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1 2個のコンパートメントを持つ着脱
式トップポケット

2 トップポケットのコンプレッション/固
定ストラップ

3 ストレートジャケットコンプレッション
ストラップ

4 正面ポケット/オーバースカートコン
プレッションストラップ

5 サイドコンプレッション/キャリー
ストラップ(保持ループ付き)

6 レーザーカットによるアドオンア
タッチメントの接続スロット

7 ストレッチ素材を溶着した正面
ポケット

8 バンジーツールタイオフ(コー
ドロックの操作で、ポールや
アイスツールのシャフトを素
早く着脱することができます)

9 右側のストレートジャケットウ
ィングの下には、メインの荷
室にアクセスするためのバー
チカルジッパーを装備

10 サイドジッパーポケットには止
水ジッパーを採用

11 アイスツールループを2個装
備

12 着脱式のスリーピングパッドストラッ
プは、内蔵のアクアソースリカーブ
のショルダーストラップになります

Argon /Xen on  Ser ies  
アルゴン/ジーノン シリーズ 取り扱い説明書

www.ospreypacks.com

アルゴンとジーノンは、オスプレーパック伝統の質の高い背負い心地を

継承した製品の中でも、最も快適かつカスタマイズの自由度が高いモデ

ルです。両モデルを合わせて5つの背面長があり、必要に応じて6サイズ

のヒップベルトを組み合わせて使用することができます。

A

B

B

C

14
15

16 15

17

18
20

19

20

21

22

23
2425

1

8

2

3

4

5

6

7

3

6

10

11

8

9

11

12

12
13

13 下部には内蔵ディバイダーで1
～2気室に切り替えることので
きる、スリーピングバックコンパ
ートメントを装備

14 ハイドレーションホースの引き出
し口

15 ロードリフターストラップ
16 グラブハンドル
17 ストレートジャケットバックル(2
段目)

18 デュアルデンシティーバイオフォ
ームA/X ショルダーベルト

19 アジャスタブルスターナムストラ
ップ(レスキューホイッスル付き)

20 7075-T6アルミ製リカーブロッ
ド

21 10㎜厚の波形フォーム材3個と
中央のエアチムニーによるエア
スケープバックパネル

22 サイドストレッチポケットはデュ
アルエントリータイプ

23 熱成形が可能なバイオフォーム
A/Xヒップベルト

24 エルゴプルヒップベルトクロージ
ャー

25 スキーキャリーループ

10.1V

パックのお手入れ
オスプレーパックはとても丈夫に作られており長年の使用に耐えま

す。適切なお手入れをしていただくことで、パックとしての機能と性能

をより長持ちさせることができます。

• 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。

• 汚れた部分は、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、高温になら

ない場所に吊るしてください。

• 汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いし、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。

パッキング & フィッティング
パックの性能を最大限に引き出し

快適な背負い心地を得るためには、

正しいフィッティングと重量配分を

意識したパッキングが重要です。パ

ッキングとフィッティングの詳細は、

株式会社ロストアローのWEBサイ

ト、www.lostarrow.co.jpにてご確

認ください。

Questions?
Contact Osprey Customer 

Service. Real help from 
real people.  Scroll over 

the customer service tab at 
www.ospreypacks.com.

 
Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle

Cortez, CO 81321 USA
866-284-7830

この度は、アルゴンまたはジーノ
ンをご購入いただき誠にありがと
うございます。細部まで入念に作
り込まれたオスプレーパックには
豊富な機能が備えられていま
す。この取り扱い説明書をよく
お読みになり、パックの機能を十
分にご活用ください。

