
ハイドラフォーム レザヴォアの着脱

取り出しは、メインコンパートメン

トのジッパー(A)を開き、本体内

部の背面側のハイドレーションパ

ック収納用のスリーブから、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。本体両サイド

にあるどちらかのポート(C)から
チューブを引き抜きます。収納は逆の手順となりますが、ハイドラフォー

ムレザヴォアの樹脂製ハンドルを使用してていねいに挿入してください。
※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。

ハイドラフォーム 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。

Shared FeatureS
シンクロシリーズ 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。
※日本国内で販売している製品はハイドラフォー

ムレザヴォアは別売りです。
• 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、

ハイドラフォームレザヴォア用クリーニングキットを

ご使用になることをおすすめします。このキットには

本体用ブラシ、ホース用ブラシ、乾燥用ハンガーが

入っています。
• 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つかみもう片方の手でホースをつかんでください。
• 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水でホース用ブラシを使って洗ってください。
• よくすすいで、バイトバルブを取り付けてください。

www.ospreypacks.com
www.ospreypacks.com
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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。

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

www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요
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Hydraulics™ Syncro
シンクロシリーズ 取り扱い説明書

この度はシンクロシリーズをご購入
いただき誠にありがとうござい
ます。シンクロはアウトドアア
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。

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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エアスピードサスペンション
シンクロシリーズはライトワイヤーと

呼ばれる金属製のペリフェラルフレ

ームを内蔵し、凹凸のあるフォーム

材が水平方向に空気の通り道を形

成。バックパネルの表面にはストレッ

チメッシュが張られています。この軽

量な背面構造は最高の背負い心地

とフィット感、通気性を高次元でバラ

ンスさせています。

リッドロック ヘルメットクリップ

シンクロシリーズ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ます。取り付けは、パック正面の上部

にあるリッドロック(A)を引っ張りながら縦にし、ヘルメットの内側よりベ
ンチレーションの穴(B)をくぐらせ、リッドロックを水平に戻して固定しま
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。
※日本閣内で販売している製品にはマグネットは付いておりません。

フロントポケット
正面のジッパーポケットにはの自

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。

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。

サングラスや携帯電話、ミュージック

プレーヤー等、デリケートなアイテム

の収納に適します。

専用レインカバー
シンクロシリーズは、本体下部のレ

インカバーアイコンのあるジッパ

ーポケットに着脱式のレインカバ

ーを標準装備しています。

1.使用する方法は、収納ポケット
からレインカバーを取り出しパック

全体にかぶせてください。

2.レインカバー下部に装備されて
いるコードロックでショックコード

を引き締め、レインカバーをパック

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。

3.レインカバーを本体から取り外
して使用する場合は、本体のコー

ドループに接続されているテープ

のボタンを外してください。

BA

www.ospreypacks.com

1

2

3

サイドポケット
両サイドにメッシュのストレッチポケ

ットを装備。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。

ブリンカーライトアタッチメント
シンクロ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を高めるこ

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もできます。

unique FeatureS
シンクロシリーズ 個々の機能

シンクロ20
• スペーサーメッシュの表面にパ

ッドを内蔵したヒップウィングに
40㎜ストラップのストレートエル
ゴプルのヒップベルト

• 正面にジッパーポケット
• 両サイドに本体を圧縮できるコ

ンプレッションを装備

主要素材
• 100Dトリプルリップストップハイテ

ナシティーナイロン

シンクロ15
• 20㎜ストラップの着脱式ウェス

トベルト

主要素材
• 100Dトリプルリップストップハイテ

ナシティーナイロン

シンクロ10
• 20㎜ストラップの着脱式ウェス

トベルト

主要素材
• 100Dトリプルリップストップハイ

テナシティーナイロン

 サイズ 容量 重量
 M/L 20L 0.88kg

 S/M 18L 0.84kg

 サイズ 容量 重量
 M/L 15L 0.73kg

 S/M 14L 0.68kg

 サイズ 容量 重量
 M/L 10L 0.70kg

 S/M 9L 0.65kg

※ 日本国内では販売していません

※ 日本国内では販売していません


