
この度は、アトモス/オーラ
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。

Shared FeatureS
アトモス/オーラシリーズ 共通の機能
エアスピードサスペンション

エアスピードサスペンションはライ

トワイヤーのペリフェラルアルミフ

レームと中心部にデュアルストラ

ットを装備し優れた背負い心地を

提供します。エルゴノミックにデザ

インされたフレームにストレッチメ

ッシュが立体的に張られ、快適な

背負い心地を実現。両サイドにベ

ンチレーターを備え通気性を高め

ています。

ストウオンザゴー アタッチメントシステム

ストウオンザゴーはパックを背負

ったままトレッキングポールを着

脱することのできるオスプレー独自のシステムです。取り付ける場合は、

トレッキングポールを安全かつ扱いやすい長さに縮め、パック左側のス

トレッチポケットの下部にあるエラスチックコード(A)を引き伸ばし、ト

レッキングポールのバスケットを挿入します。左側ショルダーベルトのコ

ードロック(B：トレッキングポールのアイコン部分)を、親指と人差し指で

押しながらエラスチックバンドを引き伸ばし、トレッキングポールのグリ

ップを挿入し(C)、エラスチックコード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。

www.ospreypacks.com
www.ospreypacks.com
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1	 着脱式トップポケット(2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	 正面のストレッチポケット

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	 ヒップベルト両サイドにメッシ

ュジッパーポケット

10	 スリーピングパッドストラ

ップ(着脱式)
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11	 ライトワイヤーペリフェラルア

ルミフレーム

12	 ツインライトワイヤークロスス

トラット

13	 通気性の良いメッシュの張ら

れたバックパネル(サイドベン

チレーション付き)

14	 男女別バイオストレッチ穴あ

きフォームのショルダーベルト

とヒップベルト

15	 エルゴプルヒップベルトクロー

ジャー
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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。

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

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

10.1vPrinted on recycled content paper

Atmos/Aura Series
アトモス/オーラシリーズ 取り扱い説明書

アトモス/オーラシリーズは発売以来、通気性に優れた軽快なア
クティブパックとして人気を博しています。実際にフィールドで
使用した情報をもとに、機能を洗練し進化を続けています。

www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요

KR



外部ポケット
正面に大型ストレッチポケット

(ベンチレーター付き)、両サイ

ドにデュアルアクセスジッパー

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

えることで本体のみを圧縮した

り、本体とサイドポケットを同

時に圧縮したりすることのでき

るインサイドアウトコンプレッシ

ョン機能があります。かけ変え

は、ストラップを(A)のバックル
から外し、(B)折り返しのスライ
ダーバックルからも抜き取りま

す。ストラップをポケットの内側

または外側にかけ直してバックルに再接続します。

アイスツールアタッチメント
アトモス/オーラは、両サイドにアイスツ

ールループとバンジータイオフを装備し

ています。このクローブヒッチスタイルの

バンジーが特徴のYクリップは、ツールを

素早くしっかりと取り付けることを可能に

します。取り付け方はバンジーコードを

外してからアイスツールをセットし、再度

バンジーをYクリップにひっかけ、バンジ

ーコードを締めてください。取り外しは逆

の手順になります。

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。

着脱式のスリーピングパッドストラップ
パック下部にはスリーピングパッド

等を簡単に装着することのできるス

トラップを装備。使用しない場合は

取り外すことができます。

着脱式のフローティングトップポケット
アトモス/オーラは、着脱式のフロ

ーティング（上下に可動）トップポケ

ットの付いたトップローダーです。

着脱するにはトップポケット両側

のバックルを外し、グラブハンドル

(A)の付け根付近にあるスライダ
ーバックルからストラップを抜き取

ります。バックパネル上部の両側に

縫い込まれているのダックビルバッ

クルスライダー(B)を親指と人差し
指で起こしスライダーからストラッ

プを抜き取ってください。取り付け

は逆の手順で行ってください。

ハイドレーション
本体内部の背面側には

ハイドレーションパック

収納用のスリーブを装

備。スリーブ(A)にハイ
ドレーションパックを挿

入し本体両サイドにあ

るどちらかのポート(B)
からチューブを引き出

します。
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アトモス/オーラ65
ロングハイキングやオーバーナ

イトのバックパッキングに対応

するトップポケット着脱可能のト

ップローダー。
•	 インターナルキークリップ、下部

メッシュポケット付き着脱式、フロ
ーティングトップポケット

•	 本体正面に縦型ジッパーポケット
をダブルで装備

•	 下部スリーピングバッグコンパー
トメント（1〜2気室切り替え式）

主要素材
•	 210D  ツイルベロシティーコー

デュラ®

•	 160Dx210D ウィンドウリップ
ストップコーデュラ®

アトモス/オーラ50
軽快さを重視のバックパッキン

グやアウトドアアクティビティー

に対応するトップポケット着脱

可能のトップローダー。
•	 インターナルキークリップ、下部

メッシュポケット付き着脱式、フ
ローティングトップポケット

•	 本体正面に縦型ジッパーポケット
をダブルで装備

主要素材
•	 210D  ツイルベロシティーコ

ーデュラ®

•	 160Dx210D ウィンドウリップ
ストップコーデュラ®

アトモス/オーラ25
ハイキングはもちろん運動量の多

いアウトドアアクティビティーやアド

ベンチャーレースにも対応する軽

量パネルローダー。コンパクトな本

体に多彩な機能を満載しています。
•	 本体正面に縦型ジッパーポケットをダ

ブルで装備
•	 上部面ジッパースラッシュポケット

主要素材
•	 210D  ツイルベロシティーコーデュラ®

•	 160Dx210D ウィンドウリップスト
ップコーデュラ®

アトモス/オーラ35
ハイキングやアドベンチャーレー

スに適したライトウェイトパック。

荷物の出し入れがスムーズなパ

ネルローディングタイプ。
•	 パネルロードアクセス
•	 インターナルキークリップ付きジ

ッパースラッシュポケット
•	 正面ジッパースラッシュポケット

主要素材
•	 210D  ツイルベロシティーコー

デュラ®

•	 160Dx210D ウィンドウリップス
トップコーデュラ®

   HydraForm™ Reservoir
ハイドラフォーム レザヴォア
ハイドレーションパックに、ハイドラ

フォームレザヴア(2㍑、3㍑)を使用

すると、快適な給水システムを実現

することができます。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

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

   Women’s Specific Fit
女性専用設計
オーラ65、50、35はアトモスシリーズを女性専用のパーツで構成したモ

デルです。オーラのショルダーベルト、ヒップベルト、背面サイズ（S、M、L）

は全て女性用に設計されていて、男性がアトモスを使用するのと同等の

パフォーマンスを女性に提供します。

unique FeatureS
アトモス/オーラシリーズ 個々の機能

 サイズ 容量 重量
	 L	 68L	 1.70kg

	 M	 65L	 1.63kg

	 S	 62L	 1.55kg

 サイズ 容量 重量
	 L	 38L	 1.36kg

	 M	 35L	 1.30kg

	 S	 32L	 1.24kg

 サイズ 容量 重量
	 L	 53L	 1.64kg

	 M	 50L	 1.54kg

	 S	 47L	 1.45kg

 サイズ 容量 重量
	 L	 28L	 1.11kg

	 M	 25L	 1.04kg

	 S	 22L	 0.99kg


