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OWNER'S MANUAL

POCO AG™ SERIES

ポコAGシリーズは、オスプレーが培ってきたパック作りの技術を注ぎ込むことによって、快適性、サポート性、軽さ、
通気性、フィット調整のしやすさなどを兼ね備えたチャイルドキャリアーです。新たにアンチグラビティ・サスペンショ
ンシステムを採用し、フィット感と通気性を向上させています。

ポコAGシリーズ

ポコAG プレミアム ポコAG プラス ポコAG

オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書 ospreypacks.com
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ポコAGシリーズ 2

共通の機能
1 デュアルグラブハンドル

2 リムーバブル/ウォッシャブル ドロールパッド

3 保管、運搬時に収納できるサイドアーム

4 フレームとパッドで囲まれたチャイルドシート

5  安定して自立させるワイドなロッキングフットバー

6 荷物に傷をつけにくい熱エンボス ジッパースタッシュポケット

7 ビルトイン サンシェード

8 フロントパネルストレッチメッシュ ショービットポケット

9 安全性を高めるフリース付バタフライチャイルドハーネス

10 エクスターナル レザヴォアスリーブ

11 ストレッチメッシュ ハーネスポケット

12 チャイルドシートの上下位置を調整できます

13 アジャスタブル リムーバブル ステラアップ

概要
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ポコAGシリーズ 3

ポコAGプラス

サイズ：ワンサイズ 
容　量：26㍑
重　量：3.48kg
寸　法： 縦73㎝×横38㎝×奥行43㎝
最大荷重： 22 kg

ポコAG

サイズ：ワンサイズ 
容　量：20㍑
重　量：3.13kg
寸　法： 縦73㎝×横38㎝×奥行43㎝
最大荷重： 22 kg

ポコAGプレミアム

サイズ： ワンサイズ 
容　量： 39㍑ 
重　量： 3.77kg
寸　法： 縦73㎝×横38㎝×奥行43㎝
最大荷重： 22 kg

リムーバブルデイパック

サイズ： ワンサイズ
容　量： 11㍑
重　量： 0.28kg
寸　法：縦36㎝×横29㎝×奥行16㎝

1 フィットオンザフライ アジャスタブルヒップベルト
 ジッパーヒップベルトポケット(セーフティーミラー付)
 パデッドヒップベルトポケット
2  大型下部ジッパーコンパートメント
3  デュアルストレッチメッシュサイドポケット
4 ジッパーメインコンパートメント
5   リムーバブルデイパック
 (ジッパーメインコンパートメント付)
 熱エンボス加工されたジッパースラッシュポケット
 フロントパネル ストレッチメッシュポケット

1 フィットオンザフライ アジャスタブルヒップベルト

 ジッパーヒップベルトポケット(セーフティーミラー付)

 パデッドヒップベルトポケット

2  大型下部ジッパーコンパートメント

3  デュアルストレッチメッシュサイドポケット

4 ジッパーメインコンパートメント

1 ラージ下部ジッパーコンパートメント

2  ストレッチメッシュヒップベルトポケット

概要
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サスペンション

1 アンチグラビティアルミニウムサスペンション

 ・軽量ながら重い荷重をしっかりと支える  
   　フルラップ アルミニウムチューブフレーム

2 アンチグラビティエアスピードバックパネル
 ・3Dテンションメッシュが優れた通気性を発揮し
 　身体を包み込むようにフィット。

3 エクソフォームハーネス
 ・ソフトで肌触りの良いエッジレスメッシュ
 ・アジャスタブルスターナムストラップ
   (レスキューホイッスル付)

4 アンチグラビティ フィットオンザフライ ヒップベルト

 ・通気性に優れ、腰を快適に包み込む

 　3Dテンションメッシュ

 ・完璧なフィットと快適な運搬のための

 　アジャスタブルヒップベルト

スターナム
ストラップ

ハーネス

ヒップベルト

フレーム

バックパネル

1

2

3

3

4

最大荷重
22KG (子供、荷物、バックパックを合わせての重量)

オスプレー アンチグラビティ (AG)
上部からヒップベルトに至るまで、軽量メッシュで連続的に覆われたバックパ
ネル。シームレスな構造は身体にぴったりとフィットし、素晴らしいフィット感
と動きやすさを約束します。
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1.1 フットバーを後ろ側に引っ張っ
て「カチッ」というクリック
音がするまで完全に広げて下
さい。

