
   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

この度は、バリアントまたはミュ
ータ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。

www.ospreypacks.com

様々なテストや過酷なクライミングの現場の声をフィードバック
して誕生したバリアント/ミュータントシリーズは、クライミング
やスキー登山を追究し、不要なものをそぎ落としたテクニカル
パックです。
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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。

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

Variant /Mutant Series
バリアント/ミュータントシリーズ 取り扱い説明書

1	 スピンドリフトカラー付き着脱

式トップポケット(2気室) 

2	 3ポイントホールループ

3	 アイスツールホルスター

4	 Yクリップ式バンジーコード 

 (バリアントは上下に移動可能）

5	 ワンドポケット

6	 調製可能レスキューホイッス

ル付きスターナムストラップ

7	 上下サイドコンプレッション

8	 トップポケットコンプレッショ

ンストラップ

9	 グローブフレンドリーバックル

10	 リバースラップヒップベルト

11	 ハイパロンラッキングシステム

12	 アイスツールループ

13	 ゴリラグリップパッチ

14	 Zコンプレッションストラップ

Shared FeatureS
バリアント/ミュータントシリーズ の機能
サスペンション

バリアントシリーズのサスペンシ

ョンは容量によってわずかに違

いがあります。バリアント52のサ

スペンションは取り外し可能の穴

あきHDPEフレームシート、アル

ミチューブフレーム。バリアント

37のサスペンションは取り外し

可能の穴あきHDPEフレームシー

ト、6061アルミステー。ミュータ

ント38のサスペンションは取り外

し可能の穴あきHDPEフレームシ

ート、3折りビバークマット。

サスペンションを取り外す場合は、パック内の背面側にあるタブ付き

の面ファスナーを開き、丁寧に引き出してください。背面システムを再

度取り付ける手順は取り外し時の逆になります。

※バリアント52の背面システムはテンションが高いため、取り付ける
時にドライバー等の道具を使用する必要があるかもしれません。そ
の場合は、生地やフレームを痛めないよう注意しながら、靴べらを使
う要領で背面システムをもとの位置に滑り込ませるようにセットして
ください。

ハイドレーション
バリアント/ミュータントは本

体内部のスリーブに容量3リッ

トルまでのウォーターパック

収納することができます。使い

方は、ウォーターパックをスリ

ーブに収納し、つり下げが可

能な場合は本体内の上部にあ

る小さいバックルで固定しま

す。左右どちらかのH2Oロゴのあるポートからチューブを引き出し、シ

ョルダーベルトにある2本のエラスチックループを通して固定します。

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

KR



着脱式のトップポケット（2気室）とスピンドリフトカラー

スピンドリフトカラーはパック本

体とトップポケットの間に面ファ

スナーでつながっています。(A)

