
株式会社 スクープアウト
〒 294-0056 千葉県館山市船形 216-1-5
TEL/0470-27-6647  FAX/050-3737-4746

SCOOP-OUT
2O22CATALOG

www.scoop-out.com



SCOOP-OUT WORKBOOK  2O22 02

King Fisher Solo キングフィッシャーソロ

￥418,000 （税込価格）

Mojito Tandem
モヒートタンデム（2人艇）
￥324,500 （税込価格）

Mojito Mid Section
モヒート ミッドセクション
￥132,000 （税込価格）

Mojito Solo モヒート ソロ（1人艇）

￥191,400 （税込価格）

Mojito Angler Solo モヒート アングラー ソロ（1人艇）

￥204,600 （税込価格）

ペダルドライブを採用したPoint65分割式カヤック。ペダルドライブのデ
メリットである重量を分割することで解消し、分割可能なことにより車の
荷室や集合住宅のエレベーターにも収まるなど様々なメリットをもたら
します。ボトムの形状は安定性に優れたトリマランタイプ。前後の大きな
ハッチと荷室、そしてデッキ部分にも多くの荷物を積載可能です。

モヒートはPoint65の新たな分割式シットオントップカヤックです。1人乗りの「ソロ」
は2分割に、2人乗りの「タンデム」は3分割となります。低い座席位置でシットオン
トップ特有の不安定さを軽減し、標準装備されるラダーにより初心者でも安定した
パドリングを可能にしています。また、前後のハッチ（荷室）に加えて後部シートの後ろ
にカーゴスペースを有し、積載能力を高めています。

モヒートアングラーは、特徴である分割システムを活かしたシットオンタイプのフィッ
シングカヤックです。シート周辺に3つのロッドホルダーなどを備えています。

連結時╱■全長：331cm ■全幅：79cm ■高さ：30cm ■重量：32kg（結合時） 
分割時╱Front Section：■全長171cm ■全幅：79cm ■高さ：30cm
             Back Section：■全長166cm ■全幅：79cm ■高さ：30cm

ソロ連結時╱■全長：330cm ■全幅：74cm ■高さ：31cm ■重量：26kg
タンデム 連結時╱■全長：480cm ■全幅：74cm ■高さ：31cm ■重量：39kg 
分割時╱Front Section：■全長167cm  Mid Section：■全長157cm
　　　　Back Section：■全長167cm

ソロ連結時╱■全長：330cm ■全幅：74cm ■高さ：31cm ■重量：26kg 
分割時╱Front Section：■全長167cm  Back Section：■全長167cm

デッキ面

シートは前後に自由に調節可能、
また高さも4段階に変更可能です。

ボトム面

■カラー
グリーン グレー オレンジ

Mid Section ミッドセクション

￥207,900 （税込価格）

King Fisher Soloにこのミッドセクション
を加えることで二人乗りを可能にします。

■カラー
グリーン グレー オレンジ

ミッドセクションに、インパルスドライブは付属していません。

グリーン

オレンジ

POINT65°N（ポイントシックスティーファイブ）は1996年にストックホルム
を拠点として創設。北欧らしい美しいデザイン、厳しい自然環境で開発され
たカヤックは人気の分割式カヤックをはじめとしたレクリエーションカヤック、
ツーリングカヤックまで幅広いラインナップを誇っています。

■カラー
レッド イエロー ライム

グリーン
ブルー

■カラー
グリーン オレンジ

New

New

グリーン

モヒート タンデム/レッド

モヒート ソロ/イエロー
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３レイヤーポリエチレン製のシークルーザーは、１DAYツーリングから長期遠征までの幅広いニーズに対応しています。幅
が広く長い優雅なシルエットはどのような状況下でも安全な航行を可能にしてくれます。ラダーとスケッグが標準装備され、
その性能はFRP製カヤックにも劣ることはありません。

数々の遠征を成し遂げた世界的にも有名なシーカヤッカーNigel Foster（ナイジェル フォスター）がデザインしたモデル。
通常のシーカヤックツーリングはもちろん、サーフゾーンやロックガーデンで本領を発揮するコントローラブルなカヤック
です。保針性を上げるために手元で操作可能なSkegが標準装備されます。軽量で剛性の高い3レイヤーポリエチレン製。

Sea Cruiser シークルーザー

￥291,500（税込価格）

Whisky16 Tourer 3L PE ウィスキー 16 ツアラー 

￥291,500（税込価格）

■全長：525cm　■全幅：58cm　■重量：26kg

■全長：488cm　■全幅：56cm　■重量：25kg

イエロー

ブルー

Mercury Tandem マーキュリータンデム（2人艇）

￥349,800（税込価格）

Mercury Solo マーキュリーソロ（1人艇）

￥244,200（税込価格）

水星の名を持つこのカヤックは、マティーニ同様にシットインタイプの分割式カヤックですが、1人乗りのツーリング艇が3分
割、２人艇の状態では4分割となります。その効果から1人艇で414cm、2人艇で543cmまで全長を伸ばす事ができ、よりス
ムーズでスピードのあるパドリングが可能となりました。また、マティーニに比べ全幅が60cmと狭く、バウ部分（船首）パーツ
が、ミッドセクションのコックピット内部に収納されます。これにより4分割のタンデム（2人乗り）でもコンパクトとなり、543cm
の長いカヤックがステーションワゴンの荷室に収まる事を可能にしました。

連結時╱■全長：543cm　■全幅：60cm　■重量：35kg 
分割時╱Front Section：107cm  Mid Section：163cm
            Back Cockpit Section：140cm　Back Section：157cm   高さ（最高）約35cm

連結時╱■全長：414cm　■全幅：60cm　■重量：23kg 
分割時╱Front Section：107cm  Front Cockpit Section：163cm 
　　　　Back Section：157cm　高さ（最高）約35cm

マーキュリーソロ
ライム

マーキュリータンデム 
レッド

Mid Section 
ミッドセクション

￥107,800（税込価格）

■全長：157cm　■全幅：60cm 
■重量：12kg

■カラー
レッド イエロー ライム

グリーン
ブルー

■カラー
レッド イエロー ライム

グリーン
ブルー

■カラー
レッド イエロー ライム

グリーン
ブルー

テキーラタンデム/レッド

テキーラソロ/イエロー

Tequila! Tandem 
テキーラタンデム（2人艇）

￥217,800（税込価格）

テキーラはPoint65のシットオントップカヤックです。その最大の特徴は、既存の
シットオンとは異なり「分割式」という点。1人乗りの「ソロ」は2分割に、 2人乗り
の「タンデム」は3分割となります。2人艇「タンデム」の中央のユニット「ミッドセ
クション」を抜いて前後を結合させることにより、一人艇にすることが可能です。
Air Seat付きバックレストが標準装備となります。

連結時╱■全長：416cm　■全幅：75cm　■重量：35kg 
分割時╱Front Section：166cm  Mid Section：163cm
            Back Section：169cm   高さ（最高）約35cm