1.2 本製品は収納状態においてサイ
ドアームが折りたたまれてい
ます。組み立てる際は、サイ
ドパネル下部にあるグレーの
メスバックルから、サイドア
ームの赤いオスバックルを取
り外して下さい。

1.3 サイドアームを上に回し、子供
用ヘッドレストの側にある赤い
カフに、サイドアーム先端の
赤い部分を差し込んで下さい。

1.4 両側のサイドアームをカフに
差し込んでから、サイドア
ーム先端の赤いオスバック
ルをカフ側の赤いメスバッ
クルに接続して確実に固定
して下さい。これで、チャ
イルドシートに子供を乗せ
て背負うことのできる状態
になります。 

※保管や持ち運びの際は1.1～1.4の逆の手順で折りたたんで下さい。保管には別売りのポコAGキャリングケースを使用して下さい。

1. チャイルドキャリアの組み立て

2. 背負うためのフィッティング調整

3. フィットと子供の固定

4. 子供を安全に背負う

1. チャイルドキャリアの組み立て

アッセンブル
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2.1 ショルダーベルト、ヒップベルト、
ロードリフターストラップを緩め
て下さい。

2.5 ヒップベルトの調整後に、ショルダ
ーベルトのストラップを下に引き締
めて下さい。

2.6 首の後ろの一番飛び出した骨(第7頸
椎)からショルダーヨークの上端ま
での距離が2.5～5㎝になるように
なるのが適正な背面長です。必要に
応じて背面長を調整して下さい。

2.7 パックをおろしてショルダーベル
トとロードリフターのストラップ
を完全に緩めて下さい。

2.8 バックパネル中央下部にある背面
長調整カムを上に押し上げて解放
して下さい。ショルダーヨークを
上下にスライドさせて、適正な背
面長に合わて下さい。

2.2 パックを背負い、ヒップベルトの
中心が腰骨を覆うように合わせて
下さい。ヒップベルトのバックル
を接続してストラップを引き締め
て下さい。

2.3 ヒップベルトバッド両端の間隔が8
～15㎝になるのが適正なフィッテ
ィング状態です。必要に応じ、フィ
ットオンザフライの機能を使用して
ヒップベルト長を調整して下さい。

2.4 フィットオンザフライはヒップベル
ト長を調整するための機能です。ヒ
ップベルトのメッシュパッドとエク
ステンションウィングの間の面ファ
スナーを剥がして、スライドさせて
ヒップベルト長を調整して下さい。

2.9 背面長調整カムをしっかりと押し
下げてロックして下さい。これで、
背負う方のフィッティング調整が
完了です。

ショルダーベルトの調整と背面長の確認

背面長の調整

2. 背負うためのフィッティング調整

ヒップベルトの調整

 注意　パックの調整中に子供を背負わないで下さい。

 対応ヒップベルト長：66～122㎝

 対応背面長：39.5～54.5㎝

アッセンブル
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3.1 チャイルドシート前方にあ
る赤いボタンを押して、ダブルハ
ロチャイルドハーネスを解放して
下さい。

3.5 座席を下げる時はヘッドレストの付
け根にある赤いレバー(ラダーバック
ル)を引き上げた状態で、座席を適切
な位置に押し下げて下さい。レバー
を放すと座席高がロックされます。

3.6 レッグループに子供の足を通して
座席に座らせて下さい。子供のあ
ごがドロールパッド(3.3を参照)と
同じ高さになっていることを確認
して下さい。

3.10 ダブルハロチャイルドハーネスを
緩める時はバックルの付け根ある
左右のボタンをつまみながら両側
のストラップを緩めて下さい。

3.7 グラブハンドルに引っ掛けておいた
ダブルハロチャイルドハーネスを解
放し、子供の腕をアームループに通
して下さい。

3.11 上限(18㎏)に近い子供を着座させ
る場合は、血行の妨げを防ぐため
にステアラップ(あぶみ)を使用して
下さい。お子様の膝が少し曲がる
高さに調整して使用して下さい。

3.8 ダブルハロチャイルドハーネスの左
右に付いているオスバックルをチェ
ストパッドにあるデュアルサイドメ
スバックルに接続して下さい。

3.2 解放されたチャイルドハーネスの
両側のストラップを、チャイルド
シート後部にあるグラブハンド
ル上のプラスチック製ウェビング
キーパーに引っ掛けて、ハーネス
が子供を乗せる時の妨げにならな
いようにして下さい。

