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crusoe415,crusoe460,crusoe500
XPOD

最高の安全性能を持つシーソック・ホイール標準装備のエクスペディションモデル

→　ｐ8

LITE
crusoe415,crusoe460,crusoe500

ライトウェイト・コンパクト収納モデル

→　ｐ９

   TANDEM

※写真のホイールセットは別売りです。

※写真のシステムカートセットは別売りです。
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フレームには数々の実験から得られたバタフライカヤックス独自の仕様と成型法を用いて、高い強度を持つグラスファイバーＦＲＰ
を使用し、さらに特に強度の要求される部分には円周方向の繊維を強化したリングを追加し、耐久性を高めています。
その軽量かつ高い反発力により、岩からの衝撃を吸収し、曲がることなく、海水でも錆びず、使用後のメンテナンスも容易です。
ステム、リブの曲げ部分には高強度アルミにアルマイト加工を施したパイプを使用しています。

ハルクロスには加硫ゴムと同等のゴム弾性、優れた耐摩耗性、高い溶着強度を持ち、長期の耐久性が要求される工業用ローラーなど
にも用いられるウレタン素材を使用し、耐久性抜群です。特に高い強度を要求されるボトムハル部分にはエクスペディション用の厚み
１．５倍、引き裂き強度３倍のヨーロッパ製の最新１６８０ＤＴＰＵファブリックを採用。サイドハル部分は軽量な８４０Ｄ
ＴＰＵファブリックを採用。エアチューブには４２０Ｄナイロン補強ウレタンメンブレンを使用。シーム部分には同素材のウレタン
ストリップを内側から溶着し、高圧にも耐えうる引張り強度を確保。高い圧力により、水圧による変形も小さく、高い横安定性をもたら
します。バルブには信頼性の高い大型のインフレータブルボート用を使用。大型バルブにより、すばやい空気の出し入れが可能です。

ウレタンハル・ウレタンエアチューブ

P5P4

フレーム部品点数わずか3～６。多くの部品を一体化させた構造により、組み立ては非常に簡単で、迷うことはありません。
慣れれば10分程度で組み立てることができます。また、部品を忘れたり、紛失したりする可能性も低く、使用後のメンテナンスも
簡単にできます。簡単な組み立て、分解、収納はフォールディングカヤックの自由度を拡げます。

初心者でも不安のない十分な安定性と、適度なボリューム
配分によるスピード性能、高い操作性をバランスよくデザイン
しています。特に波の中での安定感、操作性は高い評価を
得ています。また、ウェザーコッキングに強い独特のデザイン
により、風に対しても影響を受けにくくなっています。

DESIGN

柔軟なハルによる波のエネルギー吸収

エアチューブによる支え

水圧

EASY CARRYING

カヤックツーリング中、悪天候やトラブルにより、出発地点に戻れない状況でも
フォールディングカヤックは折りたたんでフェリーや電車、バスを利用することで
、その危機的状況を回避することができる場合があります。そんな状況で、カヤックと
すべての装備を背負うのはかなりの体力を必要としますが、ホイールを簡単に取り付け
出来れば無理なく移動できます。
XPODには運搬に便利なホイールをワンタッチで取り付けられるアタッチメント、
ホイール2個が標準装備されています。LITEにはオプションのLITE専用ホイール,
タンデムには収納バックにオプションのシステムカートセットを取り付けることが
できます。20cm大径ホイールは階段や砂浜での移動も可能にします。

QUICK ASSEMBLYADVANCED MATERIAL 

スーパーストレングスＧ-ＦＲＰフレーム

TECHNOLOGY 
HF WELDING TECHNOLOGY

3D COMPOSITES COAMING

船体布は高周波溶着技術を駆使し、浸水や糸切れの原因となる
ミシン縫い部分を極力なくし、デッキ、ハルの接合部分は船首から
船尾まで、バウハッチ、スターンフラップに至るまで、ほぼすべての
部分を溶着で接合しています。
また、シーソック・エアチューブも高周波溶着により接合し、
高い信頼性、気密性、耐久性を実現しています。

