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パック重量
お子様の体に過大な負担がかからない

ように、パッキング時の重量を、お子様

の体重の15〜20％以下に抑えて使用し

てください。

スプリントシリーズ は デ

ザイン や テストにお いて

SPINE COLORADOの協力

を得ました。

www.spinecolorado.com

この度は、スプリントシリーズをご
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。

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。

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

Heavy  Light

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

Sprint Series
スプリントシリーズ 取り扱い説明書

スプリントシリーズはオスプレーパックの技術をふんだんに盛
り込んだ子供用の本格パックです。成長に合わせて正しくフィッ
トさせることのできるアジャスト機構を装備しているほか、様々
な機能や耐久性を備えています。

1	 アルミ製ペリフェラルフレーム 

2	 メッシュで覆われたエアスケープ

バックパネル

(背面長調整可能）

3	 固定式トップポケット(2気室)

4	 コンプレッションストラップをダブ

ルで装備

5	 正面のストレッチポケット

6	 正面にデイジーチェーンをダブ

ルで装備

7	 バンジーツールタイオフ

8	 リフレクティブロゴ

9	 両サイドにメッシュポケット

 (コンプレッションストラップ付き)

10	シングルアイスツールループ

11	エルゴプルヒップベルトクロージャー

12	ヒップベルト両サイドにジッパー

ポケット

13	レインカバーを標準装備(収納式)

14	スリーピングパッドストラップ

Shared FeatureS
スプリントシリーズ 共通の機能
エアスケープサスペンション

スプリントシリーズの背面には、凹凸

のあるフォーム材をメッシュ素材で

カバーする構造のエアスケープバッ

クパネルを採用。優れた通気性と快

適な背負い心地を同時に実現して

います。

アルミ製ペリフェラルフレーム/背面長調整機能
スプリントシリーズには、パックを

しっかりと支える6061 T6アルミ

製ペリフェラルフレームと背面長

調整機能(約15cm)を備えていま

す。調整はロードリフターストラッ

プとショルダーストラップ(A)をゆ

るめ、刺繍の矢印アイコンのある

位置(B)から、背面パネルとパッ

ク本体の隙間に手を入れて、ショ

ルダーベルトを固定している面フ

ァスナーをはがしてください。刺

繍の目盛りを目安に、背面パネル

(C)をスライドさせ、背面長を調整

してください。背面パネルを押し

て面ファスナーをしっかりと固定

してください。

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

KR



   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

外部ポケット
正面と両サイドにナイロンスパン

メッシュ製のストレッチポケット、

ヒップベルトにジッパーを装備。

両サイド上下にあるコンプレッシ

ョンストラップと併せて、小物から

ボリュームのあるアイテムまでし

っかりと保持してくれます。

レインカバーを標準装備

レインカバーは本体下部の、レイ

ンカバーマーク(A)のあるコンパ

ートメントに収納されています。

使用する場合は、コンパートメントのジッパーを開いてレインカバーを取り

出しパック全体にかぶせ、レインカバー下部にあるコードロックでコードを

引き締め、パックにフィットさせてください。収納は装着と逆の手順で行って

ください。レインカバーを取り外す場合は、本体のコードループに面ファス

ナーで接続されているレインカバーのウェビングテープを外します。

※カビなどの発生を防ぐため、雨中で使用した後はレインカバーを取り外
し、十分に乾かしてください。

着脱式ヒップベルト
スペーサーメッシュで覆われた

サイズ調製可能な、着脱式ヒッ

プベルトを装備。取り外すには

本体とヒップベルトを留めている

の両サイドのストラップ(A)を抜

き、腰部分(B)に片手を差し込み

内側にある面ファスナーをはが

して解放し、スリット(C)からヒップベルトを引き抜いてください。

ヒップベルト長調整
ヒップベルト中央にある、面フ

ァスナーパッチの両側に縫い

付けられたタブ(A)で面ファス

ナーをはがして解放し、ヒップ

ベルト(B)を左右に伸ばしてく

ださい。外した面ファスナーパ

ッチはヒップベルトを広げた

下から現れた面ファスナーに

装着します。縮めるには逆の

手順で行います。調整された

ヒップベルトをパックに装着

します。

エルゴプルヒップベルト
ヒップベルトのフィッティング時に

は、両サイドのバックルを緩めて、

正面のクイックリリースバックルを

連結し、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

ルに向かって同時に引き締めてく

ださい。

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

EVAショルダーベルト、アジャスタブルスターナムストラップ
ショルダーベルトは穴あきフォー

ム材をメッシュ素材でカバーし

た構造。メッシュストレッチポケッ

ト、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。スターナムストラップ

は両サイドのコネクターを上下に

スライドすることで、素早く簡単、

ぴったりとフィットさせることがで

きます。

ハイドレーションの収納
本体内部の背面側にはハイドレ

ーションパック収納用のスリーブ

を装備。スリーブにハイドレーシ

ョンパックを挿入し本体両サイド

にあるどちらかのポートからチュ

ーブを引き出します。

デイジーチェーンとバンジーコード
パック正面両サイドにはデイジー

チェーンが装備されており、ギア

のアタッチメントとして使用する

ことができます。デイジーチェー

ンに取り付けられたバンジーコー

ドはアイスツールやトレッキング

ポールのシャフトを確実かつ素

早く着脱することのできるアタッ

チメントです。

エース48
大人用に負けない機能を装

備した本格パック。背面長を

15㎝調製可能。
1	 インターナルキークリッ
プ、IDホルダ付き着脱式フロ
ーティングトップポケット

2	 本体正面に縦型ジッパーポケ
ットを装備

3	 シングルツールループとバン
ジーコード

4	 下部アクセスジッパー
5	 スリーピングパッドストラップ
6	 ヒップベルトジッパーポケット

ジブ35
ハイキングや登山に必要な機

能を装備した子供用パック。背

面長を15㎝調製可能。
1	 インターナルキークリップ、IDホ
ルダ付き固定式トップポケット

2	 シングルツールループとバンジ
ーコード

3	 スリーピングパッドストラップ
4	 ヒップベルトジッパーポケット

unique FeatureS
スプリントシリーズ 個々の機能

 サイズ 容量 重量
	ワンサイズ	 48L	 1.76kg

 サイズ 容量 重量
	ワンサイズ	 35L	 1.46kg

主要素材
•	600Dポリエステル
•	420Dパッククロス

主要素材
•	600Dポリエステル
•	420Dパッククロス


