
Shared FeatureS
ホーネットシリーズ 共通の機能

バイオストレッチショルダーベルト

ホーネットのバイオストレッチショルダーベルトは通気性の良い穴あきフ

ォーム材をメッシュ素材でカバーしたショルダーハーネスとエネルギー

補給食の収納に適したメッシュストレッチポケット、ホイッスル付きアジャ

スタブルスターナムストラップを装備しています。

外部ハイドレーションコンパートメント
ホーネットシリーズはバックパネ

ルとメインの荷室の間に、ウォー

ターパックをスムーズに出し入

れすることのできる収納スペー

スがあり、このスペースはメイン

の荷室に影響をおよぼしにくい

設計になっています。ショルダー

ベルトの(A)ロードリフタースト

ラップをゆるめ、収納スペースを

開きます。ハイドラフォームレザ

ヴォア上部にあるキャップ接続

ループをつかんで(B)スペース

に収納します。チューブを左右ど

ちらか好みのショルダーベルトのエラスチックバンド(C)に通して固定し、

ロードリフターストラップを締め直してください。

フロントポケット
ホーネットシリーズには素早く荷

物を収納できる追加容量調製可

能なストレッチ素材のフロントポ

ケットが装備されています。

バイオストレッチヒップベルト
ホーネットシリーズには快適さ

とパフォーマンスを両立させ

る、通気性の良いメッシュと軽

量なエルゴプルクロージャー

で構成されたバイオストレッチ

ヒップベルトが装備されてい

ます。両サイドにはジッパーポ

ケットがあります。

コードタイオフポイント
アクセサリーコードを使って追加の荷

物を取り付けることのできるコードタ

イオフポイントが、フロントパネルの

両サイドに装備されています。

バックパネル/サスペンション
表面に軽量なスペーサーメッシュを使

用、内側にのクローズセルフォームパッ

ドを内蔵し、快適な背負い心地と優れた

フィット感を実現します。

この度は、ホーネットシリーズをご
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
10.3v

A

B

C

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。
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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.
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   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。
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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。
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コンプレッション
ホーネットシリーズには追加のギア

の装着や荷物のコンプレションの

ために、超軽量の7㎜ストラップの

サイドコンプレッションを採用して

います。

アイスツールループ
シングルアイスツールループが標

準装備されています。（ホーネット

46は標準で2つ装備されています）

インサイドアウトコンプレッション
ホーネットシリーズには両サイド

にメッシュストレッチポケットを装

備し、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)の小さなダッ
クビルバックルから外し、(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。

サスペンション
ホーネット46の両サイド(A)にはデ
ルリン製ロッドが内蔵され、剛性を

確保し、加重を受け止めます。

着脱式トップポケット
ホーネット46は、外部ポケットと下

部メッシュポケット付き着脱式トッ

プポケットを装備し、荷物の出し入

れが簡単です。トップポケットと本

体は4個のフックで接続されていま

す。4個のフックをコードループか

ら外し、フロントポケットのバックル

も外すとトップポケットを取り外すことができます。装着は逆の手順で行

います。

パネルロードアクセス
デュアルジッパーによるパネルロー

ドアクセスはパッキングを容易にす

ると共に素早いアクセスを可能に

します。

トップスラッシュポケット
素早くアクセスできる

メッシュジッパーポケ

ットはインナーキーク

リップを装備、すぐに

取り出したい物の収

納に適します。

オーバースカートコンプレッション
ホーネット32、46のアジャスタブル

フロントポケットはアジャスタブル

オーバースカートコンプレッション

につながっています。このオーバー

スカートコンプレッションはスカー

トとトップポケットの間に配置され、

荷物の増減に対応して、しっかりと

コンプレッションします。

ツインスタックサイドポケット
ホーネット46はパックのサイドほぼ

いっぱいの長さを持つツインスタッ

クのメッシュポケットを両サイドに装

備し、様々なアイテムに対応します。

デュアルアタッチメントループ
ホーネット46のフロントパネル上部

の両サイドにスライダーバックルが

配備され、お持ちのウェビングテープ

と組み合わせ追加のタイオフ／コン

プレッションとして使用可能です。

ホーネット32
ホーネット32はロングデイハイキング

に適した容量を備えつつ、超軽量で、

サミットパックやアドベンチャーレー

スにも適したトップローダーです。
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Hornet 46 unique FeatureS

Hornet 24 unique FeatureS
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unique FeatureS
ホーネットシリーズ 個々の機能

ホーネット46の機能

ホーネット24の機能

ホーネット46
ホーネット46はバックパッキングやウ

ルトラライトハイキングに適したトップ

ローダーです。

主要素材
•	 70D  トリプルリップストップナイロン
•	 70Dx100D ナイロンシャドウチェック

主要素材
•	 70D  トリプルリップストップナイロン
•	 70Dx100D ナイロンシャドウチェック

主要素材
•	 70D  トリプルリップストップナイロン
•	 70Dx100D ナイロンシャドウチェック

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 46L	 680g

	 S/M	 44L	 640g

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 32L	 590g

	 S/M	 30L	 570g

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 22L	 540g

	 S/M	 20L	 500g

ホーネット24
ホーネット24は超軽量パネルロードタ

イプのパックで、サミットパックや、アドベ

ンチャーレース、長距離ランニングに適

します。