シングル艇のコックピットコーミングフレームは複雑な３次元形状を、高い強度を持つＧ－ＦＲＰ材料を用いて独自の成形法により
一体成型したＦＲＰコーミングと、曲げ加工とアルマイト加工で処理された高強度アルミ材料Ｌ６４Ｔ－８を組み合わせ、軽量で
高剛性なコックピット周りを実現しました。その強度を生かし、運搬時コーミングフレームに車輪を接続することも可能になりました。
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P7P6

船体布の柔軟性を生かした
シンプルなスリット状のバウ
ハッチを採用。防水バッグの
ようなフラップの巻き込みに
より、高い防水性を実現。
１０Lサイズの防水バッグの
出し入れが可能です。より
開口部の広いラージタイプ
選択可能。

ウレタンストリップ

溶着

デッキとハルの接合はウレタンストリップ
を介して重ね合わせ高周波溶着しています。
縫合のみの接合や突合せ溶着接合に比べ
高い接合強度と防水性を実現しました。

デッキ

ウ
レ
タ
ン
ハ
ル

ガンネル
フレーム

縫合

デッキ・ハルの溶着接合

フレームに組み込まれたシンプルなＬ字型インチを回転させることにより、テンションのかけ始めから最終段階まで連続して一定の力を、
船体布にかけることができます。船体布が伸縮しても紐の長さを調整する必要はなく、常に最大限のテンションをかけることができます。

紛失しないようにシーソック兼収納バッグにあらかじめ取り付けられたバータイプのフットブレイスは、しっかり踏ん張る
ことができ、効率的なパドリングが可能です。位置調節はコックピットからストラップで調節可能。

壊れたり錆びて動かなくなる可能性の高いジッパーを使用せず、内部･外部2重のバックルで
開閉できる方式を採用。フルオープンスターンデッキは大型防水バッグが直接スターン荷物室に
入ります。また、フラップはデッキに高周波溶着されており、縫い目がなく防水性、耐久性抜群です。

CONSTRUCTION

シームストリップ

ウレタンゴム

ナイロン繊維

溶着

ウレタンエアチューブ

カヤックの両サイドにはエアチューブが内蔵されています。繊維強化
ＴＰＵ素材、大型バルブにより素早い空気の
出し入れが可能です。

フレーム下ハル補強ストリップ

ボトムクロスのキール、チャインのフレームが通る部分
の下には補強ストリップを溶着し、船体布の消耗を
防ぎます。
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　　　　コックピットポッド
（ボトムフレーム、フレームカバー付属）

ホイール、軸セット

半組み立て状態収納
スターンフレームを取り外すと、コックピットから後ろのみを折りたたむことが可能です。車種によっては車の中に収納も可能。
錆びないFRPフレームのため、このまま保管してもジョイントが抜けなくなる心配がありません。
クルーソー415　長さ265cm、クルーソー460　長さ285cm、クルーソー500　長さ305㎝

