
Shared FeatureS
コードシリーズ 共通の機能
サスペンション

サスペンションはHDPE フレームシ

ート、ペリフェラル・アルミフレーム、

サーモフォーム・スノーシェッドバッ

クパネル、フォームパッド入りショル

ダー&ヒップベルトで構成。快適な背

負い心地と荷物の運搬性能を発揮。

Aフレームスキーキャリー
下部のスキーループ(2個)と上部のVキャリーストラップを使用して、スキ

ーをＡフレームスタイルで装着することがで

きます。  スキーテールをスキーループ(A)に

通します。Vキャリーストラップのクイックリリ

ースバックルを外し、スキーのバインディング

を保持する位置(B)で再接続し、テープを引

き締めスキーをしっかり固定します。取り外し

は装着と逆の手順です。 

ダイアゴナルスキーキャリー
上部のVキャリーストラップと下部のスキーキャリーストラップを使用し

て、スキーを右または左に傾斜させて装着することができます。(A)のスキ

ーキャリーストラップを緩めてスキー

のテールを通し、テープを引き締めて

スキーを固定します。 Vキャリーストラ

ップのバックルを外し、スキーのバイ

ンディングを保持する位置(B)で接続

し、テープを引き締めスキーをしっか

りと固定します。取り外しは装着と逆

の手順です。 
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Kode Series
コードシリーズ 取り扱い説明書

この度は、コードシリーズをご購
入いただきありがとうございます。
コード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。
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コードシリーズはバックカントリーのための機能に特化したウィンターパ

ックです。スキーやスノーボード等のスノーギアを取り付けたり、濡れたギ

アと乾いた荷物を別々に収納する機能を装備しています。

コード38の機能
•	ドライポケットには背面側からアク
セスする構造

•	トップロードのアバランチギア収納
ポケット

•	ヘルメットの収納が可能な拡張式ト
ップポケット

•	トップポケットの裏面にジッパーポケ
ット

主要素材
•	マトリックスファブリック

 サイズ 容量 重量
	 L	 41L	 1.67kg

	 M	 38L	 1.56kg

	 S	 35L	 1.48kg

コード30の機能
•	アバランチギアポケットはフロント
パネルからアクセス

•	ドライポケットには背面側からアク
セスする構造

•	収納式ヘルメットキャリー
•	素早くアクセスできる正面上部の
ジッパーポケット

主要素材
•	マトリックスファブリック

 サイズ 容量 重量
	 L	 33L	 1.48kg

	 M	 30L	 1.41kg

	 S	 27L	 1.34kg

コード22の機能
•	パネルアクセス式のアバランチギア
収納ポケット

•	パネルアクセス式のドライポケット
•	素早くアクセスできる正面上部のジッ
パーポケット

主要素材
•	マトリックスファブリック

 サイズ 容量 重量
	 L	 33L	 1.48kg

	 M	 30L	 1.41kg

	 S	 27L	 1.34kg

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。
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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.
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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

コード30
バックパネルアクセス

コード30はバックパネルアクセ

ス方式のドライポケットと、パネ

ルロード方式のアバランチギア

ポケットを装備しています。

バックパネルからアクセスする場

合は、ショルダーベルト上部に接

続されているロードリフタースト

ラップのバックルを外した状態で

ジッパーを開閉して下さい。

パネルロード方式のアバランチギアポケットにアクセスする場合は、Vキ

ャリーストラップのバックルを外した状態でジッパーを開閉して下さい。

コード30
ヘルメットキャリー

コード30には収納式のヘルメットキャリー

システムを装備しています。

使用方法は上部のジッパーポケット(A)か

らヘルメットキャップを引き出します。パッ

ク上部のループ(B)(ヘルメットのアイコン

有り)に、ヘルメットのあごひもを通してヘ

ルメットを接続します。ヘルメットキャップ

をヘルメットに被せ、凸バックルをロードリ

フターストラップの付け根付近(C)にある

凹バックルに接続します。取り外しは装着

と逆の手順です。 

コード22
パネルロードアクセス
コード22はパネルロード方式の

アバランチギアポケットと、トップ

ジッパーアクセス方式のドライポ

ケットを装備しています。

エルゴプルヒップベルト
コードシリーズには力の入れやすい

エルゴプルヒップベルトを採用。フィ

ッティング時に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。

unique FeatureS
モデル固有の機能説明
コード38
バックパネルアクセス

コード38はバックパネルアクセス方

式のドライポケットと、トップロード方

式のアバランチギアポケットを装備し

ています。

バックパネルからアクセスする場合

は、ショルダーベルト上部に接続され

ているロードリフターストラップのバ

ックルを外した状態でジッパーを開

閉して下さい。

トップロードからアクセスする場合

は、トップポケットを固定しているリテ

ンションストラップのバックルを外し、トップポケットを背面側にひっくり返

してから、吹き流し状のカラーを開閉して下さい。

コード38
ヘルメットキャリー
内部にゴーグルポケットを装備したコード

38のトップポケットは、容量を拡張してヘ

ルメットを収納することができます。トップ

ポケット後部には2段のジッパーが装着さ

れており、下側のジッパーはポケット内部

にアクセスするためのものです。上側のジ

ッパーはトップポケットの容量を調節する

ためのもので、解放するとスペースが拡張

され、シェイプの大きいヘルメットにも対

応することができます。

スノーシェッドバックパネル
コードシリーズのバックパネルには雪が

付着しにくいサーモフォームバックパネル

を搭載。通気性とフィット感に優れます。 

ヒップベルトポケット
コードシリーズは片手で開閉す
ることができるジッパーポケット
を、ヒップベルトの両サイドに装
備しています。

アイスツールキャリー
コードシリーズは下部のアイスツールル

ープ(1個)と上部のVキャリーストラップを

使用して、アイスツールを確実に固定する

ことができます。

バンジータイジッププル
コード30と22は、アバランチギアポケット

のジッパーにバンジーコードのジッパープ

ルを使用(2個あるジッパープルのうち片

方)。ポケットに収まりきらないショベルの

シャフトやプローブを固定することができ

ます。バンジーコードをシャフトやポール

に巻き付け、もう片方のベーシックなジッ

パープルに接続して固定します。 

ハイドレーション
コードシリーズの内部にはハイドレーシ

ョンパックの収納スリーブが取り付けら

れています(つり下げ式にも対応)。ショル

ダーベルトには給水チューブの凍結を防

ぐ保温材入りのカバーを装備。マウスピ

ース部分には低アレルギー性のストレッ

チ素材を使用。
www.ospreypacks.com

バーチカルボードキャリー
上部のVキャリーストラップと下部の

キャリーストラップを使用して、スノ

ーボード、スキー、スノーシュー等の

スノーギアを装着することができま

す。上下のバックル(A)を外します。

下部のキャリーストラップ(B)がスノ

ーボード等のバインディングを保持

する位置になるようにして、上下のバ

ックル(A)を再接続し、テープを引き

締めてスノーギア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。 

ウェット/ドライギアディビジョン
コードシリーズはアバランチギ
アポケットとドライポケットを分
離した構造が特徴で、モデルご
とに異なるアクセス方法を採用
しています。アバランチギアポ
ケットは濡れることが想定され
るショベル、プローブ、ツール、
クライミングスキン等、ドライポ
ケットは衣類等の濡らしたくな

い荷物の収納に適します。 

マイクロフリースゴーグルポケット
コードシリーズは素早くアクセスできる

位置にゴーグルポケットを装備。素材は

レンズの傷つきを防ぐマイクロフリース

を採用。
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   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


