
ウェイポイントシリーズ
ウェイポイントは、バックパックとして快適に背負うことのできる背面システムを備え
たトラベルパックで、旅に必要な機能を豊富に装備。男女兼用のショルダーベルトと
ヒップベルトを採用し、様々な方にフィットします。

ウェイポイントデイは、ウェイポイントに標準装備されている機能豊富なデイパック
です。ジッパーとバックルで簡単に着脱することが可能で、旅先のデイトリップからシ
ョッピングまで気軽に使用することができます。

ウェイポイント共通の機能
ウェイポイントサスペンション
ウェイポイントは、フィット感と通気性と安定性に優
れたテクニカルな背面システムを備え、本格的なバ
ックパッキングやトレッキングに対応することができ
ます。
ライトワイヤーと呼ばれるアルミ製のペリフェラルフ
レームを内蔵。凹凸のあるフォーム材をメッシュ素材
で覆うことで、優れた通気性を発揮するエアスケー
プバックパネルを採用。男女で別々に設計されたシ
ョルダーベルトとヒップベルトは、身体にぴったりとフ
ィット。背面長の調整機能も備えています。ヒップベ
ルトは力の入れやすいエルゴプルタイプ。

キャリーハンドル
トップとサイドにパッド入りのキャリーハンドルを装
備。状況に応じて、快適かつ簡単にパックを持ち運
ぶことができます。

ジッパーとバックルで着脱できるデイパック
パック本体とウェイポイントデイをしっかりと固定して
いる4個のクイックリリースバックルを外し、赤いジッ
パープルの付いたジッパーを完全に開くと、デイパッ
クを取り外すことができます。デイパック側のバックル
は、パッド入りの正面パネルに押し込むことで、破損を
防ぐことができます。また、本体側のストラップは、スト
レートジャケットタイプのコンプレッションとして機能
します。
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通常のお手入れ
• 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
しぼってから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、通気性の良い場所に吊るしてください。

水洗いによるクリーニング
汚れがひどい場合は下記の手順でクリーニングしてくだ
さい。

(1)パックの中の荷物を完全に取り出し、全てのストラップ
を緩めてください。

(2)洗い桶等にパックがつかる程度の中性洗剤を希釈し
た水を入れ、パックを浸して優しく押し洗いしてくださ
い。汚れのひどい部分を集中して洗うと良いでしょう。
つけ置き洗いはしないでください。使用する洗剤はニ
クワックス社のテックウォッシュをお勧めします。

(3)洗い終わりましたら、汚れや洗剤が残らないように、き
れいな水で良くすすいでください。

(4)パックのジッパーを解放し荷室に入った水を切ってく
ださい。

(5)逆さにつるして水がたまらないように陰干ししてくだ
さい。完全に乾燥させることが重要です。数日かけて
しっかりと乾燥させてください。

(6)生地表面の撥水が低下している場合は、撥水スプレー
を施した後、再度完全に乾燥させてください。
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この度はオスプレーのトラベルパック、ウェイポイントまたは、フ
ァーポイントシリーズをご購入いただきまして誠にありがとうご
ざいます。細部まで入念に作り込まれたオスプレーの製品には
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。
※日本国内の取り扱い製品はロストアローにお問い合わせくだ
さい。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー
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

WWW.OSPREYPACKS.COM

ウェイポイント ファーポイント

ウェイポイントの機能
1 デュアルジッパースリーピングバッグコンパ
ートメント(ウェイポイント85のみ)。

2 本体上部にジッパースラッシュポケット(ウェ
イポイント85のみ)。

3 メインコンパートメントにはデュアルロッカブ
ルジッパーを開閉してアクセス。

4 バーチカルサイドポケットには、メインコンパ
ートメントにアクセスできるパススルー機能
があります。

5 両サイドにストレッチポケットを装備。
6 着脱式のスリーピングパッドストラップ。
7 デュアルアイスツールループ。
8 トップとサイドにパッド入りのキャリングハン
ドルを装備。

