、
　 ホース先のバルブアダプター、
　 空気圧ゲージ
6. 補修キット
　 （生地パッチ、接着剤、バルブレンチ）
7. 収納バッグ

セット内容

●組立ボードサイズ（約）／全長314㎝、幅85㎝、厚み12㎝
●伸縮ＳＵＰパドル組立サイズ（約）／171～219㎝、ブレード幅21㎝
●本体重量（約）／12.3㎏
●収納サイズ（約）／89×46×20㎝
●キャリーバッグサイズ（約）／89×58×20㎝
●適正空気圧約／0.85～1.05bar（12～15psi）
●セット内容／伸縮ＳＵＰパドル（２分割収納）①、コイルリーシュ、ハンドポンプ空気圧計
付、補修キット、キャリーバッグ
●標準仕様：デッキパッズ、サイドフィン（溶着）②、センター・ビッグフィン①、Ｄリング⑧、バ
ンジーコード①
●本体生地材質／ＰＶＣビニル（二層生地）、ボード構造：ドロップスティッチ中空構造、気室
数：1、空気バルブの種類：スプリングバルブ
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302㎝

330㎝

82㎝

76㎝

フラボード ISUP ダンサー ３０２
US-1061　（イエロー） US-1062　（レッド）
Price ¥OPEN Price ¥OPEN
Quantity 1 Quantity 1
Pos.No. 4560464 241228 Pos.No. 4560464 241235

フラボード ISUP スキッパー ３３０
US-1065　（イエロー） US-1066　（ホワイト）
Price ¥OPEN Price ¥OPEN
Quantity 1 Quantity 1
Pos.No. 4560464 241259 Pos.No. 4560464 241266

US-1061

US-1065

US-1062

US-1066

●二層のビニル生地で、全体
を堅く丈夫に。

●ドロップスティッチ繊維を
密閉。

●張りに強い繊維を20％増強
（当社商品比）して、より堅
くなった空気室。

EVAデッキパッズ

高密度PVC生地

高密度
ポリエステル生地

ドット高密度
ドロップスティッチ

2ビニル　Layers・ドロップスティッチ構造

1
6

2

3

4

5

持ち運び、収納にストレスの少ないインフレータブルSUP。

１． ISUP ボード
２． 取り外し可能なフィン
　 （スモール×２、ラージ×１）
３． ハンドポンプ
　 ホースの先のバルブアダプター
　 空気圧ゲージ

４． 補修キット
　 （生地バッチ、接着剤、バルブレンチ）
５． リーシュ
６． 収納バッグ

内容物

●組立ボードサイズ（約）／全長302㎝、幅82㎝、厚み10㎝
●本体重量（約）／10.8㎏
●適正空気圧（約）／0.85～1.05bar（12～15psi）
●本体生地材質／ビニル・ターポリン（二層生地）、ボード構造：ドロップスティッチ中空構
造、気室数：1、空気バルブの種類：スプリングバルブ、標準仕様：デッキパッズ、サイドフィン：
2個、センター・ビッグフィン：1個、Ｄリング：2個
●付属品／アンクルリーシュ、空気圧計付ハンドポンプ、補修キット、キャリーバッグ

●製品サイズ（約）／全長330㎝、幅76㎝、厚み10㎝
●本体重量（約）／12.2㎏
●収納サイズ（約）／82×46×28㎝
●適正空気圧（約）／0.85～1.05bar（12～15psi）
●生地材質／本体：ビニル・ターポリン（二層生地）、ボード構造：ドロップスティッチ中空構
造、気室数：１、空気バルブの種類：スプリングバルブ、標準仕様：デッキパッズ、サイドフィン2
個、センター・ビッグフィン1個、Ｄリング付バンジーコード、Ｄリング2個
●付属品／アンクルリーシュ9フィート、ハイプレス・ポンプ空気圧計付、補修キット、キャ
リーバッグ

数量限定

数量限定

ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ

299



持ちづらいSUPボードやカヤックを一人で楽々運搬。

MC-1960
フラボード  
ブレードカバー
Price ¥2,500
Quantity 20
Pos.No. 4986448 619607

US-1071
HB  
リーシュコード SUP  
アンクル ９ｆｔ
Price ¥4,500
Quantity 1
Pos.No. 4560464 241273

US-1072
HB  
リーシュコード SUP  
アンクル １０ｆｔ
Price ¥4,500
Quantity 1
Pos.No. 4560464 241280

