
アッセントシリーズ
テクニカルパック

取扱説明書

※本製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
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アッセントシリーズ



1.  リアクティブXPサスペンション / 固定式ショルダーストラップ
     サーモフォームドバックパネル (P12、13)
2. トップローディング (フローティングトップポケット*)/ スカートクロージャー
     タックアウェイ・ロープストラップ
3. アイスツールピックポケット /3ポイントアンカーシステム /20㎜クランポンストラップ*
     (P14、15)
4. パデッドヒップベルト*(ギアループ、固定式ウェビングベルト)
5. ハイドレーション対応
     * リムーバブル機能を表します。

容　量：S=73㍑、M=75㍑、L=77㍑
外　寸：( 奥×幅×高さ )
 S=33×36×79㎝
 M=33×36×84㎝
 L=33×36×89㎝
重　量：S=1.61kg(ミニマム 941g)
 M=1.63kg(ミニマム 944g)
 L=1.65kg(ミニマム 960g)
適応背面長：S=40-47cm
 M=45-52cm
 L=50-57cm

ミッション 75
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ミッション 50 ( 日本非展開 )

1.  リアクティブXPサスペンション / 固定式ショルダーストラップ
     サーモフォームドバックパネル (P12、13)
2. トップローディング(フローティングトップポケット*)/ スカートクロージャー
     タックアウェイ・ロープストラップ
3. アイスツールピックポケット /3ポイントアンカーシステム /20㎜クランポンストラップ *
     (P14、15)
4. パデッドヒップベルト*(ギアループ、固定式ウェビングベルト)
5. ハイドレーション対応
     * リムーバブル機能を表します。

容　量：S=48㍑、M=50㍑、L=52㍑
外　寸：( 奥×幅×高さ )
 S=28×33×74㎝
 M=28×33×79㎝
 L=28×33×84㎝
重　量：S=1.57kg(ミニマム 960g)
 M=1.58kg(ミニマム 962g)
 L=1.60kg(ミニマム 964g)
適応背面長：S=40-47cm
 M=45-52cm
 L=50-57cm
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エピック 45

1.  エルゴアクティブXPサスペンション / スイングアームショルダーストラップ
     サーモフォームドバックパネル (P12、13)
2. トップローディング(フローティングトップポケット*)/ スカートクロージャー
     タックアウェイ・ロープストラップ
3. アイスツールピックポケット /3ポイントアンカーシステム /20㎜クランポンストラップ*
     (P14、15)
4. エルゴアクティブヒップベルト*(ギアループ付)
5. ハイドレーション対応
     * リムーバブル機能を表します。

容　量：S=43㍑、M=45㍑、L=47㍑
外　寸：( 奥×幅×高さ )
 S=25×30×69㎝
 M=25×30×74㎝
 L=25×30×79㎝
重　量：S=1.53kg(ミニマム 1.35kg)
 M=1.55kg(ミニマム 1.37kg)
 L=1.57kg(ミニマム 1.38kg)
適応背面長：S=40-47cm
 M=45-52cm
 L=50-57cm
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ミッション 75エピック 35 ( 日本非展開 )

1.  エルゴアクティブXPサスペンション / スイングアームショルダーストラップ
     サーモフォームドバックパネル (P12、13)
2. トップローディング (フローティングトップポケット*)/ スカートクロージャー
     タックアウェイ・ロープストラップ
3. アイスツールピックポケット /3 ポイントアンカーシステム /20㎜クランポンストラップ*
     (P14、15)
4. エルゴアクティブヒップベルト*( ギアループ )
5. ハイドレーション対応
    * リムーバブル機能を表します。

容　量：S=33㍑、M=35㍑、L=37㍑
外　寸：( 奥×幅×高さ )
 S=28×33×71㎝
 M=28×33×76㎝
 L=28×33×81㎝
重　量：S=1.47kg(ミニマム 1.34kg)
 M=1.49kg(ミニマム 1.36kg)
 L=1.51kg(ミニマム 1.37kg)
適応背面長：S=40-47cm
 M=45-52cm
 L=50-57cm
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ミッション 75アクシス 33

1.  エルゴアクティブサスペンション / スイングアームショルダーストラップ
     サーモフォームドバックパネル (P12、13)
2. トップローディング・ジッパークロージャー / タックアウェイ・ハイローヘルメットホルダー
     ロープストラップ
3. アイスツールピックポケット /3ポイントアンカーシステム /20㎜クランポンストラップ *
     (P14、15)
4. エルゴアクティブヒップベルト*(ギアループ付)
5. ハイドレーション対応
     * リムーバブル機能を表します。

容　量：S=31㍑、M=33㍑、L=35㍑
外　寸：(奥×幅×高さ)
 S=25×30×61㎝
 M=25×30×66㎝
 L=25×30×71㎝
重　量：S=1.43kg
 M=1.45kg
 L=1.47kg
適応背面長：S=40-47cm
 M=45-52cm
 L=50-57cm
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ミッション 75スピード 55

