
レザヴォアの着脱

パック上部にあるロードリフタース

トラップ(A)をゆるめクロージャー

フラップの面ファスナーを剥がし、

収納スペースを開きます。 ハイド

ラフォームレザヴォア上部にある

キャップ接続ループ(B)をつかん

で取り出します。収納は逆の手順

となりますが、ハイドラフォームレ

ザヴォア挿入時は樹脂製ハンドル(C)を使用してください。
※収納スペース上部に取り付けられている小さなクイックリリースアタッチメント

はハイドラフォームレザヴォア以外のウォーターパックを収納する時に使用します。

レザヴォアへの注水
ハイドラフォームレザヴォアは水道

の蛇口から直接、簡単に注水するこ

とができます。片方の手で樹脂製ハ

ンドルをしっかりと持ってキャップを

開き、必要な量の水を注水してくだ

さい。キャップをかみ合わせに注意

しながら確実に締め込み、ハイドラ

フォームレザヴォアを収納スペース

に戻します。
※注水後、空気抜きを行うとタンク内で水

がバチャバチャと移動することを防ぐ効果

があります。ハイドラフォームレザヴォア

を上下逆さまにしてからバイトバルブを

指でつまんで開き、タンクを圧迫して空気を完全に排出してください。
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Hydraulics™ Viper/Verve 
バイパー/バーブシリーズ 取り扱い説明書

この度はバイパー/バーブシリー
ズをご購入いただき誠にありが
とうございます。バイパー/バーブ
はアウトドアアクティビティー
における快適な給水を実現
したハイドローリックを搭載したハ
イドレーションパックです。この取り
扱い説明書をお読みになり、パック
に備わっている機能を十分に活用
してください。

www.ospreypacks.com

www.ospreypacks.com
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10.1vPrinted on recycled content paper

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。

ハイドラフォーム レザヴォアのお手入れ
ハイドラフォームレザヴォアをクリーニングする際

は、本体用ブラシ、ホース用ブラシ、乾燥用ハンガー

のセットのハイドラフォームレザヴォアクリーニング

キットをお使いいただくことを推奨します。
• クリーニングを開始する前に、ハイドラフォームレザヴォ
ア用の収納スペースからハイドラフォームレザヴォアをパッ
クから取り出してください。
• 石けん水(ぬるま湯)にひたした後、本体用ブラシでしっか

りと洗ってください。よくすすいで完全に乾燥させてください。
• ナルゲン社のクリーニングタブレットを併せて使用すると、より質の高いクリ
ーニングが可能です。詳細につきましてはナルゲン社のWEBサイトでご確認
ください。

	 www.nalgene-outdoor.com/store/detail.aspx?ID=1044
• 乾燥させたり、保管する場合は、キャップを外してください。

ハイドラフォームレザヴォアのデリバリーシステムは下記の方法でク

リーニングしてください。
• バイトバルブを片手で掴みもう片方の手でホースを掴んでください。
• バイトバルブをしっかり握りホースから引き抜いてください。
• デリバリーシステムを中性石けんとで水ホース用ブラシを使って洗ってくだ
さい。

• よくすすいで、バイトバルブを接続してください。

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

Shared FeatureS
ラプターシリーズ 共通の機能
ハイドラフォーム レザヴォア

ハイドラフォームレザヴォアは背

面にアナトミカルシェイプのプラス

チックシートを内蔵しています。水

を満タンにしても背中側がふくら

まず背中の形にぴったりフィットす

るため、快適かつ安定して背負う

ことができます。また、縦にレイア

ウトされている背骨のような樹脂

製ハンドルは、本体を安定して保

持することができるため、注水作

業を楽に行える他、パックへの収

納もスムーズになります。
• アクアガード	抗菌加工
• マグネット付きのスターナムクリッ
プに接続できるバイトバルブ(on/offの
切り替えが可能)

