
Shared FeatureS
メリディアン/ソージョン 共通の機能
   High Road™ Chassis

ハイロードシャシー
オスプレーのホイールパックには独

自に開発したハイロードシャシーを

採用しています。

A ベンチレーションフィンを備えた

伸縮式のエルゴノミックハンドル

B 6001アルミニウムフレーム

C ファイバーグラスを格子状に埋め

込んだ頑丈かつ軽量なコンポジット

素材のベース。フット部分はグラブ

ハンドルとして機能します

D 優れたグリップを発揮するポリウレタン製大径ホイールには、シール

ドベアリングを内蔵

E 大きなクリアランスを確保するデザイン

Convertible Backpack-style Carry

バックパックとして使う
メリディアンとソージョンはバックパ

ックとして快適に背負えるように設

計されています。背面にあるジッパ

ーアクセスのコンパートメント内部

には着脱式のショルダー&ヒップベ

ルトを装備しています。バックパネ

ルは通気性に優れ、背面長の調整

も可能です。

背面システムの組み立て方は、ジッパー(A)で背面パネルを完全に開

き、開いたパネルはロールアップしてパック下部のスペースに収納しま

す。そのスペースに収納されているヒップベルト(B)を引き出し、ランバ

ーパッド下部にあるオスバックルをハイロードシャシー底部にあるメス

バックルに確実に接続(C)します。この時、カチッと音がするまで強く押し

込んでください。ショルダー&ヒップベルトの収納は組み立てと逆の手順

で行ってください。
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メリディアンとソージョンは耐久性と軽さを兼ね備えたハイロードシャシ

ー、ビジネスに適した静かで転がりの良いホイール、ハードに使えるタフ

な生地を採用したホイール付きトラベルパックです。快適な旅行に必要と

される機能を満載し、ビジネス旅行から数ヶ月にわたるロングトラベルま

でしっかりと対応してくれます。
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この度はメリディアンまたはソ
ージョン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。

Meridian/Sojourn
メリディアン/ソージョン 取り扱い説明書

Meridian
メリディアンの機能
•	 ジッパーとバックルで確実に固定で

きる着脱式デイパック

主要素材
•	 420D ナイロン パッククロス
•	 1680D 高強度ナイロン

Sojourn
ソージョンの機能
•	 着脱式のアドオンアクセサリーに対応
•	 ストレートジャケットコンプレッション
•	 丈夫なデイジーチェーンアタッチメント

主要素材
•	 420D ナイロン パッククロス
•	 1680D 高強度ナイロン

メリディアン28 容量 重量
	 1サイズ	 75L	 4.20kg

	 外寸	 76 x 35.5 x 32cm

メリディアン22 容量 重量
	 1サイズ	 60L	 3.93kg

	 外寸	 56 x 35.5 x 23cm

※容量、重量、外寸にデイパック部分は含まれません。

ソージョン28 容量 重量
	 1サイズ	 80L	 3.58kg

	 外寸	 76 x 35.5 x 30cm

ソージョン25 容量 重量
	 1サイズ	 60L	 3.46kg

	 外寸	 66 x 35.5 x 30cm

10.1vPrinted on recycled content paper

   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

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



   Additional Carry
豊富なキャリーハンドル
本体上部とサイドにパッド入りの

キャリーハンドル、フットバーにも

グラブハンドルを装備。パックの

運搬や積み降ろし時に様々な持

ち方ができます。
 

   Name tag Holder
ネームタグホルダー
バックパネル上部には素早く引き出して

持ち主を確認できるネームタグホルダー

を装備。通常は格納されているため個人

情報を保護してくれます。

   Internal Organization
インターナルオーガナイザー
メリディアンとソージョンのメイン

コンパートメント内には、荷物の整

理に便利なフロントパネルのメッシ

ュポケット、両サイドのジッパーポ

ケット、衣類をしっかりと固定して

おくことのできるコンプレッション

ストラップを装備しています。

   Courier Bag Attachment
クーリエバッグアタッチメント
パック正面上部には収納式のクーリエバ

ッグアタッチメントを装備。手持ちのショル

ダーバッグ等を素早く確実に取り付けるこ

とができます。
※ショルダーバッグのキャリングハンドル部分等

にストラップまわし、バックルで固定します。
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   Adjusting the Harness
背面長の調整
メリディアンとソージョンの背面システ