トップポケットの高さ調整ウェ

ビングテープを完全に緩めま

す。(B)スピンドリフトカラーを十

分に伸ばし、雪の吹き込みを防

ぎながらパック内部にアクセスし

てください。再度パッキングする

時には緩めたウェビングテープ

を締めて、トップポケットを確実に固定してください。

トップポケットを取り外す場合は、パック正面でトップポケットを固定して

いるコンプレッションストラップを外し、(C)トップポケットを背面側にひっ

くり返します。スピンドリフトカラーとパック本体とを接続している面ファ

スナーをはがし、ロールアップしてトップポケット裏面のタブで固定しま

す。トップポケットのスライダーバックル(E)からウェビングテープを外し

て、ショルダーベルトの付け根付近にあるループから引き抜き、続いてパ

ック上部にあるスライダーバックル(F)の隙間(E)から引き抜きます。取り

付けは取り外しと逆の手順で行ってください。

アイスツールアタッチメント:バリアント
バリアントシリーズのアイスツール

ホルスターはコンパクトなヘッドの

モデルやリーシュのないモデルも

含めしっかりと固定することができ

ます。取り付けは、ストラップをゆ

るめ(A)ホルスターバックルを外

します。(B)ホルスターにツールの

ヘッドの部分を差し込み、バック

ルを装着し、ストラップをしっかり

と締めてください。ツールハンドルは3段階調製可能の(C)バンジーコ

ードでホールドします。このクローブヒッチスタイルのバンジーはオスプ

レー特有のYクリップを採用ししっかりと素早く、ツールを固定すること

が可能です。バンジーコードを外し、ツールを間に沿わせ、再度バンジ

ーをYクリップにひっかけ、バンジーコードを締めてください。取り外しは

逆の手順になります。

アイスツールアタッチメント:ミュータント
ミュータントのデュアルツール

ロックシステムは、コンパクトな

ヘッドのモデルやリーシュのな

いモデルも含めしっかりと固定

することができます。取り付け

は、まずパックの底部の両サイ

ドにあるツールロックバンジー

コードを、一杯まで引き伸ばし

ます。ツールロッククリップをアイスツール頭部の穴に通し、ピックがゴリラ

グリップパッチ(補強部)にくるようにして、ツールロックバンジーコードを締

めてください。シャフトはバンジーコードでホールドします。このクローブヒ

ッチスタイルのバンジーはオスプレー独自のYクリップを採用し、しっかり

と素早くツールを固定することが可能です。取り付けは、バンジーコード

を外し、シャフトを間に沿わせ、再度バンジーコードをYクリップにひっか

けて締めてください。取り外しは逆の手順になります。

ショルダーベルトとヒップベルト
バリアントシリーズとミュータントはバッ

クルがホイッスルのスターナムストラッ

プ付きストレッチコンフォートショルダー

ベルトとサーモフォームコントワーバック

パネルを採用し、すばらしいの背負い心

地を実現しています。

バリアントとミュータントのエルゴプルヒ

ップベルトはEVAフォームの腰骨を包み

込む立体シェイプで、クライミング中など

使用しない場合は正面に回して固定す

ることができます。

バリアント57と37は着脱可能のヒップベ

ルト（ミュータント38は固定です）となっ

ています。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(A)ストラッ

プを抜き、(B)腰部分に片手を差し込み

内側にある面ファスナーを外し解放し、ヒ

ップベルトを引き抜いてください。取り付

けは逆の手順になります。

ヒップベルトは取り外さなくても正面に

回して固定することができます。ヒップベ

ルトをゆるめ、正面に回し、(C)ツールホルスターに通します。バックルを

接続しストラップを締めます。

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。

3ポイントホールシステム
バリアントシリーズをホールする場合

は、正面の2つのホールリグと、背面

のグラブハンドルに引っ掛けてくださ

い。

ミュータントをホールする場合は、正

面のグラブハンドルと、背面の2つの

ホールリグに引っ掛けてください。

両サイドワンドポケット
ポールやスノーバーの素早い取り付

けと簡単なアクセスを実現する脱落

防止ポケット(浅いため、ウォーターボ

トル等の収納には適しません)。

サイドコンプレッション／リテンションストラップ
バリアントシリーズは両サイドの上部

と下部に荷物のコンプレッションとア

イテムを保持するためのサイドコンプ

レッション／リテンションストラップが

付いています。ミュータントには独自

のZコンプレッションが採用され、容易

に上から下まで荷物をコンプレッショ

ンすることが可能です。不必要な場合

は、取り外しも可能です。

グローブフレンドリーバックル
バリアントに使用されている主要

なバックルは、グローブをしたまま

でも操作のしやすい「グローブフ

レンドリーバックル」を採用してい

ます。

トップポケットの下部スラッシュポケット
トップポケットの下部に追加

の荷室のインターナルスラッ

シュポケットがあります。
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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

 サイズ L M S
	 容量	 55L	 52L	 49L
	 重量	 1.79kg	 1.70kg	 1.62kg

	ミニマム重量	 0.95kg	 0.93kg	 0.91kg

 サイズ L M S
	 容量	 41L	 38L	 35L
	 重量	 1.33kg	 1.30kg	 1.27kg

	ミニマム重量	 0.95kg	 0.93kg	 0.91kg

 サイズ L M S
	 容量	 40L	 37L	 34L
	 重量	 1.59kg	 1.50kg	 1.42kg

	ミニマム重量	 1.05kg	 0.96kg	 0.88kg

主要素材
•	 マトリックス　420D　ナイロン
•	 210D  コーデュラ®　ナイロン

主要素材
•	 420　HD　ナイロン
•	 210D  コーデュラ®　ナイロン

主要素材
•	 マトリックス　420D　ナイロン
•	 210D  コーデュラ®　ナイロン

バリアント52

ミュータント38

バリアント37