沈脱時の船体内への浸水を最小限に抑え、浮力を確保するシーソックが標準装備。１０００Ｄポリエステルターポリンを

溶着接合した完全防水素材を使用し、長期の使用にも耐えます。厚めの素材でコックピットフレームにあらかじめ取り付け

られているため、変形しにくく、足にまとわりついたり、排水時にポンプに吸い付きにくくなっています。また、コーミング

から外すと前後荷室へのアクセスも容易で、さらにフレームから完全に取り外して軽量化することも出来ます。

↓

車輪をＸＰＯＤのパイプに差し込むだけでカートバッグになります。

シーソックがそのまま収納バッグになり、中に全ての部品を収納するシンプルで安全性の高いコックピットポッドシステム採用。

ＦＲＰコーミング＋高強度アルミ曲げパイプを組み合わせた一体構造により、軽くて高剛性なコックピット周りを実現しました。

また、その強度を生かして、車輪をコックピットに差し込むだけで高剛性なカートバッグになります。

ホイール、エクスペディションハル標準装備

ＬＩＴＥフレームは部品点数わずか３－４で、シンプルで分かりやすい構造です。

コックピットはＸＰＯＤと同じＦＲＰコーミング＋高強度アルミフレームの剛性が高いタイプ

となります。エクスペディションハル標準装備。オプションでＬＩＴＥホイール取り付け可能。

収納バッグにはオプションの車輪を接続する穴が設置されています。

特許出願中

フレームを持ち上げること

により自動的にフレームが

ジョイント出来ます。

特許出願中

発送する時には出来るだけ小さく収納し、長い距離を移動する時には車輪をつけるなど、状況に応じて

収納状態を変えることができます。（車輪を取り付けるにはオプションのＬＩＴＥホイールセットが必要）

コックピット下向き収納 .

コックピット上向き収納 .

XPOD
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特許出願中

フレームを持ち上げること

により自動的にフレームが
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 2WAY STORAGE
特許出願中
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使用状況に合わせて船体幅、ボリューム、ロッカーを変えることが出来る。

オープンコックピットの2人艇は、1人でも2人でも使用でき便利な反面、1人艇としての使用時には幅が広すぎることによる
漕ぎにくさや、ボリュームが大きすぎることによるスピードの低下、水面上に出る体積が大きく風の影響を受けやすく、
水面下に沈み込む体積が増える2人使用時に調整された回転性では、１人使用時には回転性が高すぎるといった欠点も
ありました(当社試作艇比）。バタフライカヤックス独自の3分割リブフレームは部品点数を少なくし組み立てを簡単にする
だけでなく、わずかな部品の交換だけで船体幅を縮め、ロッカーを小さくすることが出来、1人艇として使用するときも快適な
漕ぎ心地を実現しました。幅を狭めると、当社シングル艇クルーソー４６０に匹敵するスピードを出すことが出来ます。

シングル艇・タンデム艇として使用できるマルチパーパスモデル

コックピット前のリブフレームは上下分離
構造でサイドにフレームの出っ張りがなく、
また取り付け位置も足への干渉がないよう
に前後に間隔をあけて配置しています。
広く乗り降りがしやすく、座るとゆったりした
前席で２人使用でも快適に乗ることができ
ます。また、この構造によりバウ形状を鋭く
絞り込むことが可能になり、波切り、スピード
性能を向上させることが出来ました。

水圧によるボトムハルの凹みを抑え、
スピード、操作性を向上させます。
特に幅の広い２人艇には必要な装備です。

ニーブレイス標準装備

２人使用時

１人使用時

←
　
７
５
ｃ
ｍ
　
→

←
　
６
９
ｃ
ｍ
　
→

特許出願中

→

→

コーミングカバー装着時

→

→
2人用

１人用

※写真のシステムカートセットは別売りです

オープンコックピットは乗りやすく開放的ですが、一度に多くの水が浸入する恐れもあります。
海や波風の強い場所で使用するときは必ずコーミングカバーを装着してください。

3分割リブ

膝のフィット感を増すニーブレイス
標準装備。１人使用時、２人使用時
どちらでも使用できます。

キールサイドストリンガー

ある程度フレームがまとまった状態でつながっている独自のブロックフレーム、
リブが接続されたまま回転収納できる構造を採用。取り付け場所を迷うことなく、
また部品の紛失の可能性も少なくなります。中央部分のパイプとリブは外れない
構造となっており、組み立て時、カヤックとして使用時も体重がかかっても外れる
ことはありません。

ローリングスライドフレーム広い前席コックピット
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シーソック内フロントデッキ部分に配置した
メッシュポケット。小物の収納に便利です。

ハルと同じ耐久性の高いTPUウレタン素材を使用したシーソック兼
収納バッグです。より高い耐久性を求められる方に。

標準のエクスペディションボトムハルを軽量な８４０D TPU
ウレタン素材にできます。約３００－５００ｇ軽量化可能。

460        290,000

310,000

415        270,000

290,000

500        340,000

360,000

コックピット前のバウデッキ部分、標準のストレート２本＋クロス２本のショックコードの配置を、
Ｄリングをさらに中央に追加することによりストレート３本など、ショックコードをさまざまな
配置に出来るオプションです。