3.3 子供のあごがコックピット前方のド
ロールパッドのトップの高さになる
ように、適正に調整して下さい。調
整が必要かどうか、お子様をキャリ
アに座らせチェックします。必要に
応じて4～5の方法で座席高を調整
して下さい。

3.4 座席を上げる時は、座席の後ろにあ
る赤いループをつかんで、シートを
引っ張り上げて下さい。上方向の移
動の場合、座席高は自動的にロック
されます。

 注意：供を座席に座らせたまま、座
席の高さの調整をしないで下さい。

3.9 子供の胴にぴったりフィットするよ
うに左右のストラップを引き締めて
下さい。これで、子供が安全な着座
状態となります。

お子様を乗せる前に～チャイルドシートの準備 シート高の確認

子供を安全に乗せる

フィッティングの追加情報

3. フィットと子供の固定

アッセンブル
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4.1 子供を乗せて背負う前に4.1A～4.1Dを確認して下さい。
A 大人の背面長とヒップベルトの調整が、正しく行われていることを確認して下さ

い。[STEP 2を参照]
B チャイルドシートが正しく調整されていること、ダブルハロチャイルドハーネス

のバックルがしっかりと接続されていることを確認して下さい。[STEP3を参照]
C 大人のショルダーベルトを片側だけ緩めて下さい。最初に肩を入れる側は緩め

ず、フィットした状態にしておいて下さい。
D ヒップベルトとスターナムストラップのバックルを外して、緩めて下さい。

4.4 フィットした(緩めていない)状態の
ショルダーベルトに、4.3で解放
した手を通して下さい。ショルダ
ーストラップを掴んでショルダー
ベルトを肩にかけて下さい。

4.5 片側のショルダーストラップを掴ん
だまま身体を前に倒し、パックの荷
重と子供の体重を背中で受け止めて
下さい。チャイルドシートの前のグ
ラブハンドルをつかんでいる手を放
し、その手をショルダーベルトに滑
り込ませ、両肩で背負って下さい。

4.9 スターナムストラップのバックルを
接続し、ストラップを引き締めて下
さい。これで、本製品を使用する準
備ができました。

4.6 ヒップベルトのバックルを接続して
ストラップを引き締めて下さい。

4.7 ショルダーベルトのストラップを引
き締めて下さい。

4.2 パック背面側に向き、チャイルドシ
ートの前後にある2個のグラブハン
ドルを使って本製品を持ち上げ、少
し曲げた片側の膝の上にフレームを
乗せて下さい。

4.3 子供のヘッドレスト側のグラブハン
ドルから手を放し、放した手でヒッ
プベルトを広げて下さい。

4.8 ロードリフターストラップを引き締
めて下さい。

4. 子供を安全に背負う

追加情報：背中に手を回し、フットバーを収納して下さい。これにより周りに障害物
がある時にも取り回しがしやすくなります。チャイルドキャリアを下ろす際には、フ
ットバーが確実に展開し、カチッと展開音がしたことを確認して下さい。チャイルド
キャリアを下ろす時は4.1-4.9の手順を逆に行ってください。

アッセンブル
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サンシェード
全てのポコAGシリーズにはサンシェードが標準装備されており、素早く簡単にセットすることができ、子供を日射しから守ります。

1 サンシェードのマークがあるジッパーポケットを
開けて下さい。

2 サンシェードの上部にあるウェービングループを
つかんでサンシェードをポケットから引き出し、
サンシェードとポケット内部の面ファスナーを貼
りあわせて固定して下さい。

3　2つの赤いタブを前方に引っ張って下さい。

4　赤いタブをサイドアーム前方のスリーブに下から
差し込んで、しっかりと固定して下さい。

5 赤いウェビングループに指を入れて下に引っ張り、
 スリーブから外して下さい。

子供にサンシェードが跳ねて当たらないように、
指をウェビングループに入れたままテンションを
緩めて下さい。

6　赤いタブを外したらサンシェードをポケットに収
めて、ジッパーを閉じて下さい。

機能の詳細

サンシェードの組み立て

サンシェードの収納
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ドロールパッド

チャイルドシートの前側にあるドロールパッドは、肌触りがソフトで、子供を快適
に保護してくれます。ドロールパッドは取り外しが可能で、必要に応じてクリーニ
ングすることができます。クリーニングする場合は、ぬるま湯と中性洗剤を使用し
て洗浄し、直射日光を避けて通気性のよい場所で自然乾燥させて下さい。