Tequila! Solo テキーラソロ（1人艇）￥137,500（税込価格）

連結時╱■全長：295cm　■全幅：75cm　■重量：21kg 
分割時╱Front Section：166cm  Back Section：169cm
            高さ（最高）約35cm

Tequila! Angler テキーラ アングラー ソロ

￥155,100（税込価格）

テキーラアングラーは、テキーラの特徴である分割システムを活かしたシットオ
ンタイプのフィッシングカヤックです。コックピット周辺に4つのロッドホルダーな
どを備えています。

連結時╱■全長：295cm　■全幅：75cm　■重量：22.5kg 
分割時╱Front Section：166cm  Back Section：169cm  高さ（最高）約35cm

Mid Section ミッドセクション

￥90,200（税込価格） 

■全長：163cm　■全幅：75cm 
■重量：14kg

Martini Tandem 
マティーニ タンデム（2人艇）

￥290,400（税込価格）

マティーニは、シットオンタイプのモヒートとは異なりシットインタイプの分割カ
ヤックです。テキーラと同様にタンデムは３分割で2人艇、ソロは2分割となりま
す。2人艇「タンデム」の中央のユニット「ミッドセクション」を抜いて前後を結合
させることにより一人艇にすることが可能です。

連結時╱■全長：416cm　■全幅：70cm　■重量：35kg 
分割時╱Front Section：170cm  Mid Section：163cm
            Back Section：142cm   高さ（最高）約35cm

Martini Solo マティーニ ソロ（1人艇）￥178,200（税込価格）

連結時╱■全長：285cm　■全幅：70cm　■重量：22kg 
分割時╱Front Section：170cm  Back Section：142cm  高さ（最高）約35cm

マティーニソロ
ブルー

マティーニ タンデム
イエロー

Mid Section ミッドセクション

￥107,800（税込価格）

■全長：163cm　■全幅：70cm 
■重量：12kg

■カラー
レッド イエロー ライム

グリーン
ブルー

■カラー
レッド イエロー ライム

グリーン
ブルー

■カラー
グリーン

カモフラージュ

S SKEG

S SKEG

R RUDDER

在庫
限り

在庫
限り

在庫
限り
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イエロー

レッド
後部に隔壁と荷室を装備するデイツーリングカヤック。リクリエー
ションモデルらしい外見からは想像できない機動力とパドリング
スピードを持ち合わせています。

取り回しのしやすいシットオンカヤック。魅力的な価格でこれか
らパドリングを始めるのに最適なモデルです。

Raider レイダー

￥96,800 （税込価格）

Seadog シードッグ

￥75,900 （税込価格）

■全長：350cm　■全幅：63cm　■重量：約22kg

■全長：295cm　■全幅：75cm
■重量：約21kg

エントリーユーザーに向けたPoint65の新しいラインナップ。
よりパドリングを身近に楽しめるモデル、コストパフォーマ
ンスに優れたツーリングカヤックを中心に魅力的なモデルを
ラインナップしています。

■カラー
レッド イエロー

■カラー
レッド イエロー

■カラー
レッド イエロー

■カラー
レッド イエロー

■カラー
レッド イエロー

前後2つの荷室と合計3つの隔壁をもつ全長510cmのタンデム
シーカヤック。軽量で剛性の高い3レイヤーポリエチレンを使用
し不快な撓みも軽減しています。また前後のコックピット位置が
離れているために互いのパドルワークが干渉することもありませ
ん。ファミリーユースはもちろんアウトフィッターのツアーオペレー
ション艇として絶大な人気を持つモデルです。

コストパフォーマンスに優れたシーカヤック。450cmという日本
のフィールドにマッチした全長、ラダーの標準装備、女性から大
柄な体格のパドラーにもフィットする安定感。これからシーカヤッ
クを始める方へお勧めのモデル。アウトフィッターのツアーオペ
レーション艇として最適です。

前後の荷室と隔壁、ラダーなどシーカヤックの基本装備を備え
た定番モデル。広いコックピットは背の高い方や大柄な方へ
フィットします。また505cmという全長は距離の長いツーリング
で快適な巡行スピードを約束します。

Doubloon ダブルーン

￥264,000 （税込価格）

Buccaneer バッカニア

￥157,300（税込価格）

Jack ジャック

￥168,300 （税込価格）

■全長：510cm　■全幅：68cm　■重量：約30kg

■全長：450cm　■全幅：63cm　■重量：約24kg

■全長：505cm　■全幅：58cm　■重量：約27kg
イエロー

イエロー

レッド

シンプルなナイロン素材のスカート、調節可能な2mmバンジー
コードをリム部分とウエスト部分に使用。

丁寧なシーム加工と3/8インチバンジーリムを使用した ショル
ダーストラップ付きの頑丈なスカート。スクールやレンタル向
けにも最適です。

Point65°Nカヤックのコックピットにジャストフィットするナイ
ロン製コックピットカバー。

Spraydeck Storm
スプレーデッキ ストーム

￥9,680 （税込価格）

Spraydeck Ocean
スプレーデッキ オーシャン

￥14,300 （税込価格）

Spraydeck Seal
スプレーデッキ シール

￥7,480（税込価格）

■コックピットサイズ：XLのみ

バリオタイプ

バリオタイプ

ジョイントボタンタイプ

ジョイントボタンタイプ

■全長：220 ～ 240cmまで調整可能
■角度調節：0°～ 360°　■カラー：イエロー

■全長：220、230cmの2種類
■角度調節：60°0°60°　■カラー：イエロー

■全長：220、230cmの2種類
■角度調節：60°0°60°　■カラー：ブラック

■全長：220 ～ 240cmまで調整可能
■角度調節：0°～ 360°　■カラー：ブラック

■コックピットサイズ：XLのみ ■コックピットサイズ：XLのみ

Size：XL/Raider、Buccaneer、Jack、Doubloon、Sea Cruiser、Martini、Mercury  ※Whisky16に関してはお問い合わせください。

Easy Tourer Paddle 2piece
イージーツアラー 2ピース
バリオタイプ ￥9,900（税込価格） ジョイントボタンタイプ ￥8,800（税込価格）

ジョイントボタンタイプ ￥12,100（税込価格）バリオタイプ ￥13,200（税込価格）

Easy Tourer Glass Shaft
Paddle 2Piece
イージーツアラー グラスシャフトパドル 2ピース

アルミシャフトとプラスティックブレー
ドを組み合わせたエントリー向けパ
ドル。その耐久性の高さから最初に
購入するパドルとして、またスクール
やツアーでの使用に向いています。
長さが可変のバリオタイプとシンプ
ルで軽量なジョイントボタンタイプの
展開があります。

プラスティックブレードとファイバー
グラス製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軽量パ
ドル。軽量で丈夫なパドルを探して
いるパドラーに人気があり、多くの
ガイドツアーに使用されている実績
があります。R RUDDER

R RUDDER

R RUDDER
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右記のカラー以外は
カスタムオーダーとして対応します。