1.  リアクティブサスペンション / スイングアームショルダーストラップ
     サーモフォームドバックパネル (P12、13)
2. トップローディング (フローティングトップポケット*)/ スカートクロージャー
     タックアウェイ・ロープストラップ
3. スピード 55 は厚めのパッドと大きめのヒップベルトを採用 (P14、15)
4. マイクロアイスツールピックポケット /3ポイントアンカーシステム
5. パデッドヒップベルト*( ギアループ、固定式ウェビングベルト )
5. ハイドレーション対応
    * リムーバブル機能を表します。

容　量：S=53㍑、M=55㍑、L=57㍑
外　寸：( 奥×幅×高さ )
 S=30×33×76㎝
 M=30×33×81㎝
 L=30×33×86㎝
重　量：S=1.26kg( ミニマム 750g)
 M=1.28kg( ミニマム 760g)
 L=1.30kg( ミニマム 770g)
適応背面長：S=40-47cm
 M=45-52cm
 L=50-57cm

8



ミッション 75スピード 40

1.  リアクティブサスペンション / スイングアームショルダーストラップ
     サーモフォームドバックパネル (P12、13)
2. トップローディング (フローティングトップポケット*)/ スカートクロージャー
     タックアウェイ・ロープストラップ
3. マイクロアイスツールピックポケット /3ポイントアンカーシステム (P14、15)
4. パデッドヒップベルト*( ギアループ、固定式ウェビングベルト )
5. ハイドレーション対応
    * リムーバブル機能を表します。

容　量：S=38㍑、M=40㍑、L=42㍑
外　寸：( 奥×幅×高さ )
 S=28×30×66㎝
 M=28×30×71㎝
 L=28×30×76㎝
重　量：S=1.21kg(ミニマム 730g)
 M=1.23kg(ミニマム 750g)
 L=1.25kg(ミニマム 770g)
適応背面長：S=40-47cm
 M=45-52cm
 L=50-57cm
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ミッション 75スピード 30

1.  リアクティブサスペンション / スイングアームショルダーストラップ
     サーモフォームドバックパネル (P12、13)
2. トップローディング (フローティングトップポケット*)/ タックアウェイ・ロープストラップ
3. マイクロアイスツールピックポケット /3ポイントアンカーシステム (P14、15)
4. パデッドヒップベルト*(ギアループ、固定式ウェビングベルト)
5. ハイドレーション対応
     * リムーバブル機能を表します。

容　量：S=28㍑、M=30㍑、L=32㍑
外　寸：( 奥×幅×高さ )
 S=28×30×64㎝
 M=28×30×69㎝
 L=28×30×74㎝
重　量：S=1.16kg(ミニマム 690g)
 M=1.18kg(ミニマム 710g)
 L=1.20kg(ミニマム 730g)
適応背面長：S=40-47cm
 M=45-52cm
 L=50-57cm
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ミッション 75スピード 22

1.  ウルトラライトフレームレスデザイン / サーモモールディッドバックパネル
2. トップローディング (フローティングトップポケット*)/ タックアウェイ・ロープストラップ
3. マイクロアイスツールピックポケット / ウェビングウェストベルト*
     グローブでも扱いやすいバックル
4. ハイドレーション対応
    * リムーバブル機能を表します。

容　量：S/M=20㍑、M/L=22㍑
外　寸：( 奥×幅×高さ )
 S/M=20×28×53㎝
 M/L=20×28×58㎝
重　量：S/M=610g
 M/L=630g
適応背面長：S/M=40-52cm
 M/L=45-57cm
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ミッション 75機能の詳細

エルゴアクティブサスペンション

リアクティブサスペンション

スイングアームショルダーストラップ

スイングアームショルダーストラップ

エルゴアクティブヒップベルト

リアクティブヒップベルト
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ミッション 75機能の詳細

スイングアームショルダーストラップ

リアクティブ XP サスペンション
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ピックポケット
ピオレ & アイスツールアタッチメント

トップローディングパック
トップポケット & ロープストラップ付
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機能の詳細



3 ポイントアンカーシステム
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機能の詳細



ウェルデッドクランポンパッチ

リムーバブルヒップベルト、フレーム、
フレームシート、トップポケット
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機能の詳細



ハイロー ヘルメットホルダー
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機能の詳細



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。

1 年間保証
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下さい。製品を無償にて
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。

保証の対象外
以下のケースは 1 年間保証の対象外となります。
・通常の損耗
・メーカーが認めている以外の部品を交換したり製品に改造を加えたことによ

る損傷
・間違った使い方や手入れによる損傷
・事故、不注意、目的外の使い方をしたことによって生じた損傷

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
www.lostarrow.co.jp
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