ドロールパッドの着脱

トイアタッチメントループ

チャイルドシートの横にある小さいコードループ、ま
たはサンシェードの内側上部のコードループに子供の
オモチャやおしゃぶりをつなぎ止めておくことで、落
下や紛失を防ぐことができます。

ジッパースタッシュポケット

小型ジッパースタッシュポケットは小物の収納に便
利。内部にキークリップが付属しています。

下部ジッパーコンパートメント

全てのポコAGシリーズには、おむつなどを収納することができる下部ジッパーコン
パートメントがあります。ポコAGプレミアムとポコAGプラスはポコAG(ノーマル)
よりも大きいコンパートメントを備えています。

調整可能なステアラップ(あぶみ)

上限の18KGに近い子供は、長さ調整のできるパッド
入りステアラップを使用することで、脚の血行の妨げ
を防ぐことができます。

デラックスなチャイルドシート

調整可能なダブルハロショルダーハーネスとチャイルドシートは、安全のた
めフレームとパッドに囲まれています。アナトミカルフィットのチャイルド
シートには肌触りがソフトな素材を使用し、サイドには快適な通気性のある
メッシュ素材を使用しています。

折りたたみ式の軽量アルミフレーム

アルミフレームは荷重をしっかりと支え、本製品を降ろした時には安定して自立し
ます。運搬時や保管時には、フットバーとサイドアームを折りたたむことができま
す。別売のポコAGキャリングケースを使用すれば、運搬時や保管時に本製品を保護
してくれます。

1　ドロールパッドの両端、バックパネル側にあるバックルを外して下さい。

2 ドロールパッド下側の面ファスナーを外し、
 ドロールパッドを下に引っ張って下さい。
 ※ 取り付けは取り外しと逆の手順で行って下さい。

機能の詳細
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2個のグラブハンドル

丈夫なデュアルグラブハンドルで、安定かつ安全に本
製品を背負ったり、降ろしたりすることができます。

レザヴォアスリーブ

背面上部の空間にレザヴォア(ウォーターパック)を収
納して、大人も子供もハイドレーションにアクセスす
ることができます。ウォーターパックの適正サイズ
は、オスプレー、LTレザヴォア1.5㍑。

ストレッチメッシュショルダーベルトポケット

ストレッチメッシュショルダーベルトポケットには、
エナジーバーやお子様の大好きなオモチャを入れて、
素早く簡単にアクセスすることができます。

ポコAGレインカバー(別売)

・ワンサイズ/重量0.41kg
・視認性に優れるリップストップナイロン
・ビルトインポーチに収納
・4点で簡単にセット
・クリアビューウィンドウ
・リフレクティブロゴ

[レインカバーのセット]
1 サンシェードをセットした上からフィットさせます。
2 レインカバー側の2個のトグルをヒップベルト側のコー

ドループに通して下さい。
3 2本のフックアンドループストラップをスタンドに固定

して下さい。
4 グラブハンドルの辺りでレインカバーのバックルを止め

て下さい。

フィットオンザフライヒップベルト
(プレミアム、プラスのみ)

ベルト長の調整可能なフィットオンザフライヒップベ
ルトは、左右それぞれに13㎝の調整範囲があり、様々
な体格にフィット。通気性に優れ、快適な背負い心地
を実現してくれます。

ポコAGキャリングケース(別売)

・ワンサイズ/重量0.41kg
・IDカードウィンドウ
・ロッカブルジッパー
・リムーバブルショルダーストラップ

オスプレーアンチグラビティサスペンション

適度なテンションのシームレスなAG(アンチグラビティー)バックパネルと
ヒップベルトは、卓越した快適性、運搬性、通気性を実現。

背面調整機能

背面調整機能は約15㎝の調整範囲があり、背負う方をバトンタッチする場合も素早
く簡単にフィッティングすることができます。

機能の詳細
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オスプレーパックは丈夫で耐久性にも優れていますが、正しくお手入れをする事でより長く
ご使用いただく事ができます。

