
スウィッチシリーズ 
取扱説明書

オスプレー

この度は、スウィッチシリーズをご購入いただきありがとう
ございます。スウィッチシリーズは、バックカントリースキー
&スノーボード向けの機能をフル装備した軽量パックです。
多彩機能によりウィンター
パックとしてだけでなく、
ハイキングやアクティブス
ポーツなど、1年を通じて
使うことができます。この
取扱説明書をお読みいた
だき、パックの機能を十
分に活用してください。

アクアソース・スノー
1 ショベルを取り付けるためのバ

ンジーコードとパネルを装備し
ています。

2 アクアソース・スノー内部への
アクセスジッパーは大きく開き
ます。

3 クイッククリップバックルを採
用し、簡単な操作でハイドレー
ションパックを本体から切り離
して使用することができます。

4 右肩のショルダーベルトには、
給水ホースの凍り付きを防ぐパ
ッド入りのジッパーカバーを備
えています。

5 ショルダーベルトの付け根に、
色で識別できる背面長調整用の
ゲージを表示。本体への装着を
手早く行えます。

6 チェストストラップのバックル
は、緊急時のホイッスルとして
機能します。

ストレートジャケット
コンプレッション
スウィッチシリーズにはサイドパネル

にフォームパッドを内装した、ストレ

ートジャケットコンプレッションシス

テムを採用しています。このオスプレ

ー独自のシステムは、フルパッキング

からほとんど空の状態まで、荷物をし

っかりと保持し、荷重を背面とヒップ

ベルトにバランスよく導きます。コン

プレッションストラップは、荷物が容

量の2/3以上の場合は正面の、それ以

下の場合はサイドのクイックリリース

バックルに連結して引き締めます。

アクアソース・スノー
スウィッチシリーズにはウォーターパ

ック(約3リットル以下)を収納したり、

単体で給水パックとして使用できるア

クアソース・スノーを標準装備してい

ます。アクアソース・スノーはロード

リフター (ショルダーベルトの肩の位置

) のバックルと、ショルダーベルトの長

さ調整バックルを外し、アクアソース・

スノーと本体 ( 背面内側 ) を連結してい

るマジックテープを剥がして上方向へ

引き抜くだけで、簡単に取り外すこと

ができます。

日本語版



ダイアゴナル
スキーキャリー

スノーボードの
装着

Aフレーム型の
スキーの装着

セーフティーギア
オーガナイザー

バックサイド
パネルエントリー

バイオライトヒップベルト
スウィッチシリーズに採用されている

バイオライトヒップベルトには、力の

入れやすいエルゴプルデザインを採用

しています。このシステムはヒップベル

トの上端と下端にテンションがかかり

荷重をパッド全体に均等に分散します。

また、腰骨をやさしく包み込み、フィ

ット感に優れ長時間の使用も快適です。

フィッティング時には、ヒップベルト

両サイドの調整バックルを十分に緩め

てから、正面のクイックリリースバッ

クルを連結します。両サイドのウェビ

ングベルトを、正面のクイックリリー

スバックルの前で交差するように引き

締めてください。

スウィッチシリーズ共通の機能
A パック正面にスキーやスノーボードを

装着したまま内部にアクセスできる、
バックサイドパネルエントリーと呼ば
れる背面アクセス構造を採用。

B スキーループを使用してAフレーム型
にスキーを装着する場合、フォームパッ
ドのフラットな面がスキーを安定させ、
しっかりと固定することができます。

C スウィッチ 40+5、25+5 と、55+5
のデタッチャブルデイパックには、シ
ョベル、クライミングスキン、アバラ
ンチプローブなどのスノーセーフティ
ーギアを整理して収納するためスロッ
トやポケットを装備しています。

D スノーボードやスノーシューを装着す
るために使用するストレートジャケッ
トコンプレッションフラップの内側は、
鋭いエッジをしっかりとホールドする
ためにハイパロンで補強されています。

E 素早くスキーを取り付けることのでき
るダイアゴナルスキーキャリー。斜め
に装着するため歩行に干渉しません。
ループ長の調整が可能でワイドスキー
にも余裕で対応します。必要の無い場
合は簡単に収納することができます。