下記以外のオプションに関しては
お問い合わせください。

下記以外のオプションに関してはお問い合わせください。各モデルは、スタンダードレイアップ／基本カラー（7色）をベースに展開されています。これ以外
に、デッキ、シームライン、ハル、コーミングに至る本体カラーを180のカラーの中から自由に組み合わせ可能。また、キールラインの補強、積層の軽量化、
カーボン・ケブラー仕様など様々なカスタムをご要望に応じて承ります。

カスタムオーダー基本料

￥42,900 （税込価格）

3分割仕様

￥187,000 （税込価格）

フルキールストリップ

￥26,400 （税込価格）

メタルフレイクデッキ

￥27,500 （税込価格）

エリートレイアップ

￥64,900 （税込価格）

50/50レイアップ

￥88,000 （税込価格）

カーボンケブラーレイアップ

￥148,500 （税込価格）

特注色指定や軽量仕様にするオプション
チャージ料金

バウ、コックピット、スターンで3分割にする仕様 摩耗しやすいキールライン全体を補強するオプション デッキ部分の塗装に金箔などの粉末粒子を混ぜるカラーオプション

ファイバーグラスの積層を薄くして3kg程
度軽くする事が可能です。

デッキにカーボン・ケブラー、ハルにファ
イバーグラスを使用し2kg程度軽くする
事が可能です。

ハル、デッキ、隔壁、シートなどにすべてケ
ブラー・カーボンを使用し、4 ～5kg程度
軽くする事が可能です。

　世界的に有名なパドラーであるナイジェル・デニスにより1993年に製作が開始されたカヤックブランドです。ナイジェル・デニスは、ポール・
カフィンと共に世界で最初に英国一周遠征を達成するなど、様々な輝かしい遠征実績を誇っています。
　Day Hatch（サードハッチ）や鍵穴型（キーホール型）コックピットなど、今では当たり前のように数多くのブランドに使用されている機能を世界
で最初に取り入れ、世界中のエキスペディションパドラーが最も使用することが多いブランドです。厳しい気象条件や海況で使用される遠征から
得た数多くのデータを基に新たなモデルが生み出されています。

【カスタム仕様】 スタンダードレイアップ
【スタンダードカラー】 デッキ / レッド、シーム / ブラック、ハル / ホワイト

細身な体型の方や小柄な方に向けたモデルで、ラインナップの中でも抜群の速さを誇ります。乗り手の意思にダイレクトに反応するレス
ポンスの良さを持ち、1dayツーリングから長期の遠征まで幅広く対応します。細身の艇ながら膝周りはレイズドエリアと呼ばれる”膨ら
み”によりコックピット内での窮屈感を与えません。

Pilgrim Expedition
ピルグリム エキスペディション

￥572,000〜 （税込価格） 

■全長：519cm　■全幅：50cm　■深さ：30.5cm
■全容量：283リットル　■重量：24.5kg
■適応体重： 45 ～ 75kg

小柄な方や女性、コンパクトでタイトなカヤックをお好みの方に向けたモデル。非常に優れた旋回性と瞬発性を併せ持っています。コッ
クピットもレイズドエリアと呼ばれる”膨らみ”により非常にフィット感が良くカヤックをコントロールする楽しさを味わうことが出来ます。
1dayツーリングから1週間程度のキャンプツーリングまで対応可能です。

Pilgrim  ピルグリム

￥572,000〜 （税込価格）

■全長：480cm　■全幅：50cm　■深さ：30.5cm
■全容量：250.5リットル　■重量：23kg
■適応体重： 40 ～ 65kg

【カスタム仕様】 エリートレイアップ、フルキールストリップ、メタルフレイクデッキ 
【カスタムカラー】 デッキ / グレイ、シーム / ワインレッド、ハル / ホワイト

全体のサイズ・ボリューム共に、日本人そして日本のシーカヤックフィールドにマッチしているモデルで、乗り味も非常に素直でマイルド
です。強風下でも不安を感じる事ない旋回性と直進性を備えており、これから本格的にカヤックを始めるエントリーユーザーから熟練の
方まで幅広く対応します。国内のインストラクターにも高い評価を頂いている人気モデルです。

Romany Classic  ロマニークラシック

￥572,000〜 （税込価格）

■全長：485cm　■全幅：54cm　■深さ：32.5cm
■全容量：276.15リットル　■重量：23.5kg
■適応体重： 50 ～ 80kg

【カスタム仕様】 スタンダードレイアップ、フルキールストリップ
【カスタムカラー】 デッキ / ティール、シーム / スプリンググリーン、ハル / ティール

ロマニーサーフは人気モデルであるロマニーのハイボリューム版になります。世界中のカヤックインストラクターが愛用している操作性は
そのままに、コックピットサイズのボリュームを大きくしたモデルとなります。またボトム形状も、ロマニークラシックよりもV形状を抑えピ
ルグリムやピルグリムエキスペディション同様のスクエア形状を採用しより安定感を増しています。これから本格的にシーカヤックを始め
る方からエキスパートまでをフォローするモデルです。

Romany Surf  ロマニー サーフ

￥572,000〜 （税込価格）

■全長：492cm　■全幅：55cm  ■深さ：34cm
■全容量：314リットル　■重量：24.5kg
■適応体重： 60 ～ 90kg 【カスタム仕様】 スタンダードレイアップ

【カスタムカラー】 デッキ / ブルー、シーム / ブラック、ハル / ホワイト

人気のPilgrim Expeditionのコックピットにゆとりを持たせ、カヤック後部のボリュームを増やし、背が高くスリムな人向けに作られたモ
デル。ゆとりのあるコックピットは長期の遠征などでもストレスを感じることなく、デッキの高さを抑えながらも膝周りのレイズドエリアに
よりフィット感も損なわれてはいません。50cmの幅ながらスクエア型のハル形状で非常に安定感が高く、パドル操作に対するレスポン
スが非常に良く、長さを感じずにカヤックをコントロールすることが可能です。

Latitude  ラティテュード

￥572,000〜 （税込価格）

■全長：524cm　■全幅：50cm　■深さ：30.5cm
■全容量：294リットル　■重量：25kg
■適応体重： 65 ～ 95kg 【カスタム仕様】 スタンダードレイアップ、フルキールストリップ

【カスタムカラー】 デッキ / ホワイト、シーム / ライトブルー、ハル / ホワイト
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人気モデルのロマニーサーフのポリエチレン製モデル。剛健な1レイヤーポリエチレンを使用し耐久性に優れています。シートとコーミン
グはFRP製でナイロン製のスプレースカートの装着も容易です。ゆとりあるコックピットは大柄な体型の人までもカバーします。ハイレベル
のコントロール性と美しいロッカーの効いたデザインはロマニー譲りで、熟練パドラーも納得するカヤックです。

人気モデルのロマニークラシックのポリエチレン製モデル。剛健な1レイヤーポリエチレンを使用し耐久性に優れています。シートと
コーミングはFRP製でナイロン製のスプ レースカートの装着も容易です。女性から小柄な男性までをカバーするフィット感の良いコッ
クピット。ハイレベルのコントロール性と美しいロッカーの効いたデザインはロマニー譲りで、熟練パドラーも納得するカヤックです。