9 ダイカット製ギアアタッチメントスロット。
10 ジッパーとバックルで着脱できるデイパック。

サイズ 容量 重量

ウェイポイント85 ウィメンズS 82㍑ 2.54㎏

ウェイポイント85 ウィメンズM / メンズM 85㍑ 2.64㎏

ウェイポイント85 メンズL 88㍑ 2.76㎏

外寸(Mサイズ): 高さ68㎝ X 幅36㎝ X 奥行36㎝
素　材: 420D HDナイロンパッククロス
 210D X 330D ナイロンシャドウボックス

サイズ 容量 重量

ウェイポイント65 ウィメンズS 62㍑ 2.40㎏

ウェイポイント65 ウィメンズM / メンズM 65㍑ 2.50㎏

ウェイポイント65 メンズL 68㍑ 2.61㎏

外寸(Mサイズ): 高さ66㎝ X 幅36㎝ X 奥行36㎝
素　材: 420D HDナイロンパッククロス
 210D X 330D ナイロンシャドウボックス

サイズ 容量 重量

ウェイポイントデイ ワンサイズ 15㍑ 0.66㎏

外　寸: 高さ49㎝ X 幅29㎝ X 奥行17㎝
素　材: 420D HDナイロンパッククロス
 210D X 330D ナイロンシャドウボックス

※ウェィポイント85/65の容量と重量にはウェィポイントデイが含まれます。
※ウェィポイント85/65の外寸にはウェィポイントデイは含まれません。

ウェイポイントデイの機能
1 ショルダーベルトには、バックルがレスキュー
ホイッスルとして機能するスターナムストラ
ップを装備。使用しない時は、バックパネルに
たくし込んで収納することができます。

2 ヒップストラップは使用しない場合に収納し
たり取り外したりすることが可能。

3 両サイドのジッパーポケットは内部にメッシュ
素材のガセットを装備。

4 トップのスラッシュポケットは内部にキークリ
ップを装備。

5 セキュリティーに優れた背面アクセスを採
用。内部にはパッド入りのコンピュータースリ
ーブ、オーガナイザーがあり、ミュージックプ
レイヤー用のイヤホンポートも装備。

6 バックパネルにスラッシュポケット。
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ファーポイント共通の機能
ファーポイントサスペンション
ライトワイヤーと呼ばれるアルミ製のペリフェラル
フレーム、スペーサーメッシュバックパネル、男女
兼用のショルダーベルト、3/4の長さのエルゴプ
ルヒップベルト。シンプルかつ軽量な背面システム
が、軽快な背負い心地を実現。

インターナルオーガナイザー
フロントパネルの内側にジッパーメッシュポケット
(A)。運搬中にパック内で荷物が移動することを防
ぐためのコンプレッション/リテンションストラップ
(B)を2本装備しています。

ファーポイントデイの機能
1 バックパネルにたくし込めるショルダーベル
トには、ファーポイント本体を背負っている
時に身体の前に取り付けるためのアタッチメ
ントがあります。アジャスタブルスターナムス
トラップのバックルはレスキューホイッスル
になります。

2 ヒップストラップは使用しない場合に収納し
たり取り外したりすることが可能。

3 トップのスラッシュポケットは内部にキークリ
ップを装備。

4 両サイドにメッシュポケット。
5 正面パネルのジッパーが大きく開くパネルロ
ーダー。内部にはコンピューター/ハイドレー
ションスリーブ、ジッパーメッシュポケットを
備え、イヤホンやハイドレーションホースを通
すポートがあります。

個々の機能
ウェイポイン85
デュアルコンパートメント
本体下部にデュアルジッパーのスリーピングバッグ
コンパートメントを装備。メインコンパートメントと
の仕切りには十分なゆとりがあり、状況に応じて1
気室または、2気室として使用することが可能。

インターナルオーガナイザー
フロントパネルの内側にジッパーメッシュポケット
を2個装備(A)。本体サイドの内側には、ジッパーメ
ッシュポケット(B)と、ジッパーポケット(C)がありま
す。運搬中にパック内で荷物が移動することを防い
でくれるコンプレッションストラップ(D)を2本装備
しています。

ウェイポイン85
トップスラッシュポケット
本体上部にジッパースラッシュポケットを装備。素
早くアクセスできるため、よく使うアイテムの収納
に適します。

ウェイポインとファーポイント
エルゴプルヒップベルト
ヒップベルト両サイドのバックルを十分にゆるめて
から中央のバックルを接続し、両手でストラップを
握り、身体の前方中心に向かって同時に均等に引
き締めます。