パックのお手入れ
通常のメンテナンス
・使用後はパックをしっかりと清掃してください。

・ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗うこと
でスムーズな開閉を持続させます。

・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てください。

・土汚れ、汗、塩、さびが発生した場合はしっかりと洗ってください。

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

パックの清掃

A 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。

B ショルダーベルトやへヒップベルトが取り外し可能な場合は、取り外します。

C 洗濯機は使用しないでください。バスタブや大きな洗面器で中性洗剤とぬるま
湯を使用して洗います。

D パックをやさしくすすぎ、柔らかいブラシで万遍なく洗います。

E ジッパー部分は、柔らかいブラシを使い、刺激の少ないせっけんとぬるま湯で
洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。

F 汚れた水を流し、冷たい真水に浸し、よくすすぎます。この行程を洗剤が落ち
るまで繰り返します。

G 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

ホイール付きトラベルパックの清掃

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

A 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。

B ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗いま
す。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。

C スポンジや雑巾でシャシーを拭きます。

D 布地は柔らかいブラシかスポンジを使い、中性洗剤とぬるま湯で汚れを洗い落
とします。

E 水を布に含ませ、固くしぼって洗剤を拭取ってください。

F 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

レザヴォアのお手入れ
レザヴォアのメンテナンス
・レザヴォアはMPEフィルムを採用しカビや細菌の増殖を防ぎます。

・使用後はしっかりと濯いでください。スポーツドリンクなど、糖類の入った飲料
を入れた場合は、入念にすすいでください。

・定期的にハイドレーション洗浄タブレットを使用することをおすすめします。

・レザヴォアは凍っても品質に影響は出ませんが、満タン状態のレザヴォアをお凍
らせると、膨張して破損する恐れがあります。

・沸騰した熱湯を注がないでください。レザヴォアを破損する恐れがあります。ま
た保証の対象外となります。

・Youtube内オスプレーパックのページ“Cleaning an Osprey Hydraulics™ 
Reservoir”で洗浄方法を動画で紹介しています。

レザヴォアの清掃(レザヴォアクリーニングキットを使用)

A レザヴォアを空にし、ぬるま湯と刺激の少ない中性洗剤を注ぎます。漂白剤や
熱湯を入れないでください。

B キットに入っている大きなブラシでレザヴォア内部を洗います。

C ホースとバイトバルブを取り外し、小さいブラシでホース内部を洗います。

D バイトバルブのシリコンシースを取り外し、温かい石けん水で洗います。

E レザヴォア本体、ホース、バイトバルブを冷たい真水で、よくすすぎます。

F ホースとバイトバルブを風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

G レザヴォア本体に乾燥用ハンガーを入れ、風通しの良い日陰に吊るして乾燥さ
せてください。

レザヴォアの清掃(オスプレー製クリーニングタブレットを使用)

A レザヴォアにぬるま湯を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れないでください。

B クリーニングタブレットを一錠入れ、蓋を閉めます。

C ホースやハンドルを上向きにしタブレットが溶けるまで5分程度放置します。

D 溶解液が全体に行き渡るようレザヴォアを30秒程度濯ぎます。

E バイトバルブをつまみの空気を抜き、ホースとバイトバルブにも溶解液が行き
渡るようにします。

F 15分ほ程度置いてから溶解液をすべて排出します。

G レザヴォアとホースを冷たい真水で、よくすすぎます。

H 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

※日本国内ではオスプレー製クリーニングタブレットを販売しておりません。

パックの清掃

オスプレー社ではパックのお手入れにニクワックス製品の使用をお勧
めしています。説明書をよく読みご使用ください。

テックウォッシュ　各種透湿防水生地、耐久撥水加工生地の撥水性を
落とすことなく、汚れだけを落とす洗剤です。

テント＆ギアソーラープルーフ　パックを紫外線から守り、撥水性を向上させるス
プレータイプの撥水剤です。

※ニクワックス製品は正規輸入代理店よりご購入ください。

youtube.com/ospreypacks内“Cleaning an Osprey Hydraulics 
Reservoir”で洗浄方法を動画で紹介しています。

詳細なお手入れにつきましてはospreypacks.com/PackTech/PackCareをご
覧ください。

パックとレザヴォアのお手入れ
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オスプレーの純正アクセサリー
オスプレーはパックに機能を追加したり、パックを保護したりするための純
正アクセサリーを豊富に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

パッキングとフィッティング
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/PACKTECH/
HOWTOPACKYOURPACK
WWW.LOSTARROW.CO.JP

お問い合わせ
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。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー
〒 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.LOSTARROW.CO.JP


