
Shared FeatureS
ストラトスシリーズ 共通の機能
   AirSpeed™ Suspension

エアスピードサスペンション
ストラトスにはオスプレーが独自に

開発したエアスピードサスペンショ

ンを搭載しています。背面の周囲に

内蔵されているライトワイヤーと呼

ばれる金属製フレームは、中心部に

デュアルストラットを装備。背面パネ

ルにはストレッチメッシュにテンショ

ンをかけた構造を採用し、快適な背

負い心地、荷重の安定性、優れた通

気性を同時に実現しています。

   Harness & Hipbelt
ショルダー & ヒップベルト
ストラトスにはスペーサーメッシュ

を使用したショルダーベルトを採

用。身体に触れる部分から縫い目

を外すことで快適性を高めていま

す。スターナムストラップのバック

ルはホイッスル機能付き。右側の

ショルダーベルトに携帯電話やエ

ネルギー補給食の収納に適したジ

ッパーポケットを装備。

固定式ヒップベルトにもスペーサーメッシュを使用。クロージャーは力の

入れやすいエルゴプルタイプ。両サイドには行動中に素早くアクセスする

ことができるジッパーポケットを装備しています。

   ErgoPull™ Hipbelt
エルゴプルヒップベルト
ヒップベルトのフィッティング時には、

両サイドのバックルを緩めて、正面の

クイックリリースバックルを連結し、両

サイドのウェビングベルトを、正面のク

イックリリースバックルに向かって同

時に引き締めてください。

Stratos Series
ストラトスシリーズ 取り扱い説明書

この度は、ストラトスシリーズをご
購入いただき誠にありがとうござ
います。細部まで入念に作り込ま
れたオスプレーパックには豊富
な機能が備えられています。この
取り扱い説明書をよくお読みにな
り、パックの機能を十分にご活用く
ださい。

www.ospreypacks.com www.ospreypacks.com

ストラトスシリーズは美しいデザインの中に優れた通気性と快
適な背負い心地を発揮する背面システムをはじめ、多彩な機能
を装備し、様々なアウトドアアクティビティーに対応します。

1	 固定式トップポケット(1気室) 

2	 上部サイドコンプレッション

3	 トップポケット固定用ストラップ

4	 正面のジッパーポケット

5	 ストウオンザゴー

 (トレッキングポールアタッチメント)

6	 アイスツールアタッチメント

7	 両サイドにメッシュポケット

 (インサイドアウトコンプレッション)

8	 アイスツールループ

9	 トップジッパーポケット

 (キークリップ付き)

10	 ヒップベルト両サイドにジッパ

ーポケット

11	 専用レインカバー

 (着脱式)
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   Pack Care
パックのお手入れ
•	 使用後は速やかにパックを清掃してください。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。

•	 汚れた部分は、中性洗剤を薄めた水を布に含ませ、固くしぼって

やさしく拭取ってください。

•	 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、乾燥した、高温になら

ない場所に吊るしてください。

•	 汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いし、水でよくす

すいでから、日陰に吊るして乾燥させてください。

   Pack Your Pack

パッキング & 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
www.lostarrow.co.jp Heavy  Light

トップロードタイプのストラトス

(26 & 36)

パネルロードタイプのストラトス

(24 & 34)

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー
www.lostarrow.co.jp

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

〒 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.ospreypacks.com.
	

Osprey	Packs,	Inc.
115	Progress	Circle

Cortez,	CO	81321	USA
866-284-7830



   Stow On the Go™ 
   Attachment System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	
	 	 	 	
	 ストウオンザゴー
 (トレッキングポールアタッチメント)

ストラトスには、パックを背負ったままトレッキングポールを取り付けるこ

とのできるストウオンザゴーと呼ばれる機能を搭載しています。

取り付け方法は、パック左側下部にあるエラスチックバンド(A)を引き伸

ばしてトレッキングポールのバスケットを挿入し、ショルダーベルト左側の

トレッキングポールのイラストがプリントされている部分のエラスチック

バンド(B)を引き伸ばし、トレッキングポールのグリップを挿入してくださ

い。グリップを入れたらエラスチックバンド(C)をしっかりと締めてくださ

い。取り外しは装着と逆の手順で行います。

   Integrated Raincover 
 
 
 
 
 
 
 

