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ORTOVOX SPORTARTIKEL・GERMANY

ALPINE BACKPACK

メッシュ編みのストレッチポケット
水ボトルの収納に良い

 
強い防水布地

 スキーの収容固定がしやすい
40㎝のストラップ 

内側に隠しポケット
外側は約3リットルの収納スペース

耐水圧2500㎜布地のザックカバーが
収納されている

開閉が楽な独特のトップローディング
ストラップ方式

ウラ面にアクシデントの際のシグナルの
出し方がプリントされている

主室の荷物がすばやく楽に
取り出せるフロントの全開ジッパー

トレッキングポールの末端石突き
を引っ掛けて固定

万がいちのアクシデントのために
救助を求める知識や連絡方法を記入

する防水カードが付いています

快適なバックパネル

ALPINEオルトボックス
アルパインバックパック　トラバースシリーズ
トラバースシリーズはアルパイントレッキングに理想的な機能を備えています。軽量

の背中には通気性が良いパッドがあり快適です。人体工学に基づいて作られた

ショルダーベルト形状は幅広のヒップベルトと相まって荷重が分散されます。給水

ハイドレーション、ポール取付機能、ヒップポケットやザックカバー等すべてのトラバース

シリーズに標準装備されています。トラバース30と28Sはフロントパネルをほぼ全開

できるジッパーによって荷物の取り出しがとてもスムーズに出来ます。つぶれては

困るようなアイテムは大きめの雨ぶたに楽に収納して、貴重品は裏の隠しポケット

を使います。

オルトボックス
アルパインバックパック標準装備

●エマージェンシィーカードが付いている。

●胸のストラップにホイッスルが付いている。

●明るい色の内装だから捜し物が楽に見つけられる。

●吸水ハイドレーションシステム装備。

●トレッキングポールやスキーをしっかりと固定できる。
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ALPINE BACKPACK  トラバースシリーズ

New 
Color

TRAVERSE 40

OV-48540　
トラバース40・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥21,000＋税
「トラバース」シリーズの大型サイズ。基本機能はそのままにマップコンパートメントを追加し、
よりアルパイン向けとなった大容量パックです。

●素材／210dデュラマックスリップストップナイロン
●容量／約40L●サイズ／53×26×14（㎝）●背面長（背負丈）／48cm
●重量／1,390g●カラー／ブラック

TRAVERSE 38S

OV-48541　
トラバース38S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥21,000＋税
トラバース40dのショートサイズ。中の荷物へフロントパネルからアクセスができるため荷物の多い
テント泊でもスムーズなパッキングを手助けします。

●素材／210dデュラマックスリップストップナイロン
●容量／約38L●サイズ／48×26×14（㎝）●背面長（背負丈）／46cm
●重量／1,360g●カラー／アクア（ライトブルー）

トラバース40

48cm 背面長

トラバース38S

46cm 背面長

コンフォートコンタクトバックシステムは、
空気の循環もよく快適さを保ちます。
トラバース全モデルA A

Photographer:Hideki Hoshino

TRAVERSE 30

OV-48530　
トラバース30・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥18,000＋税
オルトボックスが初めて発表したアルパインパック。基本機能を維持しつつ軽
量です。フロント面がジッパーで大きく開くことができるので詰め物をす早く捜
し出せます。レインカバー、ヘルメットホルダー付き。

●素材／210dデュラマックスリップストップナイロン
●容量／約30L●サイズ／53×26×13（㎝）●背面長（背負丈）／47cm
●重量／1,070g●カラー／Aブルー、Bオレンジ

TRAVERSE 28S

OV-48531　
トラバース28S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥18,000＋税
トラバース30のショートサイズ。フロントパネルを大きく開閉できるジッパーによっ
て主室の荷物をす早く捜して取り出す事が出来る。レインカバー、ヘルメットホル
ダー、アックスホルダー付き。

●素材／210dデュラマックスリップストップナイロン
●容量／約28L●サイズ／52×26×12（㎝）●背面長（背負丈）／45cm
●重量／1,030g●カラー／Aアクア（ライトブルー）、Bコーラルピンク

トラバース30

47cm 背面長

トラバース28S

45cm 背面長

フロントパネルが半開する
サーキュムフェレンシャルタイプ。
トラバース40、38S、30、28S

B B
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軽量

トラバースシリーズ

軽量ピークライト

A

B

B

A

TRAVERSE 20

OV-48520　
トラバース20・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥13,000＋税
ヘルメットネット、ザックカバーを標準装備。大きく開閉する主室のジッパーと
使いやすいサブポケットがある。ポールやスキーの他にアックス取付け可能。

●素材／210dデュラマックスリップストップナイロン
●容量／約20L●サイズ／53×27×11（㎝）●背面長（背負丈）／50cm
●重量／960g●カラー／Aグリーン、Bブルー