SHA RE D FEA TURE S
アルゴン	/	ジーノン	共通の機能

リカーブサスペンション
パックの調整は、サスペンションを

身体にフィットさせた後、各部を調

整するようにします。

A 全てのストラップをゆるめてか

らパックを背負い、ヒップベルトを

ぴったりと引き締めます。

B ショルダーベルトのストラップ

を引き締めて快適にフィットする

ようにした後、ロードリフタースト

ラップを引き締めます。この時ショ

ルダーベルトと肩の間に隙間がで

きないよう注意してください。

C スターナムストラップを快適な位置に移動(上下)し、バックルを接

続します。

フィッティングは定まったものではなく、行程中に快適と感じる重量配

分が変化します。必要に応じて再調整し、常に快適な状態を保つよう

心がけてください。

ジーノンはアルゴンの女性用モデルで、女性の体型にぴったりとフィッ

トする女性専用のショルダーベルトとヒップベルトを採用しています。

バイオフォーム A/X ショルダーベルト
バイオフォーム CM A/X ヒップベルト
デュアルデンシティーフォーム

を使用したバイオフォーム A/X 

ショルダーベルトは、メンズと

ウィメンズでデザインが異なる

他、全ての縫い目を身体とふれ

る面から外すことで優れた快

適性を発揮します。面ファスナ

ーを使用した背面長調整機構

には約10㎝の調整範囲があり

ます。

バイオフォーム CM A/X ヒップベルトには、EVAフォーム材採用する

ほか、メンズとウィメンズでデザインを変えてあります。デュアルヒップ

コンプレッサーはフレームロッドのスリーブとフレームシートに接続さ

れ、荷重を効率よく腰骨に伝えることで、最上級の背負い心地を実現

しています。

ヒップベルトを交換する場合は、ランバーパッドを下側にひっくり返し

て面ファスナーを外し、2本の2/3レングス2024アルミステーから引き

抜きます。

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

オスプレー製品に関するご質問や

ご不明な点がございましたら

下記ユーザーサポートダイヤルまで

お問い合わせください

〒350-2213
埼玉県鶴ケ島市脚折1386-6
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

重い 軽い



リカーブロッド
アルゴンとジーノンには、優れたフ

レックスと強度をもつ7075-T6ア

ルミ製のリカーブロッドを使用して

います。弓状に曲げられたこのロッ

ドは、高荷重において優れた快適

性と衝撃吸収性を発揮。さらに、2

本の2024アルミステーでヒップベ

ルトとダイレクトに接続されている

フレームシートとコンビネーションさせることで、重い荷物を長時間快

適に背負うための、最高のパフォーマンスを実現しています。

ステーの調整
ランバーパッドの裏側に手を入れて

下側にひっくり返し、ステーを露出

させます。ヒップベルトを取り外し 、

ステーをパック本体から引き抜きま

す。ヒップベルトにステーを取り付け

腰に装着します。図のようにステー

が背中のラインに沿っていれば、調

整の必要はありませんが、沿ってい

ない場合はステーを曲げて調整し

ます。ステーは均一で滑らかに曲げ

るために、2本重ねてひざにあてが

い丁寧に曲げてください。少しの調整でフィットするようになります。不

明点等ございましたら株式会社ロストアローのユーザーサポートダイ

ヤル(TEL.049-271-7113)までお問い合わせください。

ヒップベルトの熱成型
バイオフォームCM A/Xヒップベルトは、

カスタムモールディング専用ヒーターを

使用して個人個人の体型や骨格にぴっ

たりフィットするように熱成形することが

可能です。熱成型サービスの詳細につき

ましては、株式会社ロストアローのユー

ザーサポートダイヤル(TEL.049-271-

7113)までお問い合わせください。

エルゴプルクロージャー
バイオフォームCM A/Xヒップベルトには

調整がスムーズなエルゴプルを採用。両

サイドのストラップをゆるめてからセンタ

ーバックルを接続し、両サイドのストラップ

を両手で同時かつ均等に引き締めます。

サイズ交換用ショルダー&ヒップベルト
交換用ショルダー&ヒップベルトには、男性用のS、M、L、XLと、女性用の

XS、S、M、Lを用意しています。

※日本国内では、男性用のXLと女性用のLは取り扱いがございません。ま

た、工場出荷時に、ジーノンのXSには女性用のSサイズのベルトが、アル

ゴンのXLには男性用のLサイズのベルトが組み込まれています。

デュアルコンパートメントトップポケット / ベルトパック
1 上側のコンパートメントには止水ジッ