US-1074
ハイプレッシャー27  
ハンドポンプ〈ゲージ付〉
Price ¥9,500
Quantity 1
Pos.No. 4560464 241303

US-2601

US-2602

US-5001　
機能：パンクしない樹脂ホイール

CS ボードカートEX  
ポリホイール
Price ¥13,000
Quantity 1
Pos.No. 4560464 262377

MC-4021　
ストラップベルト2個付き  

CS カヤックカート２ 
〈バッグ付〉
Price ¥12,000
Quantity 1
Pos.No. 4986448 640212

Accessory

シャフト：アルミニウム  ブレード：ポリプロピレン+グラスファイバー

収納バッグ付
ストラップベルト
2個付き

ストラップベルト
2個付き

●製品サイズ（約）／280㎝
●コード径（約）／7㎜
●収納サイズ（約）／24×16×6㎝
●重量（約）／220g
●材質／リーシュコード：ポリウレタン、スィ
ベル：ステンレス、ジョイントカバー：プラス
チック、ウェビングベルト：ナイロン
●仕様／両端にスィベル（回り継手）、緊急
用ウェビングタブ

●製品サイズ（約）／53×24.5×3.3㎝
●重量（約）／140g
●材質／表生地：ポリエステル、内生地：PE
クロス、中綿：発砲ポリエチレン

●本体サイズ（約）／59×足台長さ22.5×
9㎝
●シリンダー外サイズ（約）／50×8㎝
●シリンダー内容量（約）／2,200㎝3

●重量（約）／1,230g
●材質／プラスチック、アルミニウム
●仕様／シングルアクション、スプリングバ
ルブ・アダプター、空気圧ゲージ

●製品サイズ（約）／305㎝
●コード径（約）／7㎜
●収納サイズ（約）／24×16×6㎝
●重量（約）／230g
●材質／リーシュコード：ポリウレタン、スィ
ベル：ステンレス、ジョイントカバー：プラス
チック、ウェビングベルト：ナイロン
●仕様／両端にスィベル（回り継手）、緊急
用ウェビングタブ

●製品サイズ（約）／幅72㎝、ホイール径
22.5㎝、タイヤ幅7.5㎝
●重量（約）／2.5㎏
●セット内容／カムバックルベルト②
●標準仕様／クッションパッズ
●材質／本体：アルミニウム、タイヤ：プラス
チック

●本体重量（約）／3.4㎏
●適正荷重（約）／60㎏以下
●幅（約）／70㎝
●ボート受バーの高さ／34㎝
●フレームを折り畳んだ時のサイズ（約）／
70×32×10㎝
●収納バッグのサイズ（約）／70×42×11㎝
●タイヤホイールの大きさ（約）／25×8.5㎝
●タイヤの適正空気圧／1.3bａｒ（20psi） 
●材質／フレーム本体：アルミニウム合金、
ホイール：ポリプロピレン、タイヤ：合成ゴム、
バックル：亜鉛ダイカスト、ストラップベルト：
ポリエステル

US-2602
フラボード  
パドル ポリ・アルミ ADJ２  
S１４０
Price ¥11,000
Quantity 1
Pos.No. 4560464 246544

●サイズ（約）／長さ１４０～１８０㎝（伸縮）
●重量（約）／９１０ｇ
●収納サイズ（約）／１３９×１９×８㎝
●ブレードサイズ（約）／４４×１９㎝
●材質／シャフト：アルミニウム、ブレード：ポ
リプロピレン・ガラス繊維、トップグリップ：ポ
リエチレン

US-2601
フラボード  
パドル ポリ・アルミ ADJ２  
１７０
Price ¥11,000
Quantity 1
Pos.No. 4560464 246537

●サイズ（約）／長さ１７０～２１０㎝（伸縮）
●重量（約）／930ｇ
●収納サイズ（約）／１６９×１９×８㎝
●ブレードサイズ（約）／４４×１９㎝
●材質／シャフト：アルミニウム、ブレード：ポ
リプロピレン・ガラス繊維、トップグリップ：ポ
リエチレン

体格、使用シーンに応じて長さ調整できるアジャスタブル・シャフトを採用。
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MC-2510

MC-2505

MC-2503

MC-2548

MC-2511

MC-2506

MC-2549

MC-2512

MC-2507

MC-2550

Floating Vest

ベストフローツ　 
適応目安体重 40〜100㎏

MC-2510　（レッド）
Pos.No. 4986448 625103
MC-2511　（イエロー）
Pos.No. 4986448 625110
MC-2512　（ブルー）
Pos.No. 4986448 625127
Price ¥OPEN
Quantity 10

