ORTOVOX SPORTARTIKEL・GERMANY

Sustainability

オルトボックスの環境保全の取り組み
二酸化炭素を始めとする、

PFCフリー素材の活用

排気ガス排出量削減

ORTOVOXの「3R」
Reduce/Reuse/Rethink

ORTOVOXのバックパックは2020年秋以降、 全て

オルトボックス社では、業務並びに製品
の生産によって排出される排気ガスの排
出量削減への取り組みを進めています。

製品として利用するプラスチックを減らします
（Reduce）
。

PFC
（有機フッ素化合物）
を 一切使わない
（100%）
素

製品素材の再利用（Reuse）
を進めます。

材のみで作られた製品です。
また、
バックパックだけでな

ビジネスにおける行動を常に再考
（Rethink）
します。

く、
アパレル製品についても徐々に削減を進めており、
2024年には同様に全ての 製品がPFCフリー になるよ
う努力しています。
（2020年度、
70%以上を達成）

これらがSustainability/Recycleに繋がるものと
して全ての取引を行います。

トラバース30、28S
軽量

生地・パーツ全ての素材を大幅に改良。

トラバース30

環境に配慮し、
PFC
（有機フッ素化合物）

の使用率を0％に抑え、
リサイクル素材を

背面長 ショート

72%使用。

背面長 レギュラー

A

トラバース28 S

A

トラバース40

ポールのアタッチメントパーツを改良
し、
より快適な着脱を可能に。

ショルダーストラップ両方にギアホルダー
を1箇所ずつ装着。

バックシステムとショルダーストラップ
に3Dメッシュを使い、通気性と共に
フィッティング性を大幅に改善。

ストレッチ
ナイロンポケット

B

B

TRAVERSE 30

TRAVERSE 28S

OV-48534
トラバース30・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000
（税込￥22,000）

OV-48533
トラバース28S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥20,000
（税込￥22,000）

デザインが大幅にリニューアルされたスタンダードサイズパック。背面パネルとショルダーベルトを改良しフ

トラバーススタンダードバックパックの女性または小柄な男性向けモデル。質感を損なうこと無く、環境に

ィッティング感を大きく改善したほか、
ショルダーベルトにギアループを付属。元々のシステムを踏襲し、細
部をグレードアップさせたフラッグシップモデル。

●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）●容量／30 L●背面長／レギュラー
●重量／1,025g ●カラー／Aブラックレイブン、Bジャストブルー●ヘルメットネット付
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配慮したPFCフリーの素材や、多くのリサイクル材が使われている。

●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）●容量／28 L●背面長／ショート
●重量／980g ●カラー／Aブラックスチール、Bグリーンアイス●ヘルメットネット付

トラバース40、38S、20、18S
トラバース40

トラバース38 S

背面長 ショート

A
A
背面長 レギュラー
ストレッチ
ナイロンポケット

B

B

TRAVERSE 40

TRAVERSE 38S

OV-48544
トラバース40・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥23,000
（税込￥25,300）

OV-48543
トラバース38S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥23,000
（税込￥25,300）

トラバースシリーズ大容量パック。テント装備も入る容量でありかつ、
サーキュムフェレンシャルジッ

トラバースシリーズ大容量パックのショートサイズモデル。背面パネルの長さだけではなく、各部スト

パーによって主室へのアクセス、荷物の整理がスムーズであることが特徴的。

ラップやベルトのサイズ、形状などが小柄な方にフィットするよう作られている。

●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）

●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）

●重量／1,370g ●カラー／Aブルーレイク、Bダーティデイジー●ヘルメットネット付

●重量／1,310g ●カラー／Aダークネイビー、Bグリーンダスト●ヘルメットネット付

●容量／40 L●背面長／レギュラー

トラバース20

●容量／38 L●背面長／ショート

背面長 ショート

トラバース18 S

ストレッチ
ナイロンポケット

A

A

B

背面長 レギュラー
B

TRAVERSE 20

TRAVERSE 18S

OV-48524
トラバース20・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥15,000
（税込￥16,500）

OV-48523
トラバース18S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥15,000
（税込￥16,500）

シティユースにも好適なトラバースシリーズスモールモデル。大き目のウェスト

トラバース20のショートサイズモデル。

ベルトが付いているので、
このサイズ帯のパックでもフィッティング感は抜群。
●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）
●容量／20 L●背面長／レギュラー●重量／765g

●カラー／Aグリーンパイン、Bブラックレイブン●ヘルメットネット付

●素材／210dリサイクルポリアミドナイロン
（PFCフリー）
新ポール末端固定システム。
トラバース全モデル

●容量／18 L●背面長／ショート●重量／730g

●カラー／Aダークネイビー、Bブラッシュ●ヘルメットネット付
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アルパインパック

