
背面長調整機能

タロンシリーズ	
取扱説明書

オスプレー

この度は、タロンシリーズをご購入いただきあり

がとうございます。タロンシリーズは多彩な機能

を搭載したアクティブパックです。

この取扱説明書をお読みに

なり、パックの機能を十分に

活用してください。

エアスケープ
サスペンション

スターナムストラップ

ハイドレーション

タロンシリーズ共通の機能
エアスケープサスペンション
タロンシリーズ全てのモデルに、凹凸のある4㎜
厚のHDPEフォームをメッシュ素材でカバーした
エアスケープサスペンションを搭載しています。
この軽量なサスペンションは優れた通気性とフィ
ット感を同時に実現しています。

背面長調整機能
タロンシリーズには背面サイズが2ずつあり(タロ
ン4を除く)、それぞれ下記の方法で背面長の調整
が可能です(タロン11、5.5、4を除く)。
A	パック上部のクロージャー(コードに接続されて
いるテープ)を外します。

B	ショルダーベルト上部のロードリフターストラ
ップを緩めます。

C	背面パネルとショルダーベルトの隙間に手を入
れてショルダーベルトを固定している面ファス
ナーを剥がします。

D	背面パネル上部とショルダーベルト上部に施さ
れた調整用のガイド(刺繍)を目安に、ショルダ
ーベルトをスライドさせて背面長を調整してく
ださい。

スターナムストラップの調整
タロンシリーズのスターナムストラップは、取り
付け位置を3段階に調整することができます(ベル
トパックのタロン4を除く)。
E	楕円形パーツを水平に倒し、先端をショルダーベ
ルトのスリットに押し込むように通してスターナ
ムストラップを取り外してください。希望の高さ
のスリットに裏側から楕円形パーツを通し、角度
を垂直に戻して確実に固定してください。

F	 反対側のスターナムストラップも同じ手順で同
じ高さに調整してください。

ハイドレーションコンパートメント
タロンシリーズは背面パッドとパック本体の間に
ハイドレーションパックを収納するコンパートメ
ントが設けられています(タロン4にはボトルホル
ダーがあります)。
G	パック上部のH2Oタグの位置にあるクロージャー
(コードに接続されているテープ)を外します。

H	コンパートメントにハイドレーションパックを
収納します。ハイドレーションパックが釣り下
げ可能なタイプであれば、上部のクイックリリ
ースバックル付きのループを使用して固定して
ください。

I	 給水ホースを左右どちらかのショルダーベルト
にある2ヶ所のエラスチックバンドに通して固
定してください。Gで外したクロージャーを取り
付けてください。
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下記URL、オスプレー社のウェブ
サイトに、パッキングについての
情報 (英語 )が掲載されています。

www.ospreypackscom/PackTech/
HowToPackYourPack

www.ospreypacks.com



ストラップリテンション バイオストレッチハーネス

エルゴプル

タロン44

トーループ

ストラップリテンション
タロンシリーズのショルダーベルトとヒップベル
トには、余ったストラップを保持するためのスト
ラップリテンション機能があります(タロン4を除
く)。ショルダーベルトとヒップベルトの、ストラ
ップ先端のCリングストラップキーパー(プラスチ
ックパーツ)を、メインのストラップに取り付けて、
余分なストラップが体の動きを妨げたり、風では
ためいたりすることを防いでください。

バイオストレッチハーネス
ショルダーベルトタイプのタロンにはバイオスト
レッチハーネスを採用。スロット入りのフォーム
を全面メッシュで被い、両側にダブルストレッチ
素材のポケットを装備しています。

フロント/デュアルサイドポケット
タロン44、33そして22には正面にセーフティラ
イトホルダー付きストレッチポケットと、ヒップ
ベルト両側に縫い込み式のストレッチポケットを
装備。

トーループ(タロン44、4を除く)
正面下部に荷物を牽引するためのループを装備。

エルゴプル(タロン4、5.5を除く)
ヒップベルトには力の入れやすいエルゴプルデザ
インを採用しています。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で交差するよ
うに引き締めてください。

タロン44の機能
タロン44は着脱式のトップポケットを装備

したトップローディングパックです。背面周

囲に取り回されたペリフェラルフレームと、

頭の動きを妨げないヘッドカップを採用。
1	 着脱式トップポケットの内部には隠
しポケットとキーフック、下部にメ
ッシュ製マップポケットがあります。

2	 荷物の取り出し口にはドローコード
とコンプレッションストラップ、フ
ロントポケットにもコンプレッショ
ンを装備。

3	 両サイドにバンジーツールタイオフ。
4	 荷物の固定にも使用できるサイドコ
ンプレッションストラップを上下に
装備。

5	 穴のあいたフォームバッドをメッシ
ュで被う通気性に優れたバイオスト
レッチヒップベルト。両サイドにジ
ッパーポケットを装備。

6	 デュアルアイスアックスループ。
7	 スリーピングパッドストラップ。
8	 ジッパーアクセスできる下部コンパ
ートメント。

9	 コードやテープを使用してアクセサ
リーを固定するためのタイオフポイ
ント。
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主要素材
・70Dx100デニール
	 ナイロンシャドーチェック