Romany Sport  ロマニースポーツ  

￥327,800 （税込価格）

■全長：498cm  ■全幅：54cm   ■深さ：33cm  
■全容量：282リットル  ■重量：25kg
■適応体重： 60 〜 90kg

Romany Sportive ロマニースポルティブ 

￥327,800 （税込価格）

■全長：475cm  ■全幅：53cm 
■全容量：276リットル  ■重量：24kg
■適応体重： 40 ～ 80kg

ブルー

オレンジ

■カラー
レッド イエロー オレンジ スプリング

グリーン
ブルー ピンク

■カラー
レッド イエロー オレンジ スプリング

グリーン
ブルー ピンク

Sea kayaking UKのフラッグシップモデル。数々の遠征に採用され、円熟されたカヤックです。長期のツーリングにも対応可能な広い
荷室、荷物を積んだ 際の安定感、フィット感の良いコックピット周りなど、すべてがエキスペディションに対応する作りとなっています。
※大柄な人向けに、ハルデザインはそのままにデッキ部分をボリュームアップしたエキスプローラーHV （ハイボリューム）仕様も
あります。

Explorer  エキスプローラー

￥572,000〜 （税込価格）

■全長：533.5cm　■全幅：54cm　■深さ：34.5cm
■全容量：313.5リットル　■重量：25kg
■適応体重： 60 ～ 90kg 【カスタム仕様】 50 / 50レイアップ、フルキールストリップ 

【 カスタムカラー】 デッキ / ブリティッシュレーシンググリーン、シーム / イエロー、ハル / ホワイト

人気のPilgrim Expeditionのローボリューム版のモデル。小柄な女性を対象にして開発されました。コックピットを含めて全体的にデッ
キの高さが抑えられているので、体力がない女性でもレスポンス良くコントロールすることが可能です。スピードと安定性は他のPilgrim
シリーズ譲りで、スクエア型のハル形状で非常に安定感が高く、長さを感じずにカヤックをコントロールすることが可能です。

Echo  エコー

￥572,000〜 （税込価格）

■全長：507cm　■全幅：50cm　■深さ：28cm
■全容量：255リットル　■重量：23.5kg
■適応体重： 40 ～ 60kg

【カスタム仕様】 スタンダードレイアップ
【カスタムカラー】 デッキ / ホワイト、シーム / ブラック、ハル / ホワイト

高品質な商品をラインナップする日本のカヤック用品メーカー「Marsyas（マーシャス）」。 
FRPやCarbonを使用し、目的に沿ったパドル選びが可能です。

Fiberglass Paddle 2piece
ファイバーグラス パドル 2ピース

￥19,800 （税込価格）

■全長：220、230cm　■重量：約1,000g（230cm）
■ブレード角：60°  0°  60°
■材質：ファイバーグラス　■カラー：レッド、グリーン

Fiberglass Paddle Ergo 2piece
ファイバーグラス パドル エルゴ 2ピース

￥20,900 （税込価格）

■全長：225cm　■重量：約1,050g
■ブレード角：60°  0°  60°
■材質：ファイバーグラス　■カラー：オレンジ

Full Carbon Paddle Ergo 2piece
フルカーボン パドル エルゴ 2ピース

￥33,000 （税込価格）

■全長：225cm　■重量：約800g 
■ブレード角：60°  0°  60° 
■材質：カーボン　■カラー：ブラック

Full Carbon Paddle 2piece
フルカーボン パドル 2ピース

￥30,800 （税込価格）

■全長：220、230cm　　■重量：約750g（230cm）
■ブレード角：60°  0°  60° 　■材質：カーボン 
■カラー：ブラック

Carbon Paddle 2piece
カーボン パドル 2ピース

￥24,200 （税込価格）

■全長：220、230cm　■重量：約850g  （230cm）
■ブレード角：60°  0°  60° 
■材質：カーボン（ブレード）・ファイバーグラス（シャフト） 
■カラー：ブラック

レッド

Carbon Paddle 4piece
カーボン パドル 4ピース　￥26,400 （税込価格）

■全長：220、230cm　■重量：約900g（230cm）　■ブレード角：60°  0°  60° 
■材質：カーボン（ブレード）・ファイバーグラス（シャフト）　■ カラー：ブラック

Free Adjustable PackRaft 4piece
フリーアジャスタブル　パックラフト　4ピース　￥28,600 （税込価格）

■全長：200 ～ 210cm　■ブレード角：Free
■材質：50％カーボン（ブレード）・50％カーボン（シャフト）　■ カラー：ブラック

オレンジ

ブラック

ブラック

ブラック

グリーン
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SEALSはMade in USAにこだわり続ける数少ないカヤック用品メーカーです。
中軸となるスプレースカートはサイズや種類も豊富で、日本製カヤックを始めとし
た世界中のカヤックメーカーのコックピットサイズに対応しています。またレスキュー
用品などのカヤック関連アクセサリー類も次々とラインナップに加わっています。

Mesh Deck Bag
メッシュデッキバッグ

￥6,380（税込価格）

Travel Safety Flag
トラベルセーフティーフラッグ

￥880（税込価格）

シンプルなメッシュデッキバッ
グで四隅にあるクリップでデッ
キコードに簡単に素早く脱着
可能です。立体裁断された形
状は物の出し入れが容易で高
さを抑えた形状はパドリングの
際にも邪魔になりません。内側
に流失防止の為のD環が装備
されています。

カートップした際に車からはみ出
すカヤックの後部につけるセーフ
ティーフラッグ。耐久性が高い
ターポリン素材と丈夫なウェービ
ングを使用しています。

カヤックを車載する際にルーフラックのバーに取
り付けるクッション材です。十分な厚さのクロー
ズドセルのパッドを使用しているため、大事なカ
ヤックに傷を付けることもありません。UVプロテ
クション素材を使用。2本セット。

230cmまでの2ピースパドルが2本
収納可能なパドルバック。全面キル
ティングのパッド入り生地を採用し
ています。取り外し可能なショル
ダーベルト、ネームケース付。

Tropical Tour Model トロピカルツアー モデル
US規格サイズ（1.2、1.4、1.7）
￥25,300（税込価格）

日本規格サイズ（K-1、K-1 Large、K-1 X-Large）
￥27,830（税込価格）

防水透湿素材をデッキとタンネル部分に使用、擦れやすいコー
ミング周りはバリスティックナイロンで補強してあります。
調節可能ネオプレンウェストバンド・サスペンダーは取り外し可
能。デッキ部分にテンションバー採用。

