
コード42
長い行程のツアーやスキーパトロールなど、スキー&ス
ノーボード登山のために開発された、バックカントリーパ
ックです。

機能
・トップロードとバックパネルアクセス、本体へ2通
りのアクセス方法
・上段に内蔵ヘルメットキャリーシステム、下段にゴ
ーグルスリーブ、裏側にジッパーポケットを備えた
2段式トップポケットを備えたトップローダー
・トップポケット下部にロープキャリーシステム

生地
・420Dナイロン
・420Dヘックスリップダイヤモンドナイロン

 サイズ 容量 重量

	 S/M	 40L	 1.75㎏

	 M/L	 42L	 1.82㎏

コード32
雪上のアクティビティーのために開発された、バックカン
トリーライディングパックです。

機能
・上部にヒートエンボス加工され、レンズを傷つけに
くいライニングのゴーグルポケット
・収納式ヘルメットキャリーシステム

生地
・420Dナイロン
・420Dヘックスリップダイヤモンドナイロン

 サイズ 容量 重量

	 S/M	 29L	 1.51㎏

	 M/L	 32L	 1.59㎏
	

コード22
雪上のアクティビティーのために開発された、バック/サイ
ドカントリーライディングパックです。

機能
・上部にヒートエンボス加工され、レンズを傷つけに
くいライニングのゴーグルポケット
・収納式ヘルメットキャリーシステム

生地
・420Dナイロン
・420Dヘックスリップダイヤモンドナイロン

 サイズ 容量 重量

	 S/M	 20L	 1.38㎏

	 M/L	 22L	 1.47㎏
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Heavy  Light

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。

www.ospreypacks.com

shared Features
コードシリーズ 共通の機能

背面システム
背面システムはHDPE	 フレームシート、
ライトワイヤーペリフェラル・アルミフレ
ーム、（42と32のみ）サーモスカルプ・ス
ノーシェッドバックパネルを採用。荷物の
運搬とライディングを最大限にサポート
します。

ショルダーベルト
EVAフォームパッド入りのショルダーベル
ト。ホイッスル付きアジャスタブルスターナ
ムストラップとインサレーテッドハイドレ
ーションスリーブを装備。

エルゴプルヒップベルト
大きなジッパーポケットのついた、EVAフ
ォーム入りヒップベルトパッドに力の入れ
やすいエルゴプルを採用。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。

バックパネルドライポケットアクセス
スキーやスノーボードを装着した状態でも
バックパネルとショルダーベルト、ヒップ
ベルトを濡らさずに、ジッパーで本体のド
ライコンパートメントのアクセスできるバ
ックパネルアクセス。大きく開くポケット
の内部には濡らしたくない荷物のための
広いスペースとジッパー式ハイドレーショ
ンスリーブとキークリップ付きメッシュポ
ケットがあります。

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

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。

pack your pack
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

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

Osprey Packs, Inc.
www.ospreypacks.com.

115 Progress Circle
Cortez, CO 81321 US
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unique Features explained
モデル固有の機能説明
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Aフレームスキーキャリー
上部のカムロック付きキャリーストラップ
と下部の補強生地のスキーループを使用
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。板のテールをスキー
ループ(A)に通します。上部のストラップの
クイックリリースバックルを外し、板のバ
インディングを保持する位置(B)で再接続
し、ストラップを引き締め板をしっかり固
定し、カムをロックします。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
上部のキャリーストラップの片側（左右）
と下部のキャリーストラップの対称（左
右）となる側を使用して、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。キャリーストラップ(A)を緩めて板の
テールを通し、テープを引き締めてスキ
ーを固定します。キャリーストラップ(B)
のバックルを外し、板のバインディングを
保持する位置で接続し、ストラップを引き
締め板をしっかり固定し、カムをロックし
ます。取り外しは装着と逆の手順です。	

バーチカルボードキャリー
上部と下部の補強ウィング付きキャリース
トラップと補強された背面パネルで、スノ
ーボードをしっかりと装着することができ
ます。下部のキャリーストラップ(A)をゆる
め、スノーボードの下側のバインディング
を保持する位置に配置し、テープを引き
締めます。上部のプロテクトループの下の
バックル(B)を外し、板をパックにそって
に縦に置き、バックル再接続し、ストラッ
プを引き締め板をしっかり固定し、カムを
ロックします。取り外しは装着と逆の手順
です。	

ホリゾンタルボードキャリー
補強されたヒップベルトを使用し、パック
背面を通してスノーボードを素早く担ぐこ
とができます。パックを地面に寝かせ、ス
ノーボードを横向き、滑走面を上(A)に向
け、背面とショルダーベルトの間を通し、
バインディングがパックの左右にくるよう
にし、ヒップベルトにエッジが乗る位置に
配置します。パックを背負い(B)ヒップベル
トとショルダーベルトをしっかりと引き締
め板を背中とパックでしっかりと固定しま
す。取り外しは装着と逆の手順です。

バックパネルドライポケットアクセス
スキーやスノーボードを装着した状態でもバ
ックパネルとショルダーベルト、ヒップベル
トを濡らさずに、ジッパーで本体のドライコ
ンパートメントのアクセスできるバックパネ
ルアクセス。大きく開くポケットの内部には
濡らしたくない荷物のための広いスペースと
ジッパー式ハイドレーションスリーブとキー
クリップ付きメッシュポケットがあります。

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(
内蔵ハンガーを使用することでつり下げ式に
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ジッパー式カバー																																																																																																				
が付いています。
オスプレー、レザヴォアを収納する場合
は、(A )レザヴォアを収納スリーブに入
れ、(B)右のショルダーベルトのスリーブに
給水チューブを通します。

セイフティーキットアクセス
パックの正面のパネルにJ型に大きく開きア
バランチギアなどに素早くアクセスができ
るポケットを装備。内部にはショベルハンド
ル、スキン、プローブ用の収納スリーブがあり
ます。下部の3つ目のジッパータブは、ヘルメ
ットやスキー、スノーボードを装着していて
もアクセスできるように用意されています。

ヒップベルトポケット
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
て、頻繁に使用する小物を収納することがで
きます。

アイスツールキャリー
下部のアイスツールループ(1個)と上部のキ
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。

グローブフレンドリーバックル
グローブをしたままでも親指と人差し指で
簡単にリリースできるバックルを装備して
います。

コード42の機能

トップロード方式と
バックパネルアクセス方式
コード42はバックパネルアクセス方式とトッ
プロード方式でドライポケットおよびハイド
レーションパックの収納スリーブにアクセス
できます。(A)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。(B)
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。

トップポケット
上段に内蔵ヘルメットキャリーシステム、下
段にゴーグルスリーブ、下部にジッパーポケッ
トを備えた2段式トップポケットを装備して
います。

アンダーリッドロープキャリー
コード42のトップポケットの下にロープを
固定するためのウェビングストラップがあり
ます。束ねたロープをストラップの下に通し
(A)スライダーバックルを使いストラップを引
き締めしっかりと固定します。トップポケット
を閉め、ロープがトップポケットとパック本
体の間に来るようにしてトップポケットのス
トラップを引き締めます。

コード32と22の機能

トップスタッシュポケット
上部のジッパーポケットにはヒートエンボ
ス加工されたゴーグルのレンズなどを傷
つけにくいライニングを使用。その他の小
物も収納することができます。

収納式ヘルメットキャリー
コード32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(C)をロードリフ
ターストラップの付け根付近にある凹バッ
クルに接続します。取り外しは装着と逆の
手順です。

レザヴォア
ハイドレーションパックに、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。
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