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1. reACTIV サスペンション、 バックパネル / ショルダーベルト / ウェストベルトは
    ハイフローオープンエア方式 (P.11、12)
2. ジッパードパネルアクセス
3. フリースライニング付エレクトロニクスポケット、ジッパードオーガナイザーポケット
4. トレッキングポール / アイスアックスループ、バイクライトクリップ
5. フロント / サイド / ヒップベルトにストレッチポケット
    レインカバーポケット ( レインカバーは付属しません )
6. ハイドレーション対応

容　量：S/M=24㍑
 M/L=26㍑
外　寸：S/M=25 × 30 × 56㎝
 M/L=25 × 30 × 61㎝
重　量： S/M=920g
 M/L=940g
サイズ：S/M= 背面長 45-52㎝、ウェスト 73-86㎝
 M/L= 背面長 50-57㎝、ウェスト 86-99㎝
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1. reACTIV サスペンション、 バックパネル / ショルダーベルト / ウェストベルトは
    ハイフローオープンエア方式 (P.11、12)
2. 固定トップポケットを備えたトップローディング、サイドジッパーアクセス
3. トレッキングポール / アイスアックスループ、バイクライトクリップ
4. フロント / サイド / ヒップベルトにストレッチポケット
    レインカバーポケット ( レインカバーは付属しません )
5. ハイドレーション対応、外部アクセス式ハイドレーションスリーブ

容　量：S/M=22㍑
 M/L=24㍑
外　寸：S/M=23 × 28 × 58㎝
 M/L=23 × 28 × 64㎝
重　量： S/M=920g
 M/L=940g
サイズ：S/M= 背面長 45-52㎝、ウェスト 73-86㎝
 M/L= 背面長 50-57㎝、ウェスト 86-99㎝
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1. reACTIV サスペンション、 バックパネル / ショルダーベルト / ウェストベルトは
    ハイフローオープンエア方式 (P.11、12)
2. ジッパードパネルアクセス
3. トレッキングポール / アイスアックスループ、バイクライトクリップ
4. フロント / サイド / ヒップベルトにストレッチポケット
    レインカバーポケット ( レインカバーは付属しません )
5. ハイドレーション対応、外部アクセス式ハイドレーションスリーブ

容　量：S/M=20㍑
 M/L=22㍑
外　寸：S/M=20 × 28 × 56㎝
 M/L=20 × 28 × 61㎝
重　量： S/M=870g
 M/L=890g
サイズ：S/M= 背面長 45-52㎝、ウェスト 73-86㎝
 M/L= 背面長 50-57㎝、ウェスト 86-99㎝
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1. スイングアームショルダーベルト、オープンエア・バックパネル (P.11、12)
2. ジッパードパネルアクセス
3. フロント / サイド / ヒップベルトストレッチポケット
    レインカバーポケット ( レインカバーは付属しません )
4. リトラクタブルトレッキングポール / アイスアックスループ
    バイクライトスロット (P.13)
5. ハイドレーション対応

容　量：20㍑
外　寸：18 × 28 × 48㎝
重　量： 700g
サイズ：ワンサイズ
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1. スイングアームショルダーベルト、オープンエア・バックパネル (P.11、12)
2. ジッパードパネルアクセス
3. ストレッチサイドポケット、フロントコンプレッションストレッチポケット
4. リトラクタブルトレッキングポール / アイスアックスループ
    バイクライトスロット (P.13)
5. ハイドレーション対応

容　量：18㍑
外　寸：18 × 25 × 48㎝
重　量： 680g
サイズ：ワンサイズ
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1. コントワショルダーベルト、オープンエアバックパネル (P.12)
2. ジッパードパネルアクセス
3. 取り外し可能な 20㎜幅ウェビングヒップベルト
4. バイクライトスロット、エクスターナルスタッシュポケット
5. ストレッチサイドポケット、フロントウェブコンプレッション / ストレージ
6. トレッキングポール / アイスアックスループ (P.13)
7. ハイドレーション対応

容　量：18㍑
外　寸：20 × 27 × 46㎝
重　量：410g
サイズ：ワンサイズ
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1. コントワショルダーベルト、オープンエアバックパネル (P.12)
2. ジッパードパネルアクセス
3. 取り外し可能な 20㎜幅ウェビングヒップベルト
4. バイクライトスロット、インターナルスタッシュポケット
5. オープン & ジッパードストレッチサイドポケット
    ショックコードコンプレッション / ストレージ
6. ハイドレーション対応

容　量：9㍑
外　寸：17 × 20 × 42㎝
重　量：330g
サイズ：ワンサイズ
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1. コントワショルダーベルト、オープンエアバックパネル (P.12)
2. ジッパードパネルアクセス
3. 取り外し可能な 20㎜ウェビングヒップベルト
4. バイクライトスロット、インターナルスタッシュポケット
5.  ハイドレーション対応

容　量：11㍑
外　寸：17 × 25 × 43㎝
重　量：360g
サイズ：ワンサイズ
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リアクティブサスペンション

1. スイングアームショルダーストラップ
2. リアクティブヒップベルト
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FEATURE DETAILS

スイングアームショルダーストラップ

オープンエアバックパネル
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トレッキングポール /
アイスアックスループ
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アイスツールアタッチメント
( マグナム )
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手入れとメンテナンス
中性洗剤を使って冷水で手洗いして下さい。漂白剤は使わないで下さい。洗った後は陰干し
して下さい。

警　告
ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は、その製品を使用中に発生した直接、間接、
突発的、その他いかなる種類の損害に対しても責任を負うものではありません。製品を使用
される方はご自分の行動、活動、およびそれらに起因する結果に対して責任を持つ必要があ
ります。

限定付き製品保証
ご購入いただいてから 1 年間、第一購入者に限り、品質もしくは製造上の欠陥が見つかった
場合無償交換いたします。欠陥が見つかった場合、ご購入店にお持ち込みいただくか、輸入
代理店に直接お送りください。製品を無償にて修理または新品交換いたします。無償交換を
この保証における責務の上限とし、保証期間の満了とともに、その責務も終了するものとし
ます。ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は全ての保証請求に対して、第一購入者
であることの証明を求める権利を有します。

保証の除外事項
ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は通常の損耗や摩耗 ( 例：スキーエッジの減り
や傷、ブーツソールの摩耗など )、製品の改造や改変、誤使用、誤ったメンテナンス、事故、
過失、強い衝撃、あるいは製品の目的外使用に対して保証は適用いたしません。

ブラックダイヤモンド日本総代理店

株式会社ロストアロー
〒350-2213　埼玉県鶴ヶ島市脚折1386-6
TEL：049-271-7113(ユーザーサポート)

e-mail：info@lostarrow.co.jp
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