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OWNER'S MANUAL

SHUTTLE SERIES
シャトルシリーズ

シャトル130 (36インチ) シャトル100 (30インチ)

シャトルシリーズは軽く安定性に優れたホイール付きギヤホーラーのスタンダード。エレガントなデザイン

と機能性を両立し、幅広い用途に対応してくれます。
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OVERVIEW
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共通の機能(外部)
1 トップには洗面用具、液体の入った容器、よく使うアイテムの収納に最適なジッパーポケット

2 ストレートジャケットコンプレッションが荷物をしっかりと固定。サイドウォールにはパッド
が内蔵されていて荷物を衝撃からも守ってくれます

3 トップとサイドにはパッド入りながら嵩張らないグラブハンドルを装備

4 メインの荷室には、大きく開くパネルを開いてアクセス。ジッパータブはロッカブル

5 背面側のパネルにはIDカードウィンドウ付きのマガジンポケットを装備

6 アルミフレームしっかりとカバーしてを破損から守ってくれるバンパー

7 下部のジッパーコンパートメントはメインの荷室と分けて収納したい荷物に対応

8 クーリエバッグ等を取り付けるためのバックル付きストラップが収納されています

9 リアパネルに大きく開くジッパーポケットを装備。下部にドレンホール付き

10 超ワイドな41㎝幅のハイロードシャシー

共通の機能(内部)
+ フロントパネルの内側に大型のジッパーメッシュポケット

+ 超ワイドなインターナルコンプレッションストラップをダブルで装備

+ サイドパネルの内側(左)にフルレングスジッパーメッシュポケット

+ サイドパネルの内側(右)にフルレングスジッパーファブリックポケット

+ リアパネル内部にジッパーメッシュポケット

生地 
メイン 420HD ナイロンパッククロス

アクセント 1680D 高強度ナイロン

ボトム 1680D 高強度ナイロン

共通の機能(内部)
+ 丈夫なABS樹脂製のベースは一体成形のフットバーを装備

+ 高荷重を安定して受け止める超ワイドな41㎝幅のシャシー

+ 劣化した路面もスムーズに転がるシールドベアリング内蔵の11㎝
超大径ホイール

+ 軽さと強度を兼ね備えた6061アルミニウムフレーム

+ 伸縮ハンドルにはエルゴグリップと呼ばれる握り心地の良いグリッ
プを採用。フィン形状により通気性にも優れます
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OVERVIEW

シャトル130
スペック	 ワンサイズ
容　量	 130㍑
重　量	 4.14㎏
外　寸	 縦92㎝		x		横41㎝		x		奥38㎝

シャトル100
スペック	 ワンサイズ
容　量	 100㍑
重　量	 3.7㎏
外　寸	 縦77㎝		x		横41㎝		x		奥36㎝

固有の機能
+　正面に3本のコンプレッションストラップ

固有の機能
+　正面に2本のコンプレッションストラップ
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機能	/ シャトル

トップポケット

130	/	100

トップには洗面用具、液体の入った容器、よく使うアイテムの収納に最適なジッパー
ポケットを装備。ベローズ構造を採用し、使用しない場合はポケットの容量がメイ
ンコンパートメントのスペースとして使えます。1Lのランドリーバッグやオスプレー
のエアポーターをぴったりと収納することができます。

薄型キャリーハンドル

130	/	100

シャトルはトップと両サイドに薄型のハンドルを装備。ハンドルとしても機能するフ
ットバーと合わせて、様々な持ち方ができます。トップと両サイドのハンドルは表面
は丈夫な生地、内側にはパッド入りのソフトな生地を使用。

プロテクティブバンパー

130	/	100

重い荷物を積載して世界中を旅することを想定したシャ
トルシリーズは、フレームの潜在的な摩耗ポイントに保護
用のバンパーを装備。丈夫な生地、パッド入りのサイドウ
ォール、要所に装備されたバンパーにより、優れた耐久性
を発揮し、長期にわたりご使用いただけます。