Surf Model サーフ モデル
US規格サイズ（1.2、1.4、1.7）
￥22,000（税込価格）

日本規格サイズ（K-1、K-1 Large、K-1 X-Large）
￥24,200（税込価格）

ハイパフォーマンス3.5mmネオプレンをデッキ部分とタンネ
ル部分（胴回り部分）に使用、3/8インチバンジーリム使用。

■ウェストサイズ ： S、M、L　■カラー ： ブラック

SeaSprite Model シースプライト モデル
US規格サイズ（1.2、1.4、1.7）
￥26,400（税込価格）

日本規格サイズ（K-1、K-1 Large、K-1 X-Large）
￥29,040（税込価格）

ハイパフォーマンス3.5mmネオプレンをデッキ部分に使用、 
防水透湿素材をタンネル（胴回り部分）に使用。調節可能ネ
オプレンウェストバンド・サスペンダー取り外し可能、 3/8
インチバンジーリム使用。

■ウェストサイズ ： フリー　■カラー ： ブラック

Cockpit Seal コックピットシール
US規格サイズ（1.2、1.4、1.7）
￥7,920（税込価格）

日本規格サイズ（K-1、K-1 Large、K-1 X-Large）
￥8,712（税込価格）

■カラー ： ブラック

■ウェストサイズ ： フリー　■カラー ： ブラック

丈夫なターポリン素材を使用したコックピットカバー。標準装備のハ
ルストラップとアジャスタブルバンジーコードによりカヤックのコック
ピットリムにしっかりとフィット。グラブループ部分にはバックルを装備
しており車載した際の紛失を防ぎます。
※コックピットサイズの適合についてはお問い合わせください。

Surf Model

SeaSprite ModelTropical Tour Model

Cockpit Seal

※各商品の仕様は変更する場合があります。

※詳しくはお問い合わせください。

Roof Rack Pads（Pair） 
ルーフラックパッド ペア
18inch￥5,500（税込価格）

24inch￥6,050（税込価格）

30inch￥7,150（税込価格）

36inch￥8,250（税込価格）

2piece Kayak Paddle Bag
2ピースカヤックパドルバック
￥18,150（税込価格）

Seals Spray Skirt   リムサイズ チャート

リムサイズ

日本規格
サイズ

US規格
サイズ

K-1

1.2

K-1 Large

1.4

K-1 X-Large

1.7

コックピットリム外径サイズ

約 77×43cm（縦×横）

約 87×47cm（縦×横）

約 84×45cm（縦×横）

約 90×48cm（縦×横）

約 87×47cm（縦×横）

約 93×49cm（縦×横）

30inch

24inch18inch

36inch

■サイズ：18inch（45.7cm）、24inch（61.0cm）
               30inch（76.2cm）、36inch（91.4cm）
■ カラー：ブラック

■サイズ：23×135cm
■ カラー：ブラック

SCOOP-OUT CATALOG  2O21

BAFFIN  バフィン

￥20,900 （税込価格）

LEVEL SIXで最もシンプルでありながらスタイリッシュなパドリングジャケット。
手首と首部分にネオプレンクロージャーを装備して止水性を高めています。本
体生地はしなやかな2.5レイヤーを採用しています。

■カラー：クレイターブルー、モルテンラバ、
               ウルトラバイオレット
■サイズ：XS、S、M、L

※サイズチャートはP.23をご覧ください。

シトロン/
クレイターブルー

ブラック/
ウルトラバイオレット

クレイターブルー

モルテンラバ/
メルロー

モルテンラバ

ウルトラバイオレット

TORNGAT トーンガット

￥25,300 （税込価格）

脱着式のフードを装備したダブルオーバータイプのパドリングジャケット。首回
りはパドリング時に体温調整を容易にするジップアップ式を採用。手首部分は
ダブルカフ仕様で止水効果が高めています。本体生地はしなやかな2.5レイヤー
を採用しています。

■カラー：モルテンラバ、クレイターブルー
■サイズ：XS、S、M、L

クレイターブルー

モルテンラバ

DUKE DRY TOP  デューク ドライトップ

￥38,500 （税込価格）

しなやかな2.5レイヤーの生地を採用したLEVEL SIXの新しいドライトップジャケット。ウエス
トはダブルウェスト仕様、首と手首はラテックスガスケットを装備して水の侵入を防ぎます。

■カラー：ブラック/ウルトラバイオレット、
　　　　  シトロン/クレイターブルー、
               モルテンラバ/メルロー
■サイズ：S、M、L 2.5

2.5

2.5

KENORA ケノラ

￥35,200 （税込価格）

急な天候の変化に対応するフードを装備した本格的なシーカヤッキング向けパ
ドリングジャケット。フード内側のネック部分と手首部分にはネオプレンクロー
ジャーシステムを採用。ウエストはスプレースカートを巻き込めるダブルウェス
ト仕様となっています。本体生地はしなやかな2.5レイヤーを採用しています。

■カラー：モルテンラバ、クレイターブルー、リーフ
■サイズ：S、M、L

クレイターブルー

リーフ

2.5

モルテンラバ

レベルシックスは、2人のカナダ人によって、1997年にオンタリオ州オタワでスター
トしました。パトリック・キャンブリン、ジョエル・コワルスキー、ビリー・ハリス
といった カヤック界のレジェンド達が使用してテストを繰り返してきました。 カヤッ
クの競技に求められる機能とサーフィンの持つ自由な空気感やその独自のセンス
を融合した全く新しいブランドを作り出し、世界中のパドラーに共感を得ています。
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PRO GUIDE プロガイド

￥13,200 （税込価格）

ネオプレンパンツをインナーに施したサーフ
パンツ。ずり落ち防止&防寒対策でネオプレ
ンウェストバンドが採用されています。

■カラー：ブラック、ディープブルー
■サイズ：30、32、34

WOMEN’S PRO GODDESS
ウィメンズ プロゴッテス

￥13,200 （税込価格）

ネオプレンパンツをインナーに施したサーフパンツ。
ずり落ち防止&防寒対策でネオプレンウェストバン
ドが採用されています。

■カラー：ブラック、ディープブルー
■サイズ：4、6、8、10

RADIATOR PANT 0.5mm
ラディエーターパンツ 0.5mm

￥9,680 （税込価格）

しなやかな薄手のネオプレン素材を使用したロン
グパンツ。コストパフォーマンスに優れておりSUP
やパックラフトなどのパドルスポーツに最適です。

■サイズ：XS、S、M、L、XL

ブラック ディープブルー

ディープブルー

SURGE サージ

￥31,900 （税込価格）

CURRENT カレント

￥23,100 （税込価格）

LEVEL SIXの新しいソックス付きパドリングパンツ。
今季からダブルウエスト仕様へ変更となりました。
膝や尻周辺の擦れやすい部分には耐久性に優れ
た3レイヤー生地、それ以外のしなやかさが必要な
部分には2.5レイヤー生地を採用しています。ウエ
スト部分と裾部分にはネオプレンクロージャーを採
用し調整が可能です。

2.5レイヤーのしなやかな素材を使用したコスト
パフォーマンスに優れたパドリングパンツ。

■カラー：チャコールグレイ
■サイズ：XS、S、M、L、XL

■カラー：チャコールグレイ
■サイズ：XS、S、M、L

2.5

2.53

背面デザイン

背面デザイン

背面デザイン背面デザイン

※サイズチャートはP23をご覧ください。

ブラック

SLATE SOCK  スレイト ソック

￥5,500（税込価格）

アッパーに2mmのネオプレン生地、ソールにケプラー生地
を採用した耐久性の高いパドリングソックス。単体としても、
ウォーターサンダルと組み合わせることも可能です。

