
ハイドレーション

ハーネススリーブからハイ ドレーシ

ョンコンパートメントまでコンティニ

ュアス(ひとつながりの)ジッパーに

なっているためハイドレーションパ

ックをスムーズにセットすることが可能です。セットするには、コンティニ

ュアスジッパー(A)を全開にし、メインコンパートメントを開きます。ストラ

ップ(B)をゆるめ、バックルを外し、ハイドレーションパックを収納します。

必要に応じてハイドレーションパックをハンガーに吊るします。ホースを

ショルダーベルトの断熱材入りのハイドレーションスリーブ(C)に通し、シ

ョルダーベルトの中程にある面ファスナーでハイドレーションホースを保

持します。凍結を防ぐためジッパーをしっかり閉じます。

ダイアゴナルスキーキャリー
カーブシリーズではスキーを

傾斜させて装着することがで

きます。取り付けはまず、フロン

トコンパートメントまたはメイ

ンコンパートメントに収納され

ている、ダイアゴナルスキーキ

ャリー/スノーボードキャリー

用上部ストラップを取り外し、

ストラップ両端のオスバックル

をパック正面上部両サイドに

あるメスバックル(A)に接続し

ます。パック下部にあるパッチ

で補強されたスキーキャリース

トラップ(B)を緩めてスキーの

テールを通し、バインディングを保持する位置でストラップを引き締めて

スキーを固定します。スキーがパックをクロスするよう斜めに配置(C)し上

部のストラップをいったん外し、スキーの上をに被せます。再度接続し、ス

トラップをしっかりと締めます。

Shared FeatureS
カーブシリーズ 共通の機能
ハイドレーションスリーブ付きショルダーベルト

カーブシリーズのEVAフォームパッ

ドのショルダーベルトはホイッスル

付きのアジャスタブルスターナムスト

ラップを装備しています。ハイドレー

ションコンパートメントからハイドレ

ーションスリーブにかけて、ひとつな

がりのジッパーを採用することでハイ

ドレーションパックをスムーズにセッ

トすることが可能。アクセスしやすく

使い勝手の良いデザインになってい

ます。断熱材入りのハイドレーションスリーブはハイドレーションホース

の凍結を防ぎます。

脱着式ウェストストラップ
カーブシリーズのウェストスト

ラップは脱着式で、より力の入

れやすいストレートエルゴプ

ルクロージャーシステムを採

用し、スムーズに締め上げるこ

とができます。フィッティング時

は、両サイドのテープを十分に

緩めてから体の正面でバックルを接続し、両サイドのテープ末端を持ち、

体の前に向かって両手で均一に引き締めます。

サーモフォームバックパネル
サーモフォーム・スノーシェッドバ

ックパネルにHDPE フレームシー

トを内蔵したサスペンションは快

適な背負い心地と荷物の運搬性

能を発揮。  

　

補強されたフロントパネル
フロントパネルはスキーやスノーボードの

エッジで中身が傷つかないよう全面を厚手

のフォームパッドで補強しています。
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11.1vPrinted on recycled content paper

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

www.ospreypacks.com.
 

Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle

Cortez, CO 81321 USA
866-284-7830

パックのお手入れ
• 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

細についてはオスプレーまたはロ

ストアローのWEBサイトでご確認く

ださい。

www.ospreypacks.com
www.lostarrow.co.jp

この度は、カーブシリーズをご購
入いただきありがとうございま
す。カーブはバックカントリー
スキー/スノーボードのための
機能をフル装備したウィンターパッ
クです。この取り扱い説明書をお読
みになり、パックを十分に活用して
ください。