ストレートジャケットコンプレッションシステム

130	/	100

ストレートジャケットコンプレッションは荷重をしっかりと安定させてくれるオスプ
レー独自のシステムです。正面のストラップとパッド入りのサイドウォールが荷物を
包みこむように保持します。

A	 フルパッキングであれば、コンプレッションストラップのオスバックルをサイ
ドウォールのバッド先端にあるメスバックルに接続して荷物を圧縮します

B	 荷物が少ない場合は、パックの右サイド背面側に隠されているメスバックル
を見つけてください

C	 パッド入りのサイドウォールをオーバーラップさせるようにコンプレッション
ストラップのオスバックルを接続することで、少ない荷物もしっかりと保持
することができます

メインコンパートメント

130	/	100

メインの荷室には、フロントパネルのデュアルロッカブルジッパースライダーをU
字に大きく開き、荷物の出し入れが容易にできます。内部に明るい色の生地を使う
ことにより、識別性を高め小物などが見つかりやすいようになっています。小物は
インターナルジッパーポケットを利用すると便利です。
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FE AT UR E DE TA IL S

インターナルコンプレッションストラップ

130	/	100

メインコンパートメント内部には、衣類をしっかりとホールドするためのコンプレッ
ションストラップがバックパネルに縫いつけられています。パッキングの際はイン
ターナルコンプレッションストラップのバックルを外し、ストラップを緩め、ストラ
ップをパックの外側に垂らします。荷物を入れ、バックルを接続し、ストラップを左
右同時に引き、荷物を押さえ込みます。

ロッカブルメインコンパートメント

130	/	100

メインコンパートメントには、TSAロックを使えるロッカ
ブルジッパースライダーを装備し、盗難を防止します。

収納式コンパニオンピースストラップ

130	/	100

長期のトリップは大量のギアを運搬することになりま
す。コンパニオンピースストラップはデイパックやクーリ
エバッグ等を接続するためのアタッチメントで、トップの
ギアハンドルの近くに面ファスナーで開閉できるポケット
に収納されています。長さ調節のできるクイックリリース
バックル付きのストラップでデイパック等を接続して使
いますが、本体上部のストレートジャケットコンプレッシ
ョンで固定するとより安定します。解放されたあなたの
身体は、もう一つのパックを背負うことができます。

リヤパネルフラップポケット

130	/	100

リヤパネルにある薄型のフラップポケットは、IDカードウ
ィンドウを備えています。面ファスナーで簡単に開閉が可
能で、雑誌、ガイドブック、地図等の収納に最適。明瞭な
IDウィンドウは、個人情報を素早く確認できるため、スマ
ートに手荷物を回収することができます。

大型のジッパーリヤポケット

130	/	100

背面にあるジッパーポケットは、洗濯物や、ジャケット、
シューズ等の収納に対応する容量があります。ハイロー
ドシャーシーと背面パネルとの隙間にあるため、メイン
コンパートメントのパッキングに影響を与えません。水抜
きのためにメッシュ製ドレーンホールを備え、レインウェ
アなどの濡れた物も収納が可能なほか、ニオイがこもる
ことも防ぎます。

折りたたみ式下部コンパートメント

130	/	100

本体下部の折りたたみ式のコンパートメントは、
濡れたギア、スキーブーツ、クライミングギア等
をメインの荷室の衣類やデリケートな荷物と分
けて収納することができます。下部コンパートメ
ントを使用しない時は、折りたたんでメインコン
パートメントのスペースとして使用することがで
き、荷物の形や大きさの影響を受けにくく、スマ
ートなパッキングが可能です。

A	 左右のジッパースライダー同士を合わせ、リング同士をぴったり合わせます。

B	 合わせたリングにロックを通し施錠します。

※TSAロックとはアメリカ運輸保安局TSA(Transportation	 Security	 Administration)によって

認可・容認されたロックで、カギをかけたまま航空会社に預けることができるロックのことです。
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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

オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書