■サイズ： XS、S、M、L、XL

PHOTON SOCK  フォトン ソック

￥4,180（税込価格）

2mmのネオプレン生地を採用したパドリングソックス。
パドリングブーツのインナーとしても、ウォーターサンダ
ルと組み合わせることで足先を寒さから守ります。

■サイズ：XS、S、M、L、XL

CREEK BOOT 2.0  クリークブーツ 2.0

￥11,000（税込価格）

甲部分に装備されたバンジーコードと足首部分のベルクロ
によりしっかりと足にフィットするLEVEL SIXの新しいパドリ
ングブーツ。

■サイズ ： 5～13 ※ハーフサイズの展開はありません。

65 7 8 9 10 11 12 13

23〜2422〜23 24〜25 25〜26 26〜27 27〜28 28〜29 29〜30 30〜31（cm）
Size Chart

SHOCK LEASH WITH
CARABINER　ショックリーシュ ウィズ カラビナ

￥5,280（税込価格）

パドルカラビナとショックコードをセットにしたコストパフォー
マンスに優れたカウテール。

SUP ANKLE STRAIGHT LEASH 
SUPアンクルストレートリーシュ ￥6,380（税込価格）

SUP用のストレート形状の径7mm長さ11フィートのアンクルリーシュ。

COIL PADDLE LEASH
コイルパドルリーシュ　￥4,180（税込価格）

コストパフォーマンスに優れたコイルパドルリーシュ。
パドル側はベルクロテープで固定。カヤック側はプラ
スティック製のクリップ形状。

SUP QUICK RELEASE COIL LEASH  
SUP クイックリリースコイル リーシュ

￥7,920（税込価格）

リバーSUP向けのクイックリリース機能を持ったコイルリー
シュコード。

TIE DOWN STRAP  タイダウンストラップ

バックル部分に保護用のパッドを採用したタイダウンベルト。
長さごとにカラーが分かれています。（1本売り）

3M（ブルー）

4Ｍ（レッド）

5M（イエロー）

￥1,650（税込価格）

￥1,705（税込価格）

￥1,760（税込価格）

SUP ANKLE COILED LEASH
SUPアンクルコイルドリーシュ  ￥6,380（税込価格）

SUP用のコイル形状の径7mm長さ11フィートのアンクルリーシュ。

PADDLE CARABINER
パドル カラビナ

￥3,520（税込価格）

ワイヤーゲートを使用したパドルカラビナ。

BILGE PUMP ビルジポンプ

￥4,620（税込価格）

コストパフォーマンスに優れたビルジポンプ。ダブ
ルアクションシステムを採用して押す時も引く時
も水を抜くことが可能。 1回のポンピングで400cc
の水を排出します。

INFLATABLE PADDLE FLOAT
インフレータブルパドルフロート

￥7,480（税込価格）

収納性に優れた空気注入式のパドルフロート。

UNI SEX UNI SEX
UNI SEX

New
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E-Case イーケース

水、泥、雪などから電子機器を100%守る防水ケース。
日常生活からアウトドアまで幅広く使えます。

S

M

L

XL
￥3,080（税込価格）

￥3,300（税込価格）

￥3,520（税込価格）

￥3,960（税込価格）

SEAL PAK シールパック

￥8,250（税込価格）

カヌーやカヤックのなどのツーリングの際に、財布や車の鍵、携帯電話など
の貴重品などをまとめるのに適した小型の防水バック。付属のウェービング
を利用してショルダーバックやウエストバックとしても使用可能です。

■カラー：ヘザードブルー、へザードグレー、ヘザードグリーン
■サイズ：4L（8×20×20cm）

■カラー： へザードグレー、へザードブルー、へザードグリーン
■サイズ： Sサイズ / 外寸：11.5×18.5cm（内寸：7.5×14cm）
              Mサイズ / 外寸：15.5×20.5cm（内寸：11.5×16cm）
              Lサイズ / 外寸：17.6×24.2cm（内寸：13.5×19.5cm）
              XLサイズ / 外寸：22×32cm（内寸：18.5×27cm）

ヘザードブルー

へザードグレー

へザードグレー

ヘザードグリーン
Lサイズ

Ｍサイズ Sサイズ

ヘザードグリーン

アメリカのシアトルで誕生したアウトドア専用バッグメーカー。
過酷なアウトドアフィールドでデバイスを守る防水ケース、ドライバッグ、パックのブランドです。

Map Case  マップケース

環境に優しいPVCフリーのポリウレタンを使用した防水
マップケース。止水性に長けたジッパーで地図を濡らす心
配がありません。四隅にDリングを装備しています。

Sサイズ

Mサイズ

Lサイズ

￥1,980（税込価格）

￥3,300（税込価格）

￥3,960（税込価格）

■サイズ： Sサイズ/寸法 ： 20×30cm
　　　　 Mサイズ/寸法 ： 30×41cm
　　　　 Lサイズ / 寸法 ： 41×56cm

ヘザードブルー

ヘザードグレー

ヘザードブルー

へザードグリーン

●

●

●

●

●

●

●

ー

●

●

ー

ー

Baja Dry Bag  バハ ドライバッグ

1000Dの生地を使用した最高の耐久性を持つドライバッグ。カヌーはもちろん、SUP、パック
ラフト、ラフティングまであらゆるアクティビティに使用可能。どんな条件でも中の荷物を濡れ
から守ります。

5L

10L

20L

30L

40L

55L

￥2,860（税込価格）

￥3,300（税込価格）

￥3,960（税込価格）

￥4,620（税込価格）

￥5,170（税込価格）

￥5,500（税込価格）

■カラー： ブラック、イエロー、レッド、オリーブ

ブラック

イエロー

レッド

オリーブ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

ー

●

●

ー

ー

ブラック

オリーブ

レッド

イエロー

●

●

●

●

●

●

●

ー

●

●

ー

●

Boundary Dry Pack  バウンダリードライパック

Dromedary Bag  ドロメダリーバッグ

バックパック型ドライバックのベストセラー。本体生地には耐久性に優れた100Dを採用。
ショルダーハーネスとウエストベルトは取り外し可能です。パックラフトなどの小型インフ
レータブルタイプのカヌーを収納することも可能です。

厳しい環境でも確実に水を持ち運べる、耐久性が高いウォーターバッグです。1000デニールの耐久性に優れた
生地を採用したドロメダリーバッグは世界一信頼できると言われています。バッグにくくりつけたりと持ち運びに
便利なウェビングやグロメットが付いています。

115L

10L6L

35L

65L
￥15,400（税込価格）

￥17,600（税込価格）

4L ￥6,600（税込価格）

■カラー： ブラック、オリーブ、レッド、イエロー 

■材質 ： PU・ABS
■       / サイズ：25.4×46.5cm　重量：196g
          / サイズ：28.7×52.3cm　重量：247g
          / サイズ：31.8×58.4cm　重量：284g