Karve Series
カーブシリーズ 取り扱い説明書

www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요

KR



カーブ16
サイドカントリーでアクティブな1日を

楽しみたいスキーヤー&スノーボーダ

ーにうってつけのスノーパック。サイド

カントリースキー&スノーボード向け

の機能をフル装備。
• 3コンパートメン

ト式。ショベルブ
レードやゴーグル
を収納できるフロ
ントジッパーポケ
ットを装備。

• サイドコンプレッションのクイックリリース

主要素材
• 420D ナイロンパッククロス
• 210D ナイロンダブルダイヤモンド

カーブ11
軽快なサイドカントリースキー/スノーボ

ードを楽しむための機能を装えたスノ

ーパック。
• 3コンパートメント式。ショベルブレードや

ゴーグルを収納で
きるフロントジッパ
ーポケットを装備

主要素材
• 420D ナイロンパ

ッククロス
• 210D ナイロンダ

ブルダイヤモンド

カーブ6
必要最低限のギアを背負って軽快に

サイドカントリースキー/スノーボード

を楽しむための薄型パック。
• ハイドレーションレザヴォア、ショベルブレー

ドのほか、サイドカントリーアドベンチャー
に欠かせないツールを収納できる設計の
共用メインコンパートメント

主要素材
• 420D ナイロンパッククロス
• 210D ナイロンダブルダイヤモンド

外部スリーブへのクイックアクセス

カーブシリーズは、ショベルハンドルやプローブを安全に持ち運び素早

くアクセスすることのできるスリーブを本体外側の両サイドに装備してい

ます。ショベルハンドルスリーブを使うには、正面左上のスリーブポケット

(A)にショベルハンドルのシャフトを差し込みます。スリーブ上部にあるリ

テンションバックル(B)を外し、ナイロンタブを引っ張りながらバンジーコ

ードを引き出し、バンジーをシャフトに巻き付け(C)、バックルを再接続し

てしっかり引き締めると、より固定力が増します。取り外しは逆の手順で行

います。プローブスリーブを使うには、正面左上のスリーブポケット(D)に

プローブを収納して、バンジーコードを締めます。

トップスラッシュポケット
素早くアクセスできるジッパーポケット

はソフトでクリーニングの簡単なエンボ

ス加工のライニングを採用。サングラス

等、デリケートなアイテムの収納に適し

ます。傷付きの原因となる鍵はオーガナ

イザーポケットのキークリップに収納し

ましょう。

インターナルショベルブレードキャリー
カーブシリーズは、ショベルブレードをパ

ック内部に収納するよう設計されていま

す。カーブ6では、ショベルブレードを、メ

インコンパートメントに収納します。カー

ブ11、16では、ショベルブレードをフロン

トコンパートメントに収納します。

ゴーグルポケット
カーブシリーズは、ゴーグルの傷つき

を防ぐ、フリース裏地のゴーグルポケッ

トを装備しています。カーブ6のゴーグ

ルポケットは、メインコンパートメントに

装備。カーブ11、16のゴーグルポケット

は、フロントコンパートメントに装備し

ています。

www.ospreypacks.com

バーチカルボードキャリー
カーブシリーズはバーチカル/ホ

リゾンタル(縦、横)2通りのスノ

ーボード積載方法があります。

ボードを縦に背負うには、パック

のフロントパネル下部にあるバ

ーチカルスノーボードキャリー

(A)のストラップをバックルから

外して、スロットの下からストラ

ップを引き抜きます。バインディ

ングが外を向くようにボードを

フロントパネルに置き、ストラッ

プの補強パッド(B)がリアバイン

ディングを保持する位置になる

ようにして、バックルに再接続し

ます。フロントコンパートメント

またはメインコンパートメントに

収納されている、ダイアゴナル

キャリー/スノーボードキャリー

用上部ストラップ(C)を取り外し、ボードを抑えるようにストラップ両端の

オスバックルをパック正面上部両サイドに付いたメスバックルに接続しま

す。ストラップに付いた2枚の補強パッド(D)をスライドさせボードのエッ

ジに巻き、テープを引き締めてボードをしっかりと固定します。 取り外しは

装着と逆の手順です。

ボードを横に背負うにはパックの背面が上に来るようにして地面に置き、

ヒップウィングのハイパロンで補強された部分(E)の位置を確認します。

底面を上にしたスノーボードを、ショルダーベルトとパックの間に通し、パ

ックの両サイドにバインディングがある状態で、エッジをハイパロンヒップ

ウィングが保持する位置にな

るようにして、バックパネルの

上に横向きに置きます。パック

とボードを背負い、ヒップベル

トとハーネスを引き締め、ボー

ドをパックのバックパネルと

背中の間にしっかり水平に固

定します。

※ボードのエッジや、滑走面のワッ
クスで衣類が傷付いたり汚れたり
する場合がありますのでご注意く

ださい。
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   HydraForm™ Reservoir
ハイドラフォーム レザヴォア
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。詳細はオスプレーまた

はロストアローのWEBサイトでご確

認ください。

www.ospreypacks.com
www.lostarrow.co.jp

unique FeatureS
カーブシリーズ 個々の機能

 サイズ 容量 重量
 S/M 15L 0.96kg

 M/L 16L 0.98kg

 サイズ 容量 重量
 S/M 10L 0.90kg

 M/L 11L 0.95kg

 サイズ 容量 重量
 S/M 6L 0.83kg

 M/L 7L 0.88kg

   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。詳細はオス

プレーまたはロストアローの

WEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com
www.lostarrow.co.jp