専用レインカバー
ストラトスは着脱式のレインカバ

ーを標準装備。本体下部のレイン

カバーロゴの付いたジッパーポケ

ット(A)に収納されています。

使用する方法は、収納ポケットからレインカバーを取り出しパック全体に

かぶせてください。本体とレインカバーを接続しているテープはつないだ

まま使用します。このテープは、レインカバーが風に吹き飛ばされたり、木

の枝にひっかかったりして紛失することを防ぐためのものです。レインカ

バー下部に装備されているコードロックでショックコードを引き締め、レイ

ンカバーをパックにフィットさせてください(B)。収納は装着と逆の手順で

行ってください。　※レインカバーを完全に取り外す時以外は、本体とレインカバ

ーをテープで接続したまま使用してください。

www.ospreypacks.com

   Osprey AddOns™

アドオン
オスプレーはアドオンと呼ば

れる純正アクセサリーをライン

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
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unIquE FeatureS
ストラトスシリーズ 個々の機能

Stratos 36
たっぷり1日かかるハイキング

に対応するトップローダー。
•	 バーチカルコンプレッションスト

ラップでしっかり固定すること
ができる1気室のトップポケット

•	 フロントジッパーパネルアクセ
スを装備し、パネルローダーの
ように本体内へアクセス可能

•	 内部にオーガナイザーを装備し
た大型フロントジッパーポケット

•	 ヒップベルト両サイドにジッパ
ーポケットを装備

主要素材
•	 210D  ダブルリップストップナ

イロン
•	 420HD ナイロンパッククロス

Stratos 26
ライトハイキングや軽快さ重

視のバックカントリーツーリン

グ等に適したトップローダー。
•	 バーチカルコンプレッションスト

ラップでしっかり固定すること
ができる1気室のトップポケット

•	 ヒップベルト両サイドにジッパ
ーポケットを装備

主要素材
•	 210D  ダブルリップストップナ

イロン
•	 420HD ナイロンパッククロス

Stratos 34
デイハイキングやアウトドアア

クティビティーに適したパネル

ローダー。
•	 大きく開くデュアルジッパーの

フロントパネル
•	 本体上部にスラッシュポケット
 (キーフック付き)
•	 内部にオーガナイザーを装備し

た大型フロントジッパーポケット
•	 ヒップベルト両サイドにジッパ

ーポケットを装備

主要素材
•	 210D  ダブルリップストップナ

イロン
•	 420HD ナイロンパッククロス

Stratos 24
デイハイキングやピークハン

トに適したパネルローダー。
•	 大きく開くデュアルジッパーの

フロントパネル
•	 本体上部にスラッシュポケット
 (キーフック付き)
•	 本体正面のスラッシュポケット
•	 ヒップベルト両サイドにジッパ

ーポケットを装備

主要素材
•	 210D  ダブルリップストップナ

イロン
•	 420HD ナイロンパッククロス
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   External Pockets

外部ポケット
ストラトスは正面に大型ジッパーポケット(36 & 34)、ヒップベルトジッ

パーポケット、サイドポケットを装備。サイドポケット部分にはストラップ

をかけ変えて本体のみを圧縮したり、本体とサイドポケットを同時に圧

縮したり、用途に合わせて圧縮方法を変更することができるインサイド

アウトコンプレッションと呼ばれる機能を装備。かけ変えは、ストラップ

を(B)のバックルから外し、(A)の部分からポケットの内側または外側に

かけ直して(B)のバックルに再接続します。

   tool Attachment
アイスツールアタッチメント
ストラトスはクイックリリースバックル

の操作でアイスツールを簡単に着脱す

ることができます。取り付け方は、本体

下部のアイスツールループにアイスツ

ールを下向きに通してから上下をひっ

くり返し、シャフトをアイスツールアタッ

チメントのクイックリリースバックルで

固定します。取り外しは取り付けと逆の

手順になります。

   Hydration
ハイドレーション
ストラトスは本体内部のスリーブに容量

3リットルまでのウォーターパック収納す

ることができます。本体容量を最大限に

確保したい場合はエアスケープサスペ

ンションの隙間に収納することも可能。

使い方は、ウォーターパックをスリーブ

に収納し、つり下げが可能な場合は本体

内の上部にある小さいバックルで固定します。左右どちらかのH2Oロゴ

のあるポートからチューブを引き出し、ショルダーベルトにある2本のエ

ラスチックループを通して固定します。

 サイズ 容量 重量
	 L	 38L	 1.38kg

	 M	 36L	 1.34kg

	 S	 34L	 1.29kg

 サイズ 容量 重量
	 L	 28L	 1.23kg

	 M	 26L	 1.15kg

	 S	 24L	 1.11kg

 サイズ 容量 重量
	 L	 26L	 1.15kg

	 M	 24L	 1.11kg

	 S	 22L	 1.05kg

 サイズ 容量 重量
	 L	 36L	 1.32kg

	 M	 34L	 1.23kg

	 S	 32L	 1.13kg

ストラトス36

ストラトス26

ストラトス24

ストラトス34


