
カヤックフィッシング用の秋・冬用ウェアについて 

 

シーカヤックツーリングと比較して、運動量が少なく長時間釣りをしているカヤックフィッシングは、ツーリングと比べ

るとかなり寒く感じられます。特に、下半身の冷えが著しいのが特徴です。 

 そのため、冬場のレイアリングは、ウェアの機能性を理解して準備しておくことが重要となります。 

 

① 水熱伝導率は空気と比べると 20倍以上 

② 低体温症を理解してそのリスクを知る 

③ 野外での活動は身体も装備を濡らさないことが重要 

もし濡れても極端に寒くならずもしくは速乾の装備が必要 

④ 対流しない空気の層（デットエア）で身体を保温 

⑤ 体温の８０％は頭部から奪われる 

 

 上記の事項を参考にして、秋・冬用のカヤックフィッシングウェアのおすすめ厳選してみました。 

レイアリングの選択については、末永の２週間以上におよび日本アルプス厳冬期単独テント泊縦走の経験もとても

役に立っています。ぜひ参考にしてください。 

 

秋・冬用のカヤックフィッシングウェア  点数 １～３ で点数が高いほど良い。 

特徴 

タイプ A 

とにかく 

安全重視型 

タイプ B 

万が一の沈にも 

備え汎用性あり 

タイプ C 

秋・冬に限らず年間を 

通じて汎用性あり 

タイプ 冬季ベーシックタイプ サーフィンタイプ 冬季温暖地域タイプ 

安全性 ３ ２ １ 

保温性 ３ ２ ２ 

防水性 ３ ２ 1 

快適性 ２ １ ３ 

通気性 ２ ２ ３ 

耐久性 ２ ２ ２ 

汎用性 １ ３ ２ 

軽量 ２ ２ ３ 

メンテナンス ２ ２ ３ 

経済性 １ ２ ２ 

合計 ２１ ２０ ２２ 

商   品 

選択基準 安全快適重視 濡れ前提重視 四季を通じての汎用性重視 

アンダー 多少濡れても暖かい 

メリノウール 

ウェットスーツ 乾きが早く軽い化学繊維 

ミドル 乾きが早く軽い化学繊維 

アウター 
安全だが高価な 

ドライスーツ 

ドライトップ 

ドライパンツ 
パドリングジェケット 

  

関西より東では、タイプ Aが多いようです。しかし、九州ではドライスーツを所有されている方はごく少数です。 

私は、ガイドで職業柄全てのタイプの装備を所有していますが、実際に自身がカヤックフィッシングに出かける場合

は、タイプ Cの装備で出かけることが多いようです。 

  

万が一のことを考えるとタイプ Aが安全性は格段に高くなります。 

しかし、その費用もまた格段に高くなり、メンテナンスも面倒で防水のきめてとなるラテックスの耐久性の問題があり

ます。また、ラテックスアレルギーにも配慮が必要です。これは、ドライトップにも共通する問題となります。 

 

 冬場のシーカヤック流水トレーニングの際は、ほぼ毎回沈していますので、Cの装備ではとても乗ることはできま

せん。その場合は、Aもしくは Bの装備となりますが、やはりはるかに Aの方が快適で安全性は高いです。 

 タイプ A～Cの特徴をよく理解されご自身の好みで、各タイプを組み合わせれてもよいと存じます。 

 ２枚目にそれぞれ、平戸カヤックスで販売している商品での見積見本を作成しておりますので、よろしければ冬場

のカヤックフィシングのウェアの参考にしてください。 



見積見本                                                         価格：税抜 

見積見本は、Cascadeと RAVEN PANTSのみ高階救命器具の取扱で、他は全てモンベル商品となります。 

※ タイブ A ドライトップ Cascadeは、前ファスナーのため単独で脱着が可能です。 

   モンベルのスーパー ドライスーツが、最安値のドライスーツになりますが、背中のファスナーのため単独での  

脱着はおすすめできません。 

人気の RAVEN PANTSにネオプレンソックスタイプ\29,800(税抜)が新たに追加となっています。 

 スウィングスターパドル  

カヤックアングラーでもお馴染みのレインボーの中谷氏が新たなパドルプランを立ち上げました。 

日本のパドルブランド「スウィングスターパドル」のハイエンド

モデル。薄めのフォームコアブレードでラダー系操作の切れ

味抜群。 軽くて漕ぎやすく、お値段もお手頃です。 

210cm-220cm、215cm-225cm、220cm-230cm 

角度：フリー(レバーロック式ジョイント)  

ブレードサイズ：45cm×17cm 面積：約 590㎠ 

材質：カーボンフォームコアブレード＋カーボンシャフト 

 ストレートモデル：33,000円(税別)  重量：約 745g    ベントシャフトモデル：36,000円(税別)  重量：約 790g 

 

 

 

=====日本セーフティカヌーイング協会（ＪＳＣＡ）公認カヌースクール===== 

平戸カヤックス 

〒857-0134 長崎県佐世保市瀬戸越２丁目１８―１４ 

艇庫：平戸市川内町（千里ケ浜・シービューランチ前） 

携帯 090-5474-4539 代表 末永 直樹 

http://www.hiradokayaks.com  E-MAIL ：info@hiradokayaks.com 

商品 タイプ A タイプ B タイプ C 

アンダー 

スーパーメリノウール L.W. トラン

クス Men' 

¥3,200 

ジオライン L.W.トランクス Men's 

 ¥2,300 

スーパーメリノウール EXP. ラウ

ンドネックシャツ Men'sMen 

¥7,500 

ライトネオプレン ロングス

リーブ 

¥8,800 

ジオライン EXP.ラウンド

ネックシャツ Men's 

 ¥5,524 

スーパーメリノウール EXP. タイ

ツ Men's 

 ¥7,000 

ネオプレン  

パドリングタイツ Men's 

¥12,858 

ジオライン EXP.タイツ 

Men's 

 ¥5,239 

ミドル 

ミッテルレギ ハーフジップ セー

ター Men's 

 ¥13,800 

クリマプラス 100 プルオーバー Men's 

 ¥4,600 

アウター 

ドライスーツ 

 Cascade 

 ¥73,000 

ドライトップ 

¥19,810 

 

ドライパンツ 

¥16,953 

アリュートオーシャン 

アノラック 

¥16,000 

RAVEN PANTS 

\28,000 

高階HPは旧商品のまま 

帽子 
エクセロフト サーマランドキャップ 

¥4,600 

靴下 

メリノウール  

エクスペディション ソックス 

¥2,858 

ライトネオプレン ソックス 

 ¥2,400 

メリノウール エクスペディ

ション ソックス 

¥2,858 

手袋 
ネオプレン オープンパームミトン 

 ¥2,762 

合計（税抜） \114,720 \75,083 \71,883 
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