• ラピッドフィル	80㎜径のキャップ
• BPA(ビスフェノールA)未使用、PVC(ポリ塩化ビニル)未使用

ハイドラロックシステム
バイパー/バーブシリーズには、ハイドラフォームレザヴォア用の収納ス

ペースとメインコンパートメントの荷物が干渉することを抑えるハイドラロ

ックと呼ばれるインターナルフレームを装備しています。このフレームは

ハイドラフォームレザヴォアを適切に圧迫し、水を吸い出しやすくしたり、

タンクの中でバチャバチャと水が移動することを防ぐ効果を発揮します。

ハイドラフォームレザヴォアは、樹脂製ハンドルの上部の穴を固定するこ

とで横方向の安定性を高め、パック全体からみた水タンクの位置を一定

に保つことができます。ハイドラロック非搭載のパックでハイドラフォーム

レザヴォアを使用する場合は適正な位置に固定して使用することをおす

すめします。

パックの上部には荷重を肩に

引き寄せパックを安定させる

ためのロードリフターストラ

ップが装備されています。こ

のストラップを引くことでハイ

ドラフォームレザヴォアへの圧

力を強めることができます。    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



   Gender Specific Fit
女性専用設計
バーブシリーズはバイパーシリーズを女性専用のパーツで構成したモデ

ルです。バーブのショルダーベルト、ヒップベルトは全て女性用に設計され

ていて、男性用のバイパーと同等のパフォーマンスを女性に提供します。

リッドロック ヘルメットクリップ

バイパー/バーブシリーズにはリッドロックと呼ばれるクリップを装備。

素早く確実にヘルメットを着脱することができる他、エラスチックコード

により固定強度の調整も可能です。取り付けは、パック正面の上部にあ

るリッドロック(A)を引っ張りながらヘルメットの内側よりベンチレーシ

ョンの穴をくぐらせ、リッドロックを水平に戻して(B)固定します。パック

正面の右側にあるコードロックで固定強度を調整します。取り外しは逆

の手順になります。

バイオストレッチ ショルダーベルト
穴あきフォーム材をメッシュ素材で

カバーする構造が、優れた通気性

を発揮。柔軟性に優れ、エラスチッ

クバンドのスターナムストラップと

合わせて、ダイナミックな身体の動

きにしっかりと追従します。スター

ナムストラップのバックルには、ハ

イドラフォームレザヴォアのバイト

バルブを素早く着脱するための磁石が埋め込まれています。

ショルダーベルトポケット

バイパー/バーブシリーズのバイオストレッチ ショルダーベルトに装備

されているストレッチメッシュポケットは行動食や音楽プレイヤー等へ

の素早いアクセスを可能にします。

脱着式ヒップベルト
バイパー/バーブシリーズのヒップベ

ルトは脱着が可能です。取り外すに

はヒップベルトの両サイドに付いた

スライダーバックル(A)からストラッ

プを引き抜いてください。取り付け

は逆の手順になります。

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。

ブリンカーライトアタッチメント
バイパー/バーブシリーズにはセ

ーフティーライトをしっかり取り

付け視認性も高めることのでき

るパッチがあります。このパッチ

を利用して、ヒップベルトを使用

しない場合にヒップベルトを正

面にまわし、バックルを通して固

定することができます。

メインコンパートメント
バイパー/バーブシリーズ（4を除く）はデ

ュアルジッパーのパネルロードを採用。

メインのコンパートメントには、自転車

の空気入れ、工具、チューブ等の収納に

適した、ツールオーガナイザースリーブ

とメッシュポケットが装備されています。

unique FeatureS
バイパー/バーブシリーズ 個々の機能

バイパー/バーブ10
MTBのデイツーリング、トレイル

ランニング、デイハイキングに適

したパネルローディングハイド

レーションパック。

• 正面にメッシュストレッチポケット
• 両サイド本体を圧縮できるインサ
イドアウトコンプレッションを装備

• 容量3㍑のハイドラフォームレザ
ヴォアを標準装備

主要素材
• 210Dダブルリップストップナイロン
• 600Dポリエステル

バイパー/バーブ7
MTBやトレイルランニング、デ

イハイキングに適したパネルロ

ーディングハイドレーションパ

ック。

• 正面にバンジーコードを装備
• 容量2㍑のハイドラフォームレザ
ヴォアを標準装備

主要素材
• 210Dダブルリップストップナイロン
• 600Dポリエステル

バイパー/バーブ4
最小限の装備でMTBやトレイ

ルランニング、デイハイキング

を軽快に楽しむためのハイドレ

ーションパック。

• 正面にバンジーコードを装備
• 容量2㍑のハイドラフォームレザ
ヴォアを標準装備

主要素材
• 210Dダブルリップストップナイロン
• 600Dポリエステル

BA

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
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バイパー/バーブ13
MTBのデイツーリング、トレイ

ルランニング、デイハイキング

に適したパネルローディングハ

イドレーションパック。

• 正面に大型ジッパーポケット(イ
ンターナルオーガナイザー付き)

• 正面にメッシュストレッチポケット
• 両サイド本体を圧縮できるイン
サイドアウトコンプレッションを
装備

• 容量3㍑のハイドラフォームレザ
ヴォアを標準装備

主要素材
• 210Dダブルリップストップナイロン
• 600Dポリエステル

 サイズ 容量 重量
 バイパー13 13L 640g

　 ハイドラフォーム レザヴォアの重量 255g

 サイズ 容量 重量
 バイパー7 7L 520g

　 ハイドラフォーム レザヴォアの重量 255g

 サイズ 容量 重量
 バイパー4 4L 425g

　 ハイドラフォーム レザヴォアの重量 250g

 サイズ 容量 重量
 バイパー10 10L 540g

　 ハイドラフォーム レザヴォアの重量 255g

 サイズ 容量 重量
 バーブ13 13L 620g

　 ハイドラフォーム レザヴォアの重量 255g

 サイズ 容量 重量
 バーブ7 7L 480g

　 ハイドラフォーム レザヴォアの重量 255g

 サイズ 容量 重量
 バーブ4 4L 425g

　 ハイドラフォーム レザヴォアの重量 250g

 サイズ 容量 重量
 バーブ10 10L 500g

　 ハイドラフォーム レザヴォアの重量 255g

※ 日本国内では販売していません


