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ULジップオーガナイザー new

¥3,500(税込¥3,780)

軽量ウォッシュポケット。ジッパー式収納。

・外側にストレッチメッシュポケット
・取り外し可能透明ポーチ
・ぶら下げフック
・プラスチックミラー

 重　量：120g
 外　寸：縦14×横23×奥7㎝
 生　地： 40Dナイロンリップストップ
 カラー： ■シャドーグレー(GY)

 ■ポピーオレンジ(OR)
 ■エレクトリックライム(LM)

ULロールオーガナイザー new

¥3,000(税込¥3,240)

幅広の軽量ウォッシュポケット。ロール式収納。

・小物入れポケット
・ぶら下げフック
・プラスチックミラー

 重　量：130g
 外　寸：縦15×横24×奥7㎝
 生　地： メイン=40Dナイロンリップストップ

 ボトム=210Dナイロンダブルリップストップ
 カラー： ■ポピーオレンジ(OR)

 ■エレクトリックライム(LM)

OR

LM

ULパッデッドオーガナイザー new

¥2,500(税込¥2,700)

パッドが施され中身を保護して収納。

・ストレートジャケットコンプレッション
・3㎜フォームパッド
・ウェビングテープハンドル

 重　量：70g
 外　寸：縦14×横21×奥13㎝
 生　地： 40Dナイロンリップストップ
 カラー： ■シャドーグレー(GY)

 ■ポピーオレンジ(OR)
 ■エレクトリックライム(LM)
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ULドライサック new

 3L ¥1,300(税込¥1,404)
 6L ¥1,600(税込¥1,728)
 12L ¥2,000(税込¥2,160)
 20L ¥2,250(税込¥2,430)
 30L ¥2,500(税込¥2,700)

側面の形状に長方形を採用し、隙間のないパッ
キングを可能にする防水ストレージサック。

・ロールトップ防水クロージャー
・防水コート生地、シーム加工
・効率的パッキングのための長方形

 サイズ：3L、6L、12L、20L、30L
 重　量： 3L=20g、6L=30g、12L＝40g

 20L=50g、30L=60g
 外　寸：3L=縦22×横16×奥84㎝

 6L=縦28×横18×奥10㎝
 12L＝縦40×横22×奥13㎝
 20L=縦42×横26×奥16㎝
 30L=縦52×横28×奥16㎝
 生　地：40Dナイロンリップストップ
 カラー： ■シャドーグレー(GY)

 ■ポピーオレンジ(OR)
 ■エレクトリックライム(LM)
 ■トロピックティール(TL)

ストレートジャケット 
コンプレッションサック new

 8L ¥2,500(税込¥2,700)
 12L ¥2,750(税込¥2,970)
 20L ¥3,000(税込¥3,240)
 32L ¥3,500(税込¥3,780)

衣類やスリーピングバックを圧縮収納するコ
ンプレッションサック。ドライサック同様、
側面の形状に長方形を採用し、隙間のないパッ
キングが可能。

・ジッパーによる広いアクセス
・圧縮を可能にするナイロンウイングとバックル
・効率的パッキングのための圧縮できる長方形
・耐水性能(ジッパーは防水未対応)

 サイズ：8L、12L、20L、32L
 重　量： 8L=60g、12L＝70g

 20L=80g、32L=100g
 外　寸：8L=縦20×横38×奥16㎝

 12L＝縦21×横40×奥17㎝
 20L=縦30×横42×奥22㎝
 32L=縦34×横44×奥28㎝
 生　地：メイン=40Dナイロンリップストップ

 アクセント=10D×70Dナイロンミニリップストップ
 ボトム=10D×70Dナイロンミニリップストップ
 カラー： ■シャドーグレー(GY)

 ■ポピーオレンジ(OR)
 ■エレクトリックライム(LM)
 ■トロピックティール(TL)
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ULカメラケースnew

 S ¥2,000(税込¥2,160)
 M ¥2,500(税込¥2,700)
 L ¥3,000(税込¥3,240)
 XL ¥4,000(税込¥4,320)

