
MUTANT

ミュータント 52 ミュータント 38 ミュータント 22

この度はオスプレー製品をご購入いただき

まして誠にありがとうございます。機能性と

耐久性に優れた革新的なパックが、あなたの

アクティビティーをサポートします。この取扱

説明書では、製品の特長、使い方、製品保証

などを解説しています。取扱説明書をよく読

み、製品本来の性能をご活用ください。

OWNER'S MANUAL | ミュータント取扱説明書
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MUTANT 2

共通の機能 
1	 スノーシェッドファブリック製バックパネル
2	 バンジータイオフ付きデュアルツールロック
3	 ギアを外付けできるフロントパネルデイジーチェーン
4	 ホールループ×3
5	 内部ハイドレーションポケット
6	 グローブを着けた手でも操作しやすいバックル
+	 ロープアタッチメント/内部コンプレッションストラップ

生地
メイン 210D	ハイテナシティナイロン
アクセント 210D	ナイロンハニカム
ボトム 420D	ナイロンパッククロス

OVERVIEW | 概要



MUTANT 3

ミュータント 52

サイズ	 S/M	 L/XL
容　量	 50㍑	 52㍑
重　量	 1.47kg	 1.55kg
外　寸	 縦74cm×横34cm×奥32cm

推奨パッキングウェイト		9〜23㎏
アドオン		レザヴォア3L、レインカバー	L

ミュータント 38

サイズ	 S/M	 M/L
容　量	 36㍑	 38㍑
重　量	 1.21kg	 1.28kg
外　寸	 縦74cm×横34×奥32cm

推奨パッキングウェイト		5〜18kg
アドオン		レザヴォア3L、レインカバー	M

ミュータント 22

サイズ	 ワンサイズ
容　量	 22㍑
重　量	 0.57kg
外　寸	 縦48cm×横25×奥22cm

推奨パッキングウェイト		5〜11kg
アドオン		レザヴォア	3L、レインカバー	S

OVERVIEW | 概要

特長的な機能
+	 着脱可能なトップリッド/一体式フラップジャケット
+	 トップもしくはフロントに装着できるヘルメットキャリー
+	 ポケット付き一体型フラップジャケット
+	 補強されたAフレームスキーキャリー
+	 クイックリリース	サイドコンプレッションストラップ
+	 下部サイドコンプレッションストラップ
+	 ヒップベルトギアループ/アイスクリッパーアタッチメント
+	 リバースラップヒップベルト

背面長
S/M	 38~46cm
L/XL	 46~53cm

特長的な機能
+	 着脱可能なトップリッド/一体式フラップジャケット
+	 トップもしくはフロントに装着できるヘルメットキャリー
+	 ポケット付き一体型フラップジャケット
+	 補強されたAフレームスキーキャリー
+	 クイックリリース	サイドコンプレッションストラップ
+	 下部サイドコンプレッションストラップ
+	 ヒップベルトギアループ/アイスクリッパーアタッチメント
+	 リバースラップヒップベルト

背面長
S/M	 38~46cm
L/XL	 46~53cm

特長的な機能
+	 インサイドアウト	ロープアタッチメント
	 内部コンプレッションストラップ
+	 取り外しできるウェビングヒップベルト
+	 ジッパー開口部の内側に収納ポケット
+	 コンプレッションやアタッチメントを追加できるサイドループ

背面長	 41~51cm
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MUTANT 4

ミュータント 52/38
1. サスペンション
アルミステー2本がサポートする着脱可能なHDPEフレームシート
アチロンシートとEVAフォームを貼り合わせた着脱可能なパネル

2. バックパネル
スノーシェッドファブリック製バックパネル

3. ショルダーベルト
カーブカットされたEVAフォームをストレッチ生地でカバー

4. ヒップベルト
EVAフォームをストレッチ生地で包んだ着脱可能*なヒップベルト
ギアループとアイスクリッパーアタッチメントが付属

*ミュータント52のみ

ミュータント 22
1. サスペンション
EVAフォームにアチロンシートを貼り合わせた着脱可能なパネル
HDPE製トップステー

2. バックパネル
スノーシェッドファブリック製バックパネル

3. ショルダーハーネス
カーブカットされたEVAフォームをストレッチ生地で包んだショルダーベルト

4. ヒップベルト
着脱可能なヒップベルト

CARRY | 背面システム
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MUTANT 5

着脱/交換可能なヒップベルト
52L
ヒップベルトを交換することで体型
に合った完璧なフィットが得られま
す。クライミング時にヒップベルトを
取り外せばムーブを妨げません。

ヒップベルトの外し方
A.	 パック本体のトリグライドバック
	 ルからヒップベルトのウェビング
を外します。

B.	 ヒップベルトとパックの隙間に
手を入れて面ファスナーを剥が
し、ヒップベルトを外します。

C.	 ヒップベルトの取り付けは逆の
手順で行います。

着脱可能なフレームシート/ステー
52L/38L
好みに応じてフレームシートとアルミステーは取り外せます。
戻すときはアルミステーを曲げないように注意して下さい。

フレームシート/ステーの外し方
A	 パック内側の面ファスナーを剥がします。
B	 フレームシートを取り出します。
C	 フレームシート上部の面ファスナーを外し、コードループ
を引いてステーを引き抜きます。