デッキ中央にセンターラインを溶着接合します。
引き締まったデザインになり、デッキ布の補強
にもなります。



 280,000

4,000
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4,000

12,000

4,000 8,000

シーソック内フロントデッキ部分に配置した
メッシュポケット。小物の収納に便利です。

ハルと同じ耐久性の高いTPUウレタン素材を使用したシーソック兼
収納バッグです。より高い耐久性を求められる方に。

標準のエクスペディションボトムハルを軽量な８４０D TPU
ウレタン素材にできます。約３００－５００ｇ軽量化可能。

2,000

コックピット前のバウデッキ部分、標準のストレート２本＋クロス２本のショックコードの配置を、
Ｄリングをさらに中央に追加することによりストレート３本など、ショックコードをさまざまな
配置に出来るオプションです。

,000

デッキ中央にセンターラインを溶着接合します。
引き締まったデザインになり、デッキ布の補強
にもなります。



バックパック￥20,000

タンデムに標準装備のバックパック。
ＸＰＯＤを背負ったり、宅配便で送るときの保護カバー
としても使えます。１０００Ｄコーデュラナイロン、
磨耗しやすい底部分は１６８０Ｄバリスティック
ナイロン使用。システムカートセットを取り付けると、
カートバッグとしても使用できます。

（※写真のパドルは価格に含まれていません。）

COLOR ORDER

シングルボトムリブセット
           ￥

P14 P15

グレイジュ

スプルースグリーン

ダークグリーン

ネイビー

写真はライム（左）ピンク（右）

※　色見本はあくまでも参考です。印刷の都合により、実際の色とは違います。ご注文される場合は色サンプルをお送りすることもできます。
※　メーカーの都合により、廃盤色になっていることがあります。製作が可能かどうかは、お問い合わせください。
※　色見本はすべての製作可能な色から抜粋して表示しています。この色見本にない色でも製作可能です。詳しくはお問い合わせください。　　　　

http://bfkayaks.com/store/

バタフライカヤックスではフレーム、船体布の開発から製造まですべて国内自社工場内で行っているため、
部品交換や修理、改造、特別仕様モデル製作など、きめ細やかな対応が可能です。
交換部品はバタフライカヤックス・オンラインショップでもご購入いただけます

システムカートセット ￥15,000

 SEALSスプレースカート
       ￥
          (シングル艇には標準装備）

タンデム艇用コックピットカバー
　　１人用　￥

　 　　 2人用　 ￥

システムカートセットは組み立てたカヤックを
運搬するカヤックカートとしても使用できます。

写真の車軸、ホイール２個はＸＰＯＤに標準装備です。
ＸＰＯＤご購入の場合は、ホイール、軸なしの
システムカートフレーム　￥8,000を追加すれば
システムカートセットとして使用できます。

ＸＰＯＤ、ＬＩＴＥ、タンデムの収納バッグに簡単に
取り付けられる20cm大径ホイールのカートセットです。
Ｌ６４Ｔ－８アルミ製、アルマイト加工済み。軸はステンレス製。
収納袋、締め付けストラップ付きです。

（※写真のバックパックは価格に含まれていません。）

タンデム艇の幅を狭め、１人使用時の
スピード、漕ぎやすさを高めることが
できます。

特別仕様制作例

ソーラーパネル取付超軽量北極冒険仕様オリジナルデザイン印刷
表紙写真　　セイリング・クルーソー　小豆島へ向かう
裏表紙写真　セイリング・クルーソー　岡山　瀬戸内海