スウィッチ40+5
背面

スウィッチ55+5と
デタッチャブルデイパック

スウィッチ55+5
本体正面

スウィッチ40+5
正面

スウィッチ55+5の機能
( 日本国内では取り扱っておりません )

容量 43 ㍑のメインパック正面には、

大型のメッシュポケットを備え、ショ

ベルやアウターを収納することができ

ます。12㍑のデタッチャブルデイパッ

クと、アクアソース・スノーを標準装

備しています。

スウィッチ40+5
スウィッチ25+5の機能
1 ゴーグルや行動食も収納できる大きめ

のサイズを確保したトップポケット。

2 フロントスラッシュポケット。

3 ジッパースライダーロックを備えた、セ
ーフティーギアコンパートメント。ショ
ベルのシャフトやプローブが内部に納ま
らない場合も、行動中に振動でジッパー
が開いてしまうことを防ぎます。

4 スキーストラップはハイパロンで補強。

5 フロントコンプレッションストラップ。

6 アイスツールホルダー。

7 サイドジッパーポケット。

8 取り外し式のロードリフター。アクア
ソース・スノーのショルダーベルトに
連結します。

9 メインコンパートメントには耐久
性に優れた#10 YKKジッパーを
使用。

10 アクアソース・スノーと本
体を結合しているマジック
テープを剥がし、上下にス
ライドさせて背面長を調整
することができます。

11 エルゴプルヒップベルトが
腰骨を包み込むようにホー
ルドします。

12 ショルダーベルトの調整バ
ックルはアクアソースマル
チスポーツを手早く取り外
すために、クイックリリー
スバックルになっています。

13 コシのある形成フォームを使用し
たバックパネル。

14 スウィッチ 40+5 には、デルリ
ンフープとアルミニウム製ヘッド
レイルが装着されており、パック
の型くずれを防ぎ、安定感のある背負
い心地を実現しています。



パックのお手入れ
オスプレーパックは良質の素材と丁寧
な縫製により、とても丈夫に作られて
います。正しくお手入れをしていただ
き、末永くご愛用ください。

○ 使用後は速やかにパックを清掃してください。
荷物を全て取り出し、パックを逆さまにしてゴ
ミやほこりを取り除きます。

○ 汚れの気になる部分は、中性洗剤を薄めた水を
布に含ませ、固くしぼってやさしく拭き取って
ください。

○ 濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させて
ください。

○ 保管する場合は、全てのストラップを緩め、乾
燥した、暑くならない場所に吊るしてください。

○ 汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗
いしてください。水でよくすすいでから、日陰
に吊るして乾燥させてください。

主要素材

500Dブロークンツイルナイロン

400D & 500D 平織りナイロン

800Dバリスティック®ナイロン

パック使用時はコンプレッション機能を使用して、

荷物を固定してください。大型モデルには内部コ

ンプレッションを装備したものがありますので、

それも併用してください。パックは細長く、なる

べく横幅をとらないよう、左右の重量バランスが

均一になるようにパッキングしてください。バラ

ンスが悪いと肩や腰への負担が大きくなります。

荷物はできるだけパックの内部に収納してくださ

い。パックの外側に取り付けた荷物は、振れたり

木や岩に引っかかったりしてバランスを崩しやす

くなります。トップポケットに荷物を詰め込み過

ぎて、全体の重量バランスをくずさないように注

意してください。

パッキングのこつ

 ←重いもの 軽いもの→

重いものはなるべく体寄りにパッキングします。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー
www.lostarrow.co.jp

〒350-2213
埼玉県鶴ケ島市脚折1386-6
TEL:(代表)049-271-7111
(ユーザーサポート)049-271-7113

FAX:049-271-7112
e-mail: info@lostarrow.co.jp

www.ospreypacks.com

スウィッチシリーズ
55+5 重量※ 容量※※

S 2.36kg 52㍑

M 2.44kg 55㍑

L 2.52kg 57㍑

40+5 重量※ 容量

S 1.65kg 37㍑

M 1.73kg 40㍑

L 1.81kg 43㍑

25+5 重量※ 容量

S 1.28kg 22㍑

M 1.36kg 25㍑

L 1.44kg 28㍑
※重量はアクアソース・マルチスポーツを含みます。
※※容量はデタッチャブルデイパックの12㍑を含みます。