4つのサイズをラインナップ。S〜Mはコンパ
クトデジタルカメラ、Lはミラーレスや小型
の一眼レフ、XLは一眼レフカメラに対応。

・パッド入りメイン荷室
・ベルクロフラップによるパックへの取り付け
・ネック/ショルダーストラップ付属
・小型携帯から一眼レフカメラまでのサイズに対応

 サイズ：S、M、L、XL
 重　量：S=60g、M =70g、L=120g、XL=210g
 外　寸： S=縦15×横9×奥4㎝

 M=縦16×横9×奥6㎝
 L=縦14×横13×奥14㎝
 XL=縦21×横18×奥18㎝
 生　地： メイン=210Dナイロンダブルリップストップ

 アクセント=10D×70Dナイロンミニリップストップ
 ボトム=210Dナイロンダブルリップストップ
 カラー： ■シャドーグレー(GY)
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NEW ACCESSORIES
確かな機能をパックにプラスしてくれるオスプレーの純正アクセサリー

ULグラブバッグ new

¥2,500(税込¥2,700)

パックのショルダーやウエストに取り付けク
イックアクセスを可能にする小物入れバック。

・ジッパー付き小メッシュポケット
・ほとんどのバックパックに取り付け可能
・ウエストパックとしても使用可能

 容　量：1.5リットル
 重　量：90g
 外　寸：縦17×横23×奥7㎝
 生　地： メイン=40Dナイロンリップストップ

 アクセント=10D×70Dナイロンミニリップストップ
 カラー： ■シャドーグレー(GY)

ULマップラップ new

¥2,500(税込¥2,700)

防水加工のロール式マップケース。

・防水圧着シーム加工
・透明防水TPUウィンドウ
・防水ベルクロクロージャー
・カラビナ取り付けループ
・トリグライドバックルでスターナムストラップに取り付け

 重　量：90g
 外　寸： 展開時=縦36×横36㎝

 収納時=縦35.5×横2.5×奥2.5㎝
 生　地： 210Dナイロンダブルリップストップ
 カラー： ■ブラック(BK)

アルパインポケット new

¥3,500(税込¥3,780)

クランポンや工具などを入れられる丈夫な外
付けポケット。ショルダーキャリーストラッ
プで単体でも使用できます。

・内側生地にハイパロンを使用
・着脱式フレームシート
・収納できるショルダーキャリーストラップ
・様々なパックに取り付けが可能な金属フック式
・ドレーンホール

 容　量：3リットル
 重　量：330g
 外　寸：縦39×横18×奥10㎝
 生　地： メイン=210Dナイロンダブルリップストップ

 アクセント=420HDナイロンパッククロス
 カラー： ■シャドーグレー(GY)

エアポーター LZ
 S ¥3,600(税込¥3,888)
 M ¥3,900(税込¥4,212)
 L ¥4,400(税込¥4,752)

ジッパーが斜めに大きく開くデザインを採用
し、パックの収納がスムーズな保護カバー。
3サイズをラインナップ。

収納用ポーチ付き
底部を補強
IDウィンドウ
サイドに持ち運びに便利なハンドルを装備
ショルダーストラップ

 サイズ：S、M、L
 適合サイズ： S=50㍑以下、M=45〜75㍑

 L=70〜110㍑
 重　量：S=350g、M=410g、L=450g
 外　寸： S=縦73×横37×奥37㎝

 M=縦82×横40×奥37㎝
 L=縦94×横42×奥45㎝
 素　材： メイン=420Dミニリップストップ

 アクセント=600Dパッククロス
 カラー： ■テークオフブラック(BK)

HI-VISレインカバー new

 XS ¥2,000(税込¥2,160)
 S ¥2,500(税込¥2,700)

視認性に優れた超軽量レインカバー。

・リフレクティブグラフィック
・収納機能

 サイズ：XS、S
 適合サイズ：XS=10〜20㍑、S=20〜35㍑
 重　量：XS=80g、S=110g
 生　地： メイン=70Dナイロンリップストップ

 アクセント=210Dナイロンリップストップ
 カラー： ■エレクトリックライム(LM)

ULレインカバー new

 M ¥3,000(税込¥3,240)
 L ¥3,500(税込¥3,780)
 XL ¥4,000(税込¥4,320)

超軽量レインカバー。バックルが付属し風雨
でも外れにくくなりました。

・上部に固定バックル、ヒップベルト部に通しゴム
・収納機能

 サイズ：M、L、XL
 適合サイズ：M =30〜50㍑、L=50〜75㍑、XL=75〜110㍑
 重　量：M =80g、L=90g、XL=100g
 生　地：40Dナイロンリップストップ
 カラー： ■シャドーグレー(GY)
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