パーを採用。メインコンパートメントは

内部にキークリップを備え、ジッパー部

にはストームフラップを装備。

2 トップポケットは荷物の量に応じて簡
単に移動できるよう、パック背面の上部

で、3方向に引きつけるように取り付け

てあります。トップポケットAを取り外す

場合は、Bのラダーバックルからス
トラップを外し、パック背面に縫い付
けられている2個のスライダーバックル

から引き抜きます。余ったストラップはC

のように上部に回して固定します。
3 トップポケットの裏側には、ベルトパックとして使用するためのヒップベ

ルトが収納されています。ベースキャンプからの散策等にご利用いただけ

ます。このヒップベルトのバックルは、本体のヒップベルトのバックルが破

損した時のスペアとして使用することができます。

メインコンパートメントへのアクセス方法
アルゴンとジーノンには、本体内

部にアクセスするための3つの方

法があります。

A トップポケットを背面側にひっ

くり返し、吹き流しのコードロック

をゆるめて上部よりアクセスする

トップロード方式。

B 右サイドのストレートジャケッ

トウィングの下側にあるジッパー

を開いて中央部分にアクセスす

るバーチカルジッパー方式。

C 2個のスライダーを備え、大き

く開く下部ジッパーから、スリーピ

ングバッグ用の荷室にアクセスす

る方式。本体を2気室に分離して

いるグレーのデバイダーは、ラダーロックバックルからストラップを解放

し、1気室として使用することができます。

インターナルコンプレッション
本体内部には赤色のインターナルコ

ンプレッションストラップがあります。

荷物を入れる時はこのストラップが邪

魔にならないよう移動しておき、収納

後にバックルを接続してストラップを

引き締め、荷物をしっかりと固定してく

ださい。

本体正面にはストレートジャケットコンプレッションシステムを装備。3本

のストラップを調節し、荷物をしっかりと安定させることができます。荷物

の量がパックの容量に対してかなり少ない場合は、本体背面右側にある

2段目のバックルにストラップを接続して引き締めて、バランス良く背負う

ことができます。

アクアソースリカーブ
本体内部の背面パネル側には、40D

シルナイロンを使用した、アクアソー

スリカーブと呼ばれる超軽量のハイド

レーションポーチが取り付けられてい

ます。パックの内部にハイドレーション

パックを収納した場合は、トップポケッ

ト下部両サイドのH2Oロゴの刺繍が

あるポートよりホースを引き出します。

単体で使用する場合はクイックリリー

スバックルを外してアクアソースリカ

ーブを取り出し、本体下部にあるスリ

ーピングパッドストラップを取り付け、

ショルダーベルトにします。

アドオンパックアタッチメント
アルゴンとジーノンには別売りア

タッチメントのアドオン(デイライ

ト、クランポンポケット)を取り付け

ることができます。ストレートジャ

ケットウィングに施された4個のレ

ーザーカットの接続スロットに、ア

ドオンのサイドに取り付けられて

いるプラスチックのスライダーを、

下側からくぐらせて固定し、アドオ

ンのストラップを引き締めて安定

させます。アドオンアタッチメント

と本体の間に荷物を挟みこむような使い方をすることもできます。

ハイドラフォームレザヴア
ハイドレーションパックに、ハイドラフ

ォームレザヴア(2㍑、3㍑)を使用する

と、快適な給水システムを実現するこ

とができます。製品の詳細は株式会

社ロストアローのWEBサイト、www.

lostarrow.co.jp にてご確認ください。

www.ospreypacks.com

   Osprey AddOns™

アドオン
オスプレ ーはアドオンと呼ば

れる純正アクセサリーをライン

ナップしています。詳細は株式

会社ロストアローのWEBサイ

ト、www.lostarrow.co.jp にてご

確認ください。
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	 アルゴン	 サイズ	 容量	 重量
 110 M 110L 2.88kg

 110 L 113L 3.02kg

 110 XL 116L 3.17kg

 85 M 85L 2.78kg

 85 L 88L 2.92kg

 85 XL 91L 3.02kg

 70 M 70L 2.68kg

 70 L 73L 2.82kg

 70 XL 76L 2.95kg

	 ジーノン	 サイズ	 容量	 重量
 85 XS 79L 2.49kg

 85 S 82L 2.59kg

 85 M 85L 2.69kg

 70 XS 64L 2.44kg

 70 S 67L 2.54kg

 70 M 70L 2.64kg