ファーポイントシリーズ
ファーポイントは旅で必要となる機能を豊富に備えた、スマートなデザインのコンバ
ーチブルトラベルパックです。40、55、70㍑のサイズをラインナップして、国内のシ
ョートトリップから長期海外遠征まで対応します。
ファーポイント70と55には着脱式デイパックを標準装備。取り外せば、使い勝手の
良い軽快なデイパックとして、取り付ければ、アクセスしやすい便利なアウトポケット
として機能します。

ファーポイントの機能
1 トップとサイドにバッド入りのキャリー
ハンドル。

2 ストレートジャケットスタイルのコンプ
レッションを装備。

3 メインコンパートメントにはデュアル
ロッカブルジッパーを開閉してアクセ
ス。

4 サイドにギアアタッチメントポイント
を装備。

5 着脱式のスリーピングパッドストラッ
プ(70と55のみ)。

6 着脱式デイパックを標準装備(70と
55のみ)。

7 フロントパネルの内側にジッパーメッ
シュポケット。

8 本体内部にデュアルコンプレッション
ストラップ。

9 ショルダーベルトとヒップベルトの保
護カバーは本体底部に収納可能。

10 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。70と55は、身体の前面にデ
イパックを固定するためのバックルが
あります。

11 サイドコンプレッションストラップを備
えた、パッド入りヒップベルト。

サイズ 容量 重量

ファーポイント70 S/M 67㍑ 1.72㎏

ファーポイント70 M/L 70㍑ 1.80㎏

 外寸(M/Lサイズ): 高さ64㎝ X 幅36㎝ X 奥行32㎝

ファーポイント55 S/M 52㍑ 1.70㎏

ファーポイント55 M/L 55㍑ 1.78㎏

 外寸(M/Lサイズ): 高さ64㎝ X 幅34㎝ X 奥行30㎝

ファーポイント40 S/M 38㍑ 1.19㎏

ファーポイント40 M/L 40㍑ 1.24㎏

 外寸(M/Lサイズ): 高さ53㎝ X 幅33㎝ X 奥行20㎝

イポイントデイ ワンサイズ 15㍑ 0.48㎏

 外　寸: 高さ43㎝ X 幅29㎝ X 奥行21㎝

※ファーポイント70/55の容量と重量にファーポイントデイが含まれます。
※ファーポイント70/55の外寸にファーポイントデイは含まれません。

素　材: 210D X 330D ナイロンシャドウボックス
 420D  HD ナイロンパッククロス
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キャリーハンドル
トップとサイドにパッド入りのキャリーハンドルを
装備。状況に応じ、快適かつ簡単にパックを持ち運
ぶことができます。

ジッパーで着脱できるデイパック
(70と55のみ)
ファーポイントデイをパック本体にしっかりと固定
しているコンプレッションストラップ(A)を外し、赤
いジッパープルの付いたジッパーを完全に開くと、
デイパックを取り外すことができます。本体側のス
トラップは、ストレートジャケットタイプのコンプレ
ッションとして機能します。

ファーポイントデイは、パック本体の正面に取り付
けることが可能、カメラやよく使う物を、素早く出し
入れできます。正面に取り付けるには、ファーポイ
ントデイを取り外し、ショルダーベルトの付け根(B)
に収納されているオスバックルを引き出します。
そのバックルをパック本体のショルダーベルトにあ
る、メスバックル(C)に接続します。逆の手順で元
に戻すことができます。
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ファーポイント40
ファーポイント40は流れるようなデザインの中
に、旅のための機能を豊富に装備したトラベルパ
ックです。コンパクトなサイズは航空機の機内持
ち込みを可能にします。

フロントパネルポケット
ロッカブルジッパーを備えた大型のフロントパネ
ルジッパーポケットを装備。よく使う物に素早くア
クセスすることができます。

パッデッドラップストップスリーブ
内部にはノートパソコン(15.3インチ対応)やタ
ブレット端末を収納するためのパッド入りスリー
ブがあります。

フロントスラッシュポケット
パック上部には内部にキークリップを備えたスラ
ッシュポケットがあります。

フロントメッシュポケット
フロントパネルには2個のメッシュポケットを装
備。ウォーターボトル、スナックや頻繁に使用する
アイテムの収納に適します。
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オスプレーアドオン
オスプレーではパックを保護するカバーや、パッ
クに取り付ける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、またはロスアローの
WEBサイトでご確認ください。
www.ospreypack.com.
www.lostarrow.co.jp