ベルト調整で
体格に合わせてフィット。

ベストフローツ 児童用　 
適応目安年齢 7〜11歳

MC-2505　 
（イエロー/オレンジ）
Pos.No. 4986448 625059
MC-2506　 

（イエロー/ブルー）
Pos.No. 4986448 625066
MC-2507　 

（ラベンダー/レッド）
Pos.No. 4986448 625073
Price ¥OPEN
Quantity 10

ベルト調整で
体格に合わせてフィット。

ベストフローツ 幼児用　 
適応目安年齢 4〜7歳

MC-2501　 
（イエロー/オレンジ）
Pos.No. 4986448 625011
MC-2502　 

（イエロー/ブルー）
Pos.No. 4986448 625028
MC-2503　 

（ラベンダー/レッド）
Pos.No. 4986448 625035
Price ¥OPEN
Quantity 10

ベルト調整で
体格に合わせてフィット。

シーサイド  
フローティングベスト２　 

適応目安体重 45〜90㎏

MC-2548　 （レッド）
Pos.No. 4986448 625486
MC-2549　（イエロー）
Pos.No. 4986448 625493
MC-2550　（ブルー）
Pos.No. 4986448 625509
Price ¥4,800
Quantity 12

ベルト調整で
体格に合わせてフィット。

※  危険や場所を
知 ら せ る ホ
イッスル付き。

ホイッスル

※  肩 の 部 分 、 
胸部に反射
テープ付き。

くっきり光る。
反射テープ

股ベルト付き

※  肩 の 部 分 、 
胸部に反射
テープ付き。

くっきり光る。
反射テープ

股ベルト付き

※  肩 の 部 分 、 
胸部に反射
テープ付き。

くっきり光る。
反射テープ

調整
ベルト

反射テープ

レッグ
ストラップ

水抜き用
メッシュ

※  危険や場所を
知 ら せ る ホ
イッスル付き。

ホイッスル

※  危険や場所を
知 ら せ る ホ
イッスル付き。

ホイッスル

MC-2501 MC-2502

ウォータースポーツに、水辺のレジャーに安全・安心の浮力補助ヴェスト。

●適応サイズ（約）／
胸回り：74～105㎝、
身長：150～187㎝、
体重：40～１００㎏
●浮力（約）／10㎏
●製品サイズ（約）／
幅48×丈56㎝
●重量（約）／640g
●材質／表生地：ポリ
エステル、中浮力材：
ポリエチレン

●適応サイズ（約）／
胸回り：62～78㎝、身
長：120～150㎝、体
重：24～39㎏
●浮力（約）／6㎏
●製品サイズ（約）／
幅47×丈41㎝
●重量（約）／470g
●材質／表生地：ポリ
エステル、中浮力材：
ポリエチレン

●適応サイズ（約）／
胸回り：55～64㎝、身
長：100～124㎝、体
重：15～30㎏
●浮力（約）／4㎏
●製品サイズ（約）／
幅47×丈35㎝
●重量（約）／410g
●材質／表生地：ポリ
エステル、中浮力材：
ポリエチレン

●適応サイズ（約）／
身長150～185㎝、
胸囲：80～105㎝、体
重：45～90㎏
●浮力（約）／9㎏
●製品サイズ（約）／
幅57×丈48㎝
●重量（約）／420g
●材質／表面生地：ポ
リエステル、浮力体：
ポリエチレンフォー
ム、ベルト：ポリプロピ
レン

ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ

301



■Protection ■Airing ■Easy Fit
ダブルで衝撃吸収

ダブルで衝撃吸収

さわやかエアー イージーフィット

イヤーガード イージーフィット

■Protection ■Protection ■Easy Fit

ダブルで衝撃吸収

ダブルで衝撃吸収

さわやかエアー イージーフィット

イヤーガード イージーフィット

ホワイトウォータースポーツ用
ヘルメットのEU(ヨーロッパ)基準適合品

MC-2554
シーサイド  
フローティングベスト幼児用　 

（イエロー）　
Price ¥4,000
Quantity 20
Pos.No. 4986448 625547

ＣＳ スポーツヘルメット
MC-3547　（ホワイト）
Pos.No. 4986448 635478
MC-3548　（ブラック）
Pos.No. 4986448 635485
MC-3549　（レッド）
Pos.No. 4986448 635492
Price ¥4,800
Quantity 20