4L 
6L 

10L 

￥19,800（税込価格）

￥8,360（税込価格）￥7,590（税込価格）

WATER
STORAGE

New
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PFD Sea Link
PFDシーリンク
￥15,400 （税込価格）

通常のカウテールにトゥーラ
インの機能を加えたシステム。
本体のバックルを外し、内部の
7Mのウェービングを使用して
簡易的なトゥーラインとして使
用する事が可能です。ワイヤー
ゲートのパドルビナ付き。

※カラビナ&本体のカラーは変更する可能性があります。

Micro Throw Line
マイクロスロー ライン
￥5,390 （税込価格）

■サイズ：20cm×13cm×5cm
■ロープ長：太さ6.3mm×長さ15.24M
■重量：282g

約15Mのポリプロピレン製フローティングロープを
採用したコンパクトで軽量なコストパフォーマンスに
優れたスローバック。バック裏側にメッシュ素材を採
用しています。

4-Bailer フォーべイラー

￥5,940 （税込価格）

■サイズ ： 20.3cm×13cm×5cm
■ロープ長 ： 太さ6.3mm×長さ15.24m
■重量 ： 287g

基本のスローバックの機能に、船底にたまった水をくみ
取るベイラー（あかくみ）、救難用のリフレクティブテー
プ、ホイッスルの4つの役割を加えたスローライン。

Regulation Throw Line 50’
レギュレーションスローライン 50’

￥7,920 （税込価格）

■ロープ長：太さ6.3mm×長さ15.24M
■重量：303g

6.3mm×15.24Mのポリプロピレン製 のフ
ローティングロープを使用したコンパクトなス
ローバック。ティアドロップ形状で正確なスロー
イングを行えます。

Pig Tail  ピッグテイル

￥6,820 （税込価格）

ワイヤーゲートのパドルビナとチューブラー
ウェービングバンジーを使用したカウテール。

※カラビナ&本体のカラーは
　変更する可能性があります。

● 使用例

North Waterはカナダ・バンクーバー
に拠点を置く、パドル関連用品、マリン
レスキュー用品、スウィフトウォーターレ
スキュー用品を取り扱う老舗ブランドで
す。世界中のリバーガイドやシーカヤッ
クガイドからフィードバックしたデータを
元に革新的でハイクオリティーな製品を
マーケットに送り出しています。

Quick-Click
Waist Belt
クイック クリック ウェスト ベルト

￥2,530 （税込価格）

4-Bailer、Micro Throw Line、Regulation Throw Lineに取
り付けることが可能なクイックリリース機能がついたウェ
ストベルト。スローラインを携帯する際に両手を空けるこ
とができます。

※装着イメージ。
　ベルトのみの販売です。

Nano Tow Line  ナノ トゥーライン

￥12,100 （税込価格）

■サイズ：28cm×7cm×10cm   ■ロープ長：太さ4mm×長さ9.14m

コンパクトでコストパフォーマンスに優れたシンプルなトゥーライン。開口部が広い収納ケー
スは迅速にロープをしまうことが可能です。

Dynamic Tow Line 35’ Pro
ダイナミック トゥーライン35’ プロ

￥18,480 （税込価格）

■ロープ長：太さ6.3mm×最大10.6m

BCU Level5のコーチ陣が開発に加わったトゥーライン。太さ6.3mmのH2prO Lineは軽量
で扱いやすく殆ど伸縮しません。使用状況に合わせて長さの調節も可能です。バンジーを
利用したショックアブソーバーや視認性を確保するリフレクティブテープなどガイドやイン
ストラクターが要望した機能が満載のトゥーラインです。

Mesh Deck Bag メッシュ デッキバック

スモール ￥5,720 （税込価格）

ラージ　 ￥6,600 （税込価格）

■サイズ：スモール / 25.4×28cm
               ラージ / 30.5×48cm

開口部にジッパーではなく、故障リスクの無いベ
ルクロ素材を使用したシンプルなメッシュデッキ
バック。カヤックへの取付けは四隅のD環に細引
きなどを使用して行います。

※装着イメージ。撮影のための小物は含まれません。※装着イメージ。撮影のための小物は含まれません。

Coiled Paddle Leash
コイルド パドルリーシュ
￥5,720 （税込価格）

高品質のコイルを使用したパドル
リーシュ。ステンレス製のスウィベル
がコードの絡みを防止します。

Paddle Britches
パドル ブリッチーズ

￥8,360 （税込価格）

パドルをデッキにホール
ドするアタッチメント。パド
ルをデッキ装着する際に
傷をつけずに固定するこ
とが可能です。またサーフ
ゾーンでパドルを流失す
ることも防ぎます。素材は
100デニールのコーデュラ
を採用しています。
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Classic Cooler  クラシック クーラー

Classic Cooler Mini クラシック クーラー ミニS（10L）

Ｍ（15L）

L（20L）

S（10L）

Ｍ（15L）
￥7,920（税込価格）

￥9,460（税込価格）

￥11,000（税込価格）

￥11,000（税込価格）

￥12,650（税込価格）

空気を送り込み保冷力/保温力をアップさせたソフトクーラー。ロールタ
イプのクロージャーは内容物の固定にも効果があります。取り外し可能な
ショルダーベルト付き。

人気のクラシッククーラーのミニサイズ。底の形状がパッキング
しやすい正方形。350mlの缶が4～５本、ワインボトルが2本入
るサイズです。

■サイズ：S / 40×22×22cm、M / 40×26×26cm、L / 40×29×29cm ■サイズ：19×19×36cm

■オレンジ・ブルー・クリムゾン・
　オリーブグリーン ■リアルツリーカモ

■リアルツリーカモ

￥8,250（税込価格）

■ブルー

￥7,150（税込価格）

■カラー
オレンジ ブルー クリムゾン リアル

ツリーカモ
オリーブ
グリーン

■カラー
ブルー リアル

ツリーカモ

アメリカ発のソフトクーラーのブランド。耐久性
と断熱性に長けたポーラ―レイヤーの間に空気
を送り込むことで、保冷力 / 保温力をアップさせ
たソフトクーラーをラインナップしています。

Thigh
Padz

Seat
Padz

Beckson Thirsty-Mate
Kayak Bilge
ベクソン サースティーメイト
カヤックビルジ

￥8,470（税込価格）

10回のポンピングで
約4リットル排水が可能です。

NSI Thigh Padz &
Seat Padz
NSI サイパッズ＆シートパッズ
Thigh Padz￥5,500（税込価格）

Seat Padz  ￥5,720（税込価格）

ベクソン・マリン社は1955年より妥協の無い性能と品質をテーマとした商
品開発を続けているマリン用品メーカーです。日本のシーカヤックフィー
ルドに於いてBecksonの赤いビルジポンプはあまりにも有名です。