D	 アルミステーを元に戻す際は曲げないように注意して下
さい。

折り返しできるヒップベルト
38L

着脱可能なアチリオンシート
22L

着脱可能なウェビングヒップ
ベルト
22L
クライミング時はハーネスやギアに
アクセスしやすいようにウェビング
ヒップベルトは取り外しできます。パ
ック本体の左右のトリグライドから
ウェビングを取り外し、パック内に
収納して下さい。クライミング時は
背中側でバックル締めすることもで
きます。

FEATURES | 各機能について



MUTANT 6

Aフレームスキーキャリー
52L/38L
補強された下部スキーキャリーループと上部のコンプレッションストラップを使っ
てAフレームスタイルのスキーキャリーが可能です。
A	 スキーのトップを上にしてテールを下部のスキーキャリーループに通します。
B	 上部コンプレッションストラップのバックルを接続します。
C	 しっかりとストラップを締めてスキーを固定します。
D	 上記の逆の手順でスキーを取り外します。

着脱可能なトップリッドとフラップジャケットカバー
52L/38L
荷物が少ない時や軽くしたい時はトップリッドを取り外せます。
A	 フロントのリテンションストラップを外します。
B	 ロードリフター横のバックルを外します。
C	 ウェブループから雄バックルを引き抜きます。
D	 上記の逆の手順でトップリッドを取り付けて下さい。
トップリッド無しでパックを使う場合は、フラップジャケットとフロントコンプレッショ
ンストラップをバックル締めします。

FEATURES | 各機能について



MUTANT 7

ワンド/スノーバーポケット
52L
側面下部のポケットにトレッキングポールやスノーバーを収納、取り外しできます。
A	 サイドコンプレッションストラップを緩めます。
B	 パック本体とコンプレッションストラップの間にトレッキングポールやスノーバー
を差し込み、先端がポケットに収まるようにします。

C	 サイドコンプレッションストラップを締めます。
D	 トレッキングポールやスノーバーを取り外す際は、コンプレッションストラップを
緩めます。

ヒップベルトギアループ/アイスクリッパーアタッチメント
52L/38L
ヒップベルトには、ギアをラッキングするギアループと、アイスクリッパーやカラビナ
をセットするスロットを備えています。

グローブを着けた手でも操作しやすいバックル
52L/38L/22L

内部ハイドレーションスリーブ
52L/38L/22L
レザヴォアをスリーブ内に収納することで、バランスの良い重量配分になります。
バックルループにクリップすることで、レザヴォアをまっすぐに保てます。

FEATURES | 各機能について



MUTANT 8

トップヘルメットキャリー
52L	/38L
A	 トップリッドのジッパーポケットを開けてヘルメットネットを取り出します。
B	 ネットでヘルメットを覆い、2つのクリップを適切な位置のデイジーチェーンにセ
ットしヘルメットを固定します。

フロントヘルメットキャリー
52L	/38L
A	 トップリッドのジッパーポケットを開いてヘルメットネットを取り出し、パック本
体から完全に取り外します。

B	 2つのクリップを、パック前面のデイジーチェーンに取り付けます。
C	 ネットでヘルメットを覆い、残りの2つのクリップを適切な位置のデイジーチェ
ーンにセットしてヘルメットを固定します。

FEATURES | 各機能について



MUTANT 9

ロープアタッチメント/コンプレッションストラップ
52L/38L
トップリッド使用時/フラップジャケット使用時を問わず、メインコンプレッショ
ンストラップで荷物を圧縮したりロープを固定したりできます。サイドコンプレ
ッションストラップを使用すればさらにしっかりと固定できます。

22L
メインコンプレッションストラップで荷物を圧縮したり、ロープを固定したりできま
す。サイドループにウェビングやコードを取り付ければ、さらにしっかりと固定でき
ます。

FEATURES | 各機能について



MUTANT 10

デイジーチェーンループ
52L/38L/22L
必要に応じてデイジーチェーンループにウェビングやエラスチックコードを通すこ
とで、クランポンなどのギアをパックに外付けできます。

デュアルツールロック
52L/38L/22L
ツールロックとバンジータイオフの
連携によりアイスツールをしっかり
固定でき、簡単に取り外せます。　
A	 ツールロッククリップをアイスツ
ールのヘッドホールに通し、ピッ
ク先端を補強パッチに差し込み
ます。

B	 上部のY字クリップからバンジ
ータイオフを外し、アイスツール
のシャフトを通してからバンジ
ータイオフを戻して固定します。

C	 アイスツールの取り外しは上記
の逆の手順で行います。

3点吊り荷揚げシステム
52L/38L/22L
前方2箇所、後方1箇所の補強ホー
ルループを使用して簡単、安全に荷
揚げすることができます。

トップリッドストレージポケット
22L
トップリッド内側に小物の収納に便利なキークリップ付きジッパーメッシュポケット
を備えています。

FEATURES | 各機能について



MUTANT 11

オスプレー社はご購入いただいた製品の常識的な

製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる

期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対

して製品保証をいたします。原材料および製造上の

不具合によって生じたいかなる破損に対しても、製

品を謹んで修理または交換いたします。当社で製品

の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用に

おいて起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、

あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていた

ことによる場合は適正な料金で修理いたします。オ

スプレー製品をお使いの方々に当社のアフターサー

ビスを知っていただくためにも、この製品保証を忠

実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は下

記のカスタマーサービスにご連絡をいただき、修理

手続きのお問い合わせをお願いいたします。

WARRANTY | 製品保証

オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー
〒112-0012
東京都文京区大塚3-4-7	茗溪ビル
03-6902-2131(代表)	
ec@lostarrow.co.jp
※製品に関するご質問や修理につきましては、弊社WEBサイトよりお問い合わせください。