CS スポーツヘルメット EX キッズ 
イヤーガード付

US-3206　（レッド）
Pos.No. 4560464 233834
US-3207　（イエロー）
Pos.No. 4560464 233841
US-3208　（ライトブルー）
Pos.No. 4560464 233858
Price ¥6,800
Quantity 20

CS スポーツヘルメット EX
US-3201　（ホワイト）
Pos.No. 4560464 233797
US-3202　（ブラック）
Pos.No. 4560464 233803
US-3203　（クラブレッド）
Pos.No. 4560464 233810
US-3204　（ブルー）
Pos.No. 4560464 233827
Price ¥7,900
Quantity 20

MC-2551 MC-2552 MC-2553

US-3201

US-3206

US-3207 US-3208

MC-3548

MC-3547 MC-3549

US-3202 US-3203 US-3204

ME-1272　
CS  
フローティングベスト　 

（Ｒブルー）　
Price ¥4,800
Quantity 20
Pos.No. 4949669 312726

ME-1271　
CS  
ジュニアフローティングベスト　 

（ピンク）　
Price ¥4,500
Quantity 20
Pos.No. 4949669 312719

反射テープ

股ベルト
付き

水抜き用
メッシュ

調整
ベルト

前面と大きなえり部
分の浮力材により、頭
が水面から出て上向
きに浮かびやすい。

Sports Helmet

シーサイド フローティング 
ベスト２ 子供用　 

適応目安体重 30〜45㎏

MC-2551　（レッド）
Pos.No. 4986448 625516
MC-2552　（イエロー）
Pos.No. 4986448 625523
MC-2553　（ブルー）
Pos.No. 4986448 625530
Price ¥4,500
Quantity 20

ベルト調整で
体格に合わせてフィット。

安全、安心のスポーツ用ヘルメット。

●適応サイズ（約）／
身長130～150㎝、
胸囲65～80㎝、体重
30～45㎏
●浮力（約）／5㎏
●製品サイズ（約）／
幅40×丈47㎝
●重量（約）／250g
●材質／表面生地：ポ
リエステル、浮力体：
ポリエチレンフォー
ム、ベルト：ポリプロピ
レン

●適応サイズ（約）／
身長85～95㎝、胸囲
60㎝まで、体重11～
18㎏
●浮力（約）／4.5㎏
●製品サイズ（約）／
幅30×丈52㎝
●重量（約）／320g
●材質／表地生地：ポ
リエステル、浮力材：
ポリエチレンフォー
ム、ベルト：ポリプロピ
レン

●サイズ（約）／ＦＲＥＥ
●適応サイズ（約）／身
長130～150㎝、胸囲
65～80㎝、体重30～
45㎏
●材質／表面生地：ポ
リエステル、浮力体：ポ
リエチレンフォーム、ベ
ルト：ポリプロピレン

●サイズ（約）／ＦＲＥＥ
●適応サイズ（約）／身
長150～185㎝、胸囲
80～105㎝、体重45～
90㎏
●材質／表面生地：ポ
リエステル、浮力体：ポ
リエチレンフォーム、ベ
ルト：ポリプロピレン

●適合サイズ（約）／
55～61㎝
●製品サイズ（約）／
26×22×18㎝
●重量（約）／420g
● 材 質 ／ 外 側 シェ
ル：ＡＢＳ樹脂、ベンチ
レーターメッシュ：ナイ
ロン、内側シェルパッ
ズ：ＥＶＡフォーム材、
ヘッドホールドベルト：
ポリプロピレン、あご
ベルト：ポリエステル

●適合サイズ（約）／
55～62㎝
●サイズ（約）／24×
20×16㎝
●重量（約）／470g
● 材 質 ／ 外 側 シェ
ル：ポリエチレン、イ
ンナーパッズ：発泡ゴ
ム、サイズ調節ベル
ト：ポリエステル

●適合サイズ（約）／
51～54㎝
●サイズ（約）／26×
21×20㎝
●重量（約）／420g
● 材 質 ／ 外 側 シェ
ル：ＡＢＳ樹脂、ベンチ
レーターメッシュ：ナイ
ロン、内側シェルパッ
ズ：ＥＶＡフォーム材、
ヘッドホールドベルト：
ポリプロピレン、あご
ベルト：ポリエステル

数量限定  適応目安体重 30〜45㎏ 数量限定  適応目安体重 45〜90㎏適応目安体重 11〜18㎏
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