1933年にスウェーデンにて創設されたシルバ
社は、アウトドア愛好家はもちろん、軍隊、測量
士、地質研究者などにも高い支持を得ている
信頼のコンパスブランドです。

カヤックのシート周り、膝周りのフィッティン
グを高める高密度ウレタンフォームを使用
したフィッティングパッドです。シール状で
簡単に取り付けることが出来ます。
厚さ：4mm

SILVA 58
KayakCompass
シルバ 58 カヤックコンパス

￥13,200（税込価格）

SILVA 70P
Compass
シルバ 70P コンパス
￥23,100（税込価格）

STRUTTER ストルッター

￥33,000 （税込価格）

ROCKER ロッカー

￥41,800 （税込価格）

WANDERER ワンダラー

￥25,300 （税込価格）

ストルッターは、カヤックヘルメットのアイコン的存在です。野球のベースボールキャップ
からインスパイアされ、3Dコンピューターグラフィックによりクールでいながら安全を考慮さ
れたデザインで人気のヘルメットです。

ホワイトウォーターのダウンリバー/クリーキングなどでしっかりと頭部全体を守るために
デザインされたモデル。本体素材にはカーボンファイバーがラミネートされ、イヤーパッド
と顔面を守るのに有効なバイザーが標準装備されています。

SWEETのカヤックヘルメットの中でもコスト
パフォーマンスに優れたオールラウンドモデル。

■カラー ： Deep Purple Metallic、Matte Fluo、Matte Burning Orange、
　　　　   Gloss White、Dirt Black
■サイズ（頭部囲の長さ）： S / M（53-56cm）、M / L （56-59cm）、L / XL（59-61cm）

■カラー ： Matte Burning Orange、Matte Fluo、Deep Purple Metallic、
               Gloss White、Dirt Black
■サイズ（頭部囲の長さ）： S / M（53-56cm）、M / L （56-59cm）、L / XL（59-61cm）

■カラー ： Deep Purple Metallic、
               Gloss Burning Orange、
           　 Gloss Fluo、Gloss White、
                Dirt Black
■サイズ（頭部囲の長さ） ： S/M（53-56cm）、
　　　  M / L（56-59cm）、L / XL（59-61cm）

Deep Purple 
Metallic

Gloss White

Gloss Burning 
Orange

Gloss Fluo

Deep Purple 
Metallic

Deep Purple 
MetallicMatte Fluo

Matte Burning 
Orange

Gloss White

Matte Fluo

Dirt Black

Gloss WhiteDirt Black

Matte Burning 
Orange

Dirt Black

スウィートプロテクションは、ノルウェー東部の小さな村トゥリシ
ルで、アクションスポーツを愛する数人の若い友人グループによっ
て2000年に設立されました。現在では、スキー/スノーボード、
ホワイトウォーターカヤック、マウンテンバイクといったアクション 
スポーツのヘルメット、プロテクションギアなどを開発しています。
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Men’s & Women’s 
Paddling Shoe 
メンズ＆ウィメンズ パドリングシュー

￥13,200（税込価格）

サイドジッパーを装備した脱着が容
易なネオプレン製パドリングシューズ。
トラクション性の高いソールと フリー
スのような肌ざわりのVaporLoft™ラ
イナーで快適なパドリングを約束します。 
22cm～24cmまではWomen’s Model
で対応となります。

■カラー：グレー / ブラック
■サイズ：Women’s 6 / 22～23、7 / 

23～24  Men’s 7 / 24～25、8 / 25～
26、9 / 26～27、10 / 27～28、11 / 

28～29、12 / 29～30cm

ATB Wet Shoe　エーティービーウェットシュー

￥13,200（税込価格）

■カラー：グレイ / ブラック　■サイズ：6～11 ※ハーフサイズの展開はありません。
ワークブーツ用のソールを使用し、7mm厚のインソールと5mm厚ネオプレン生
地で快適さと暖かさを両立します。

Deluxe Boat Sponge
デラックスボートスポンジ

￥3,080（税込価格）

カヤックのコックピットに入った水や砂を排出
するのに有効な専用スポンジです。

暖かい気候で活躍するSUPやカヤック、カヌーに最適なグローブ。
手の甲部分にはUPF50+のスパンディックス素材を使用し怪我と
紫外線から手を守ります。

Cove Gloves
コーブグローブ

￥6,380（税込価格）

■サイズ：XS、S、M、L、XL

1972年に創設されたNRS（Northwest River Supplies）は、米国北西部のアイダホ州モスコーに拠点を
置くパドリング用品メーカーです。その質の高い商品はグローブ、ブーツを始め、アクセサリーまで幅広い
ラインナップを誇っています。

6 7 7 8 9 10 11 12

22〜23 23〜24 24〜25 25〜26 26〜27 27〜28 28〜29 29〜30

Women’s（cm） Men’s（cm）

UNI SEX

UNI SEX

オンラインストアからのご注文はコチラから！

ONLINE STORE

東京スカイツリーのすぐ傍、墨田区押上にあるスクープアウト直営店。
自社取扱商品に限らず、国内で流通しているパドルスポーツ用品全般の販売。

店頭販売以外にもオンラインストアでの通信販売も行っています。また、パドリングスクールやツアー、クリニック、スライドショーなども開催しています。

都心唯一のカヌー、カヤック、SUPの専門店「パドルクエスト」

〒130-0002 東京都墨田区業平4-6-11　Tel.03-6456-1712
 www.paddle-quest.com

Men's

Women's

New

New

S

胸囲

バスト

胸囲

胸囲

M

ウエスト

ウエスト

ウエスト

ウエスト

L

袖丈

袖丈

XL

首囲

首囲

ウエスト

ウエスト

身長

XS

XS

XS

XS

S

XS

156〜165

88

80

ー

76〜76

23.0〜24.0

21.0〜22.0

166〜178

70

62

ー

4

179〜188

86

81

189〜196

39

36

27-28 inch / 70

4 / 74

体重

S

S

S

S

M

55〜65kg

94

86

86〜94

76〜81

25.0〜26.0

66〜79kg

76

69

30

6

80〜86kg

89

84

87〜95kg

41

39

29-31 inch / 76

6 / 79

足のサイズ

M

M

M

M

L

L

L

L

XL XL

XXL XXL

L

XL24〜28

102

94

94〜104

81〜89

109

102

104〜114

89〜99

117 114〜122

123 122〜127

26.0〜27.0

28.0〜29.024〜28

84

76

32

8

91

84

34

10

99 36

105 38

28〜31

91

86

94

89

97

99

28〜31

42

41

32-34 inch / 84

8 / 84

43

42

35-37 inch / 91

10 / 89

45 38-40 inch / 99

46 41-42 inch / 105

（cm）

（cm）

（cm）

（cm）

（cm）

（cm）

（cm）

（cm）

Dry Suit

MENS / Paddling Tops 

WOMENS / Paddling Tops 

MENS / Casual Tops 

WOMENS / Casual Tops 

Bottoms

Bottoms

Socks

Level Six Size chart
LEVELSIX サイズチャート