PEAK LIGHT 32

OV-46253　
ピークライト32・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥25,000＋税
天蓋、ウエストベルト、アルミフレームを取外すことが出来るからマルチウェイな使い方ができる
アルパインパック。メッシュ構造のテックニット背面で通気性も抜群のオールシーズンタイプです。
アックスホルダー、ヘルメットホルダー付き。フロントパネルが大きく開く。

●素材／420dオックスフォードナイロン●容量／約32L●サイズ／54×26×15（㎝）
●背面長（背負丈）／47cm●重量／1,050g●カラー／オレンジ

PEAK LIGHT 30S

OV-46263　
ピークライト30S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥25,000＋税
ピークライト32の背面ショートサイズ。フロントパネルを開いて主室にアクセスする。アルミフレーム
等のパーツを全て外すとかなりコンパクトになり、アタックザックとして応用ができる。

●素材／420dオックスフォードナイロン
●容量／約30L●サイズ／53×26×14（㎝）●背面長（背負丈）／45cm
●重量／1,020g●カラー／アクア

TRAVERSE 18S

OV-48521　
トラバース18S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥13,000＋税
トラバース20のショートタイプ。大きく開く主室ジッパーとサブポケットが使い
やすい。ヘルメットネット、ザックカバーを標準装備。ポール、スキーの他にアッ
クス取付け可能。

●素材／210dデュラマックスリップストップナイロン
●容量／約18L●サイズ／50×26×15（㎝）●背面長（背負丈）／47cm
●重量／870g●カラー／Aバイオレット、Bライトグレー

ピークライト32

47cm 背面長

ピークライト30S

45cm 背面長

トラバース20

50cm 背面長

トラバース18S

47cm 背面長

スイスウール・テックニットバックシステム
快適なスイスウールメッシュの背中、
シンプルで軽量。

ポール末端固定システム。トラバース全モデル

ファーストエイド・
ミニ

48g 

FIRST AID MINI

OV-23040　
ファーストエイド・ミニ・・・・・・￥2,100＋税
メッシュパネルで仕切られた小型ポーチ。
●素材／ナイロン●サイズ／13×9×5（㎝）
●重量／48g

ファーストエイド救急バッグ

※写真は使用例です。
中味の医薬品は付属されていません。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------------
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CLIMBING BACKPACK  軽量トラッドシリーズ

TRAD 35

OV-48830　
トラッド35・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000＋税
35リットルの軽量クライミングパック。アプローチではインナーフレーム（重さ
150g）を付けて荷重をクリアー。クライミングではフレームを取外して使う。大
きく開くフロントジッパーで荷物の捜し出しが楽です。RECCOテクノロジー。

●素材／210dHDリップストップナイロン＋420dナイロン●容量／約35L
●サイズ／57×26×17（㎝）●背面長（背負丈）／45㎝●重量／960g
●カラー／ライトグリーン

トラッド35

45cm 背面長

960g 重量

取外せるヒップシステム。
トラッド35

TRAD 18

OV-48819　
トラッド18・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,500＋税
雨ぶたが無いコードロック開閉で超軽量のサブパック。ボディ左側に隠しポケ
ットが付いています。6色のカラーバリエーションが用意されている。

●素材／70dリップストップナイロン＋210dHDリップストップナイロン
●容量／約18L●サイズ／49×22×11（㎝）●背面長（背負丈）／42㎝
●重量／230g●カラー／Aネイビー、Bアクア（ライトブルー）、Cオレンジ、
Dグリーン、Eコーラルピンク、Fブラック

TRAD 25

OV-48820　
トラッド25・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥17,500＋税
フロントパネルを開けて主室の物を出し入れ出来る。背面部の軽量アルミフ
レームは着脱可能であり、パック自体の軽量化や折り畳みが可能となる。
RECCOテクノロジー装着。

●素材／210dHDリップストップナイロン＋420dHDリップストップナイロン
●容量／約25L●サイズ／53×26×12（㎝）●背面長（背負丈）／45㎝
●重量／750g●カラー／Aオレンジ、Bネイビーブルー

TRAD 24S

OV-48840　
トラッド24S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥17,500＋税
フロントパネルから主室へアクセス出来る。「サーキュムフェレンシャル」タイプ。
ハイドレーション装備。ポール、アックス、ロープの他、スキーの取付け機能。

●素材／210dHDリップストップナイロン＋420dHDリップストップナイロン
●容量／約24L●サイズ／52×26×10（㎝）●背面長（背負丈）／43㎝
●重量／730g●カラー／Aブラック、Bコーラルピンク

A

A

B

E

A

F

C

D

B

B

トラッド25

45cm 背面長

750g 重量

トラッド18

42cm 背面長

230g 重量

トラッド24S

43cm 背面長

730g 重量

取外せるインナーフレーム。
トラッド35、25、24S

レッコ反射板によって捜索は
より早く簡単になりました。
ヘリコプターによる捜索が
可能となり雪上での捜索も
確実に発見出来るようになり
ました。トラッド35、25、24S

トラッド18S
コンパクト収納

CLIMBING

軽量
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