ムは、簡単な操作で背面長の調整が可

能です。ショルダーベルトの付け根には

背面長調整のための目盛(A)りがありま

す。この部分から背面パネルの隙間に手

を入れ、ショルダーベルトを固定してい

る面ファスナーをはがします。Aの目盛

を目安にショルダーベルトを上下に移動させ、適正な位置で面ファスナ

ーをしっかりと押しつけショルダーベルトを固定します。

   ErgoPull™ Hipbelt
エルゴプルクロージャー
メリディアンとソージョンのヒップベ

ルトには調整がスムーズなエルゴプ

ルタイプのクロージャーを採用して

います。使用方法は、両サイドのスト

ラップをゆるめてからセンターバッ

クルを接続し、両サイドのストラップ

を両手で同時かつ均等に引き締めます。

   Hipbelt/Harness Removal
着脱式ショルダー/ヒップベルト
ショルダーベルトとヒップベルトは使用しな

い場合に取り外すことが可能です。取り外し

てできたスペースは衣類や雨具等の収納に

適した外部ポケットとして使用することがで

きます。取り外す方法は、バックパネルのジ

ッパーを開き、ショルダーベルトの上部をパ

ック本体に接続している2個のバックル(A)

を外します。背面パネルの隙間(B)に手を入

れて面ファスナーをはがし、ショルダーベル

トを取り外します。ヒップベルトとパック本体

を接続しているハイロードシャーシー底面

の2個のバックルを外します。背面パネルとランバーパッドの隙間(C)に

手を入れて面ファスナーをはがし、ヒップベルトを取り外します。取り付け

は取り外しと逆の手順で行ってください。

   Liquids Pocket
リキッドポケット
パック上部には素早くアクセス

できるリキッド/アクセサリーポ

ケットを装備。空港のセキュリ

ティーもスマートにパスするこ

とができます。
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メリディアンデイ
メリディアンデイはデイトラベルに必要な機能と容量を備えた着脱式デ

イパックです。

Meridian day
•	 大きく開くパネルローダー
•	 収納式ショルダーベルトには、レ

スキューホイッスルを備えたスタ
ーナムストラップを装備

•	 ジッパートップポケット
•	 サイドジッパーポケットを両サイド

に装備
•	 パッドで保護されたコンピュータ

ースリーブにはインターナルオー
ガナイザーを装備

•	 ショルダーベルトを収納するため
の背面のスリーブは、地図、雑誌、
書類等の収納にも適します

•	 背面側の上部にミュージックプレ
イヤーのイヤホンポート

uNIquE FeatureS
メリディアンの機能
   Meridian: Removable daypack

着脱式デイパック
メリディアンはメリディアンデイと

呼ばれる着脱式デイパックを標

準装備。メリディアンデイは、パッ

ク本体と接続している4個のバッ

クルと赤色のジッパープルの付

いたジッパーを開くことで分離す

ることができます。パック本体、メ

リディアンデイとも、メスバックル

部分は破損を防ぐカバーで覆われています。

メリディアンデイを取り外した後は、パック本体サイドのオスバックルをフ

ロントパネルのメスバックルに接続することで、荷物のセキュリティーを高

めバックルの破損を防ぐことができます。

uNIquE FeatureS
ソージョンの機能
   Sojourn: AddOns™ Attachment

アドオンアタッチメント
ソージョンのフロントパネルには、デイ

ライトまたはソロといった別売りのアド

オンアクセサリーを取り付けるためのD

リング(A)が取り付けられています。

   StraightJacket™ Compression
ストレートジャケットコンプレッション
ソージョンはパッドを内蔵したサイドパ

ネルをもつストレートジャケットコンプ

レッションシステムを装備し、荷物の多

少にかかわらず確実に荷物を固定し、

荷重をヒップベルトに伝達します。

コンプレッションストラップは、荷物の

量が容量のおよそ2/3以上の場合は

コンプレッションフラップどうしで連結

し、それ以下の場合はパック右サイド

にある2個のバックル(B)に連結して使

用します。
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   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

  Carry-On Luggage
航空機内への持ち込み
メリディアン22は主なアメリカの航

空会社で規定されている、機内持ち

込みが可能な最大サイズに収まるよ

うに設計されています。

容　量：　20L
重　量：　750g

外　寸：　縦48	x	横31	x	奥行き15	cm
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