
ご質問がございましたら SEA	  EAGLE,	  Japan（日本正規代理店）までメールでご連絡下さい。https://www.seaeagle.jp/en/contact-us 
 

Sport Kayak: SE330/SE370 
 
このたびは、SEA	  EAGLE	  インフレータブルカヤックをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 

組み立て・収納方法:  
1. ３パートバルブアダプターの中で一番大きいノズルのうねのある端をホースに挿入してください。  

2. カヤックを広げて下さい。リングを 5 つのエアバルブベースにそれぞれ取り付けて、バルブベースにバルブをね

じ込んで下さい。シートにもリング・バルブを同じように取り付けて下さい。 
3. カヤックを膨らませ終えたら全てのバルブキャップを閉じてください。 
4. パドル：シャフトの端にドロップガードを挿入し、3 つの穴が中央にくるようにシャフトを組み立ててください。 
5. ドレインバルブ：カヤック内部に入った水を排水するために、後部のドレインバルブを開けてください。水上で

はドレインバルブは閉じておかれなければなりません。 
6. カヤックの収納：バルブを緩めカヤックとシートの空気を抜いて下さい。 
7. スケグにスケグ・プロテクターをつけてバルブの方へカヤックを折り畳みながら空気を抜いてください。十分に

乾燥させてから収納してください。 
 

 

ご使用上の注意:   

• 作動圧力：エアチューブ/  ボートフロア/ Deluxe	  Kayak	  Seat	  (DKS)	  （デラックス カヤックシート）1	  .1	  
PSI	  (7.6	  kPa)。 

• SEA	  EAGLE 推奨のポンプを使用してください。市販のエアコンプレッサーは絶対に使用しないでください。

( CO2または空気)  
• 現地の河川・海上航行ルール、その他、規制・規則・法律を順守しましょう 。 
• ボート、カヤックに乗る際は必ずライフジャケットを着用しましょう。 
• 絶対に子どもだけで SEA	  EAGLEボート・カヤックを使用しないでください。 
• 飲酒または薬を服用した後はカヤックを操縦しないでください。操船中にアルコールを摂取しないでくださ

い。 
• 砂利や岩場の上などで SEA	  EAGLEボート・カヤックを引きずらないようにしてください。可能であれば持ち

上げて運んで下さい。 

• ボートの最大積載量、定員を超えて乗船しないでください。最大積載量はボート内側に記載しています。 

• 1 人でカヤック、ボーティングに行かないでください。特にキャンプ、海旅や急流下りをする場合。 
• 本製品は救命具ではありません。SEA	  EAGLEボート・カヤックを絶対に救命具として使用しないで下さい。 

• 全ての ボート・カヤックはメーカーの欠陥に対する３年間の保証があります（詳しくはオンラインでご確認

ください。）  
 
 

SEA	  EAGLE製品をご利用になる前に www.seaeagle.jp/ja/se/cat/5-‐Instructions 
で取扱説明ビデオをご覧ください。 	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
Questions:	  Email	  Customer	  Service	  at	  https://www.seaeagle.jp/en/contact-‐us	  

 
Sport Kayak: SE330/SE370 

 
Thank	  you	  for	  your	  purchase	  of	  our	  high	  quality	  inflatable	  kayak.	  
Basic	  Inflation	  Instructions:	  
8. Insert	  the	  ribbed	  end	  of	  the	  largest	  nozzle	  of	  the	  3-‐part	  valve	  adapter	  (included	  with	  your	  pump)	  

into	  the	  hose.	   	  

9. Roll	  out	  kayak.	  Attach	  the	  ring	  to	  the	  base	  of	  the	  5	  air	  valves	  and	  screw	  the	  valve	  in	  the	  valve	  base.	  
Do	  the	  same	  for	  the	  seats.	  

10. Close	  valve	  caps	  after	  inflating.	  

11. Paddle	  assembly:	  Insert	  the	  drip	  guard	  on	  the	  end	  of	  the	  paddle	  shaft.	  Assemble	  shaft	  with	  the	  
three	  holes	  in	  the	  middle.	  

12. Open	  rear	  drain	  valve	  to	  remove	  water	  from	  kayak.	  Drain	  valve	  should	  be	  kept	  closed	  when	  on	  
water.	   	  

13. Deflate	  kayak	  and	  seats	  by	  unscrewing	  the	  valves.	   	  

14. Put	  on	  skeg	  protectors	  and	  fold	  kayak	  toward	  valves.	  Wipe	  dry	  before	  storing.	  
	  

Other	  Points:	   	  

• Working	  pressure	  of	  the	  floor,	  pontoons	  and	  seats:	  1.1	  PSI	  (7.6	  kPa)	  
• Only	  use	  Sea	  Eagle	  recommended	  pumps	  and	  NEVER	  an	  air	  compressor	  (CO2	  or	  air)	  
• Be	  aware	  of	  local	  boating	  rules	  and	  regulations	  and	  abide	  by	  them	  accordingly.	  
• Always	  wear	  a	  life	  jacket	  when	  on	  the	  water.	  
• DO	  NOT	  allow	  children	  to	  use	  Sea	  Eagle	  boats	  unsupervised.	  
• DO	  NOT	  consume	  alcohol	  while	  boating	  or	  operating	  a	  boat	  while	  under	  the	  influence	  of	  

alcohol	  or	  drugs.	  
• DO	  NOT	  drag	  your	  Sea	  Eagle	  boat	  over	  rocks	  or	  gravel	  if	  it	  can	  be	  avoided.	  
• DO	  NOT	  exceed	  the	  certified	  maximum	  weight	  capacities	  of	  this	  boat	  –	  see	  capacity	  label	  on	  the	  

inside	  of	  kayak.	  
• DO	  NOT	  go	  boating	  alone,	  especially	  if	  camping,	  exploring	  or	  going	  down	  a	  white	  water	  river.	  
• DO	  NOT	  use	  your	  Sea	  Eagle	  Boat	  as	  a	  personal	  flotation	  device	  as	  they	  are	  not	  designed	  for	  that	  

use.	  
• All	  Sea	  Eagle	  boats	  have	  a	  limited	  3	  year	  Warranty	  against	  manufacturer’s	  defects	  (more	  detail	  

online)	  
	   	  

	  
Make	  sure	  to	  watch	  the	  instructional	  video	  at:	   	  
www.seaeagle.jp/ja/se/cat/5-‐Instructions	  before	  using	  your	  Sea	  Eagle.	  

	  
	  
	  
	  