ピーク45、35、32S

アルパインクライマーのモデル。背面パネルにスイスウール布地を使用して秋冬の山で背中の冷えを防ぎます。
主室へのアクセスはトップからだけでなく、
フロントのジッパーを大きく開く事でも可能。

ピーク45
背面長 レギュラー

---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

背面長の
測りかた

背骨の頂点

背面長

首を前に曲げた際に出る
背骨頂点

腰骨の頂点
腰の左右を親指で押して
腰骨の頂点を確認する

背面長の
目安

肩ベルトの頂点
（適合背面長）
レギュラー

42-50cm

ショート

36-44cm

ウェストベルトの
中間位置

A
B

ピーク35
背面長 レギュラー

PEAK 45
OV-46261
ピーク45・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥31,000
（税込￥34,100）
●素材／420dHDナイロン＋ 420dマンスターナイロン

●容量／45 L●重量／1,490g ●背面長／レギュラー
●カラー／Aブラック、Bブルー●ヘルメットネット付

ピーク32S
背面長 ショート
A

背面にスイスウール布地を使用。
通常の化繊メッシュ素材に比べてより高い
吸湿性、保温性がある。

B

PEAK 32S
OV-46421
ピーク32S・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥28,500
（税込￥31,350）
ピークスタンダードサイズの女性または小柄な男性向けモデル。
ウー

ルを織り込んだ背面は素材の呼吸を助けるとともに、保温性が高く、
防臭効果も非常に高いため秋冬シーズンに心強い味方となる。

OV-46251
ピーク35・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥28,500
（税込￥31,350）
●素材／420dHDナイロン＋ 420dマンスターナイロン

●素材／420dHDナイロン＋ 420dマンスターナイロン

●容量／35 L●重量／1,440g

●背面長／ショート●カラー／ダークブラッド●ヘルメットネット付

●ヘルメットネット付

●容量／32L ●重量／1,410g
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PEAK 35

●背面長／レギュラー●カラー／Aブラック、Bナイトブルー

クライミングパック

トラッドゼロ 24、18

軽量

New

C

A

A

B

C

トラッドゼロ18

トラッドゼロ24
背面長 レギュラー

背面長 レギュラー

TRAD ZERO 24

B

OV-48740
トラッドゼロ24・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥13,500
（税込￥14,850）
超軽量、必要最低限の機能のみを備えたトラッドシリーズ。
リサイクルポリアミドを88%使用した素材

TRAD ZERO 18

スにも向く。

OV-48720
トラッドゼロ18・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥9,500
（税込￥10,450）

●素材／420Dオックスフォードナイロン
（PFCフリー） ●容量／24L ●重量／570g

トラッドゼロシリーズの最軽量モデル。

を使い、
サステイナビリティと耐久性も両立している。アルパインパックとしての適性もあり、
マルチユー

●背面長／レギュラー●カラー／Aダーティデイジー、Bデザートオレンジ、Cブラックレイブン

●着脱可能なヒップベルト、
ギアループ付き、
ハイドレーション対応、
アイスアックス装着可

●素材／420Dオックスフォードナイロン
（PFCフリー） ●容量／18L ●重量／370g

●背面長／レギュラー●カラー／Aパシフィックグリーン、Bヘリテージブルー、Cデザートオレンジ
●ギアループ付き、
ハイドレーション対応、
アイスアックス装着可

アルパインパック

軽量 ピークライト40、38S
ピークライト40

ピークライト38S

背面長 レギュラー

背面長 ショート

軽量

メッシュ構造を持つウー
ル混のハイブリッド素材を
背面に利用。通気性、保
温性に加えて高い防臭
効果を持ち、縦走等の使
用でも快適に過ごすこと
ができる。

PEAK LIGHT 40

PEAK LIGHT 38S

OV-46273
ピークライト40・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥27,000
（税込￥29,700）

OV-46283
ピークライト38S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥27,000
（税込￥29,700）

マルチユースハイアルパインクラス、
ピークライトシリーズの大容量モデル。天蓋やショルダーストラップの

ピークライト大容量サイズの女性または小柄な男性向けモデル。
クライミングモード、
アルパインモードい

着脱ができるため、
用途によってカスタマイズが可能であり、
バリエーションを考えながら使うことができ

る。
クライミングからハイエンドなアルパインまで、
マルチな使いかたをする方に好適。

●素材／420dオックスフォードポリアミド
（PFCフリー）●容量／40L ●重量／1,200g

●背面長／レギュラー●カラー／ブルーレイク●ヘルメットネット付

ずれも快適なフィッティングを実感できる仕上がりとなっている。

●素材／420dオックスフォードポリアミド
（PFCフリー）●容量／38L ●重量／1,170g

●背面長／ショート●カラー／ダークブラッド●ヘルメッ
トネッ
ト付
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