・160Dx330デニール
	 ナイロンシャドーボックス

・ストレッチウーブン
	 ナイロン/ライクラ®
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Cリングストラップキーパー



バンジーツールタイオフ

タロン22

タロン5.5

タロン11

タロン33

タロン33の機能
タロン33は固定式トップポケットを装備し

た、トップローディングパックです。
1	雨ブタは固定式。内部に隠しポケット、キー
フック、下部にメッシュ製マップポケットが
あります。

2	パック上部及びフロントポケットにコンプ
レッションストラップ。

3	両サイドにバンジーツールタイオフ。
4	サイドコンプレッションと荷物固定を兼ね
たストラップ。

5	メッシュで被われたバイオストレッチヒッ
プベルト。両側にジッパーポケットを装備。

6	デュアルアイスアックスループ。
7	荷物を固定するためのタイオフポイント。

タロン22の機能
タロン22はデイツアーに適した、パネルロ

ーディングパックです。
1	キークリップを内蔵したトップポケット。
2	ダブルジッパーによりパネルオープンする
メインコンパートメント。

3	フロントポケットコンプレッションストラップ。
4	サイドコンプレッションと荷物固定を兼ね
たストラップ。

5	メッシュで被われたバイオストレッチヒッ
プベルト。両側にジッパーポケットを装備。

タロン11の機能
タロン11はパネルローディングのテクニカ

ルデイパックです。
1	ダブルジッパーによりパネルオープンする
メインコンパートメント。

2	キークリップを内蔵したサブポケット。
3	バンジーコードによるフロントコンプレッシ
ョン/ギアキャリーシステム。

4	メッシュで被われたバイオストレッチヒッ
プベルト。両側にジッパーポケットを装備。

5	ロードリフター付き固定式ショルダースト
ラップ。ハイドレーション内蔵可能。

タロン5.5の機能
タロン5.5はパネルローディングのテクニカ

ルデイパックです。
1	ダブルジッパーのメインパネルアクセス。
2	ロードリフター付き固定式ショルダースト
ラップ。ハイドレーション内蔵可能。

3	キークリップと隠しポケットを内蔵したト
ップポケット。

4	ストレッチ素材のフロントポケット。
5	ヒップコンプレッションストラップ
6	メッシュ素材のヒップベルト
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品質保証
オスプレーパックは、その製品が使用
可能である間、品質または製造上の欠
陥に対して、無償の修理または交換を
保証いたします。
保証についてのご質問は下記ユーザー
サポートまでお問い合わせ下さい。

株式会社ロストアロー
ユーザーサポート

TEL:	049-271-7113
e-mail:	info@lostarrow.co.jp

サイドコンプレッション

タロン4の機能
タロン4はウォーキング、トレイルラ

ンニング、クロスカントリースキーな

どに適したベルトパックです。
1	ダブルジッパーにより開閉できるメ
インコンパートメント。

2	水平方向のスのトレートジャケット
システムがパックをホールド。スト
ラップキーパー付き。

3	バンジーコードとサイドコンプレッ
ション付きHDPE製ボトルホルダー。

4	バイオストレッチメッシュで被わ
れ、溝付きのフォームを採用したヒ
ップベルト。ジッパーポケット付き。

5	キークリップ内蔵のフロントポケット
6	サイドコンプレッションストラップ

パックのお手入れ
オスプレーパックは良質の素材と丁寧な縫製により、とても丈夫に
作られています。正しくお手入れをしていただき、末永くご愛用く
ださい。

○	 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。

○	 汚れの気になる部分は、中性洗剤を薄めた水を布に含ませ、固くしぼ
ってやさしく拭き取ってください。

○	 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、暑くならない

場所に吊るしてください。

○	 汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いしてください。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。

タロン4
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タロンシリーズスペック
モデル	 サイズ	 重量	 容量

タロン44	 S/M	 1.09kg	 42㍑
	 M/L	 1.18kg	 44㍑
タロン33	 S/M	 0.87kg	 31㍑
	 M/L	 0.92kg	 33㍑
タロン22	 S/M	 0.79kg	 20㍑
	 M/L	 0.81kg	 22㍑
タロン11	 S/M	 0.60kg	 9 ㍑
	 M/L	 0.65kg	 11㍑
タロン5.5	 S/M	 0.48kg	 4 ㍑
	 M/L	 0.53kg	 5.5 ㍑
タロン4	 ワンサイズ	 0.35kg	 4 ㍑
※個体差により若干誤差が生じます

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
TEL:( 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