LITEバックパック　￥20,000
LITEホイールセット　￥10,000

LITEに標準装備の専用バックパック、ホイールセットもあります。

ベビーピンクオフホワイト

カクタスグリーンライムグリーン

ディープグリーン ラベンダー グレー

マリーゴールドイエロー

ブラウン

ブラック

ダークグレー

カフェオレ

ベージュ

ホワイト

オレンジ

ロイヤルブルー

ライトグレーグリーンオフホワイト

カーディナルレッド

ピンク

スイートピンク

ベビーピンク

シルバーグレー

ブライトブルー

ライトコッカトー

スプルースグリーン

ブラウン

カヤック本体価格にプラス￥15,000で標準４色以外のデッキカラーで製作もできます。

クリームイエロー

グレージュ

テラコッタ

ダークグリーン



バックパック￥20,000

タンデムに標準装備のバックパック。
ＸＰＯＤを背負ったり、宅配便で送るときの保護カバー
としても使えます。１０００Ｄコーデュラナイロン、
磨耗しやすい底部分は１６８０Ｄバリスティック
ナイロン使用。システムカートセットを取り付けると、
カートバッグとしても使用できます。

（※写真のパドルは価格に含まれていません。）

COLOR ORDER

シングルボトムリブセット
           ￥4,000

P14 P15

グレイジュ

スプルースグリーン

ダークグリーン

ネイビー

写真はライム（左）ピンク（右）

※　色見本はあくまでも参考です。印刷の都合により、実際の色とは違います。ご注文される場合は色サンプルをお送りすることもできます。
※　メーカーの都合により、廃盤色になっていることがあります。製作が可能かどうかは、お問い合わせください。
※　色見本はすべての製作可能な色から抜粋して表示しています。この色見本にない色でも製作可能です。詳しくはお問い合わせください。　　　　

http://bfkayaks.com/store/

バタフライカヤックスではフレーム、船体布の開発から製造まですべて国内自社工場内で行っているため、
部品交換や修理、改造、特別仕様モデル製作など、きめ細やかな対応が可能です。
交換部品はバタフライカヤックス・オンラインショップでもご購入いただけます

システムカートセット ￥15,000

 SEALSスプレースカート
       ￥10,000
          (シングル艇には標準装備）

タンデム艇用コックピットカバー
　　１人用　￥15,000

　 　　 2人用　 ￥18,000

システムカートセットは組み立てたカヤックを
運搬するカヤックカートとしても使用できます。

写真の車軸、ホイール２個はＸＰＯＤに標準装備です。
ＸＰＯＤご購入の場合は、ホイール、軸なしの
システムカートフレーム　￥8,000を追加すれば
システムカートセットとして使用できます。

ＸＰＯＤ、ＬＩＴＥ、タンデムの収納バッグに簡単に
取り付けられる20cm大径ホイールのカートセットです。
Ｌ６４Ｔ－８アルミ製、アルマイト加工済み。軸はステンレス製。
収納袋、締め付けストラップ付きです。

（※写真のバックパックは価格に含まれていません。）

タンデム艇の幅を狭め、１人使用時の
スピード、漕ぎやすさを高めることが
できます。

特別仕様制作例

ソーラーパネル取付超軽量北極冒険仕様オリジナルデザイン印刷
表紙写真　　セイリング・クルーソー　小豆島へ向かう
裏表紙写真　セイリング・クルーソー　岡山　瀬戸内海

LITEバックパック　￥20,000
LITEホイールセット　￥10,000

LITEに標準装備の専用バックパック、ホイールセットもあります。

ベビーピンクオフホワイト

カクタスグリーンライムグリーン

ディープグリーン ラベンダー グレー

マリーゴールドイエロー

ブラウン

ブラック

ダークグレー

カフェオレ

ベージュ

ホワイト

オレンジ

ロイヤルブルー

ライトグレーグリーンオフホワイト

カーディナルレッド

ピンク

スイートピンク

ベビーピンク

シルバーグレー

ブライトブルー

ライトコッカトー

スプルースグリーン

ブラウン

カヤック本体価格にプラス￥ で標準４色以外のデッキカラーで製作もできます。

クリームイエロー

グレージュ

テラコッタ

ダークグリーン



   

カタログ　発効日　２０１９年　３月１日　有効期限　２０２０年　２月２８日

バタフライカヤックス株式会社
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