
共通の機能

ハイロードシャシー
コントレイルシリーズはハイロードーシャシー
と呼ばれるオスプレー独自のシステムを搭載し
ています。このシステムは、(A)通気性を確保す
るためのフィンのあるグリップを備えた伸縮式
のエルゴノミックハンドル、(B)6061 T6アル
ミニウムフレーム、(C)格子状のグラスファイバ
ーを埋め込むことで強度と軽さを兼ね備えた
ベースは、グラブハンドルとしても機能、(D)トラ
クションに優れたポリウレタン製の大径ホイー
ルにはスムーズに回転するシールドベアリング
を使用、(E)凹凸や段差の通過がしやすいハイ
クリアランスデザインを採用しています。

フライトロッカー
コントレイルシリーズにはフライトロッカーと呼
ばれるオーガナイザーを標準装備。かさばる衣
類を本体内に収納する、オールインワンスタイ
ルをスマートに実現してくれる、着脱式のアク
セサリーです。
正面のケースには2個のジッパーポケットがあ
り下着やソックス、背面のケースには1個のジ
ッパーポケットがありシューズやTシャツの収納
に適します。2つのケースの間には、きれいにた
たんだシャツやパンツをキープするためのサン
ドイッチポケットがあります。旅先の宿では、フ
ライトロッカーを衣類用のハンガーを通したり
、付属のフックを使用してつり下げることで、使
い勝手の良いプライベートロッカーに早変わ
り。フライトロッカー単体の別売りもあります。

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。

ランドリーバッグ
コントレイルシリーズの背面側のコンパートメ
ントにはランドリーボックスと呼ばれる、クリー
ニングの必要な衣類を他の荷物と分けて収納
するための着脱式のケースを標準装備してい
ます。旅先の宿では、フライトロッカー同様に衣
類用のハンガーを通してつり下げ、使い勝手の
良いランドリーボックスとして使用することが
できます。

コントレイル シリーズ
取り扱い説明書
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モデルごとの機能

コントレイル28 / 75㍑
コントレイル28は様々な荷物をすっきりと収納
できるよう入念に設計され、耐久性についても十
分にテスト。ハイグレードなトラベルホイールパッ
クが、あなたの旅に革新をもたらします。

・ 本体両サイドにバーチカルジッパーポケット
を装備。アクセスしやすい外部ポケットは、
荷物の整理に便利なことはもちろん。長い
物の収納にも適します。

コントレイル22 / 46㍑
コントレイル22は航空機内への持ち込みが可能
なサイズ*2のホイールパック。コントレイル28同
様に、様々な荷物をすっきりと収納できるよう入
念に設計され、耐久性についても十分にテスト。
ハイグレードなトラベルパックが、あなたの旅に
革新をもたらします。
*2 maximum legal carry-on size

www.ospreypacks.com

サイズ: 22インチ(高さ) / ワンサイズ
容　量: 46㍑
重量*3: 2.66㎏
外　寸: 高さ56㎝ x 幅35.5㎝ x 奥行23㎝
素　材: 1680D 高強度ナイロン / 630D ナイロンパッククロス
*3 重量には標準装備の着脱式アクセサリーは含まれません 

フライトロッカー (0.70㎏)  
ランドリーバッグ (0.17㎏)

サイズ: 28インチ(高さ) / ワンサイズ
容　量: 75㍑
重量*1: 3.05㎏
外　寸: 高さ72㎝ x 幅35.5㎝ x 奥行30㎝
素　材: 1680D 高強度ナイロン / 630D ナイロンパッククロス
*1 重量には標準装備の着脱式アクセサリーは含まれません

フライトロッカー (0.70㎏)  
ランドリーバッグ (0.17㎏)

この度はオスプレーのトラベルホイールパック、コントレイルシ
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。
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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.
 

Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle

Cortez, CO 81321 USA
866-284-7830

www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요
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グラブハンドル
トップとサイドにはパッド入りのキャリーハン
ドルを装備。キャリーハンドルとしても機能す
るフットバーと合わせて、様々な持ち方ができ
ます。

ハンドルイット アクセサリーバッグ
アタッチメントシステム
別売りされているコントレイルシリーズのアクセサリー
バッグには、ハンドルイットと呼ばれる革新的システムを
搭載。オスプレーのハイロードシャシーに採用されてい
る伸縮式ハンドル、または同等サイズの2本シャフトハン
ドルに素早く取り付けることができます。
ハンドルイットは、ハンドルに通す穴のあいた丈夫なパネ
ルが、アクセサリーバッグの背面に折りたたまれてマグ
ネットで固定されています。
パネルを上に開き、ホイールパックの伸縮ハンドルに通
してぶら下げるだけで、安定感のある確実な取り付けが
できます。
ハンドルイットは、取り付け側パックのスリーブにハンド
ルを通す従来の取付方法に比べ、重心を低くすることが
できるため安定することはもちろん、ホイールへの荷重
配分が多くなりハンドルが軽く操作性も向上します。

コントレイルデイパック (別売り)
コントレイルデイパックは、トラベラーにための機能を豊
富に装備したハイグレードなデイパックです。ハンドルイ
ットと呼ばれる革新的システムを搭載し、オスプレーのハ
イロードシャシーに採用されている伸縮式ハンドル、また
は同等サイズの2本シャフトハンドルに素早く取り付ける
ことができます。

1 ハンドルイットアタッチメントフラップは、ホイールパ
ックに広く一般的に採用されている6インチ幅の2
本シャフトのハンドルに、素早く取り付けることがで
きるように設計されています。

2 バックパネル下部に目立たない隠しジッパーポケッ
トがあります。

3 ダイレクトトップジッパーを装備し、メインパネルを
開くことなく、内部のパソコン用スリーブ(17インチ
に対応)やフリースライニングを施したタブレット用
スリーブにアクセスすることができます。

4 メインの荷室には、フロントパネルのデュアルロッ
カブルジッパースライダーを開いてにアクセスしま
す。フロントパネル内部には小物の整理に、バックパ
ネルにはパソコン、タブレット、書類などの整理に便
利なオーガナイザーを装備しています。

コントレイルクーリエ (別売り)
コントレイルクーリエは、トラベラーにための機能を
豊富に装備したハイグレードなショルダーバッグで
す。ハンドルイットと呼ばれる革新的システムを搭載
し、オスプレーのハイロードシャシーに採用されてい
る伸縮式ハンドル、または同等サイズの2本シャフト
ハンドルに素早く取り付けることができます。

1 ハンドルイットアタッチメントフラップは、ホイー
ルパックに広く一般的に採用されている6イン
チ幅のダブルチューブハンドルに素早く取り付
けることができます。

2 ハンドルイットの下側に目立たない隠しジッパー
ポケットがあります。

3 ダイレクトトップジッパーを装備し、メインパネ
ルを開くことなく、内部のパソコン用スリーブ
(15.4インチに対応)やフリースライニングを施
したタブレット用スリーブにアクセスすることが
できます。

4 メインの荷室内に書類入れ、フロントにオーガナ
イザーを内蔵したジッパーポケット、両サイドに
メッシュポケットを内蔵したジッパーポケットを装
備しています。

コントレイルトート (別売り)
コントレイルトートは、トラベラーにための機能を
豊富に装備したハイグレードなトートバッグです。
ハンドルイットと呼ばれる革新的システムを搭載
し、オスプレーのハイロードシャシーに採用されて
いる伸縮式ハンドル、または同等サイズの2本シャ
フトハンドルに素早く取り付けることができます。

1 ハンドルイットアタッチメントフラップは、ホイ
ールパックに広く一般的に採用されている6イ
ンチ幅のダブルチューブハンドルに素早く取り
付けることができます。

2 ハンドルイットの下側に目立たない隠しジッパ
ーポケットがあります。

3 ダイレクトトップジッパーを装備し、メインパネ
ルを開くことなく、内部のパソコン用スリーブ
(14インチに対応)やフリースライニングを施
したタブレット用スリーブにアクセスすること
ができます。

4 メインの荷室内に書類入れ、フロントにオーガ
ナイザーを内蔵したジッパーポケットを装備。

キャリーオンサイズ
コントレイル22は、アメリカの多くの航空会社の定め
る、機内持ち込み可能サイズに適合しています。

ジッパートップポケット
トップには簡単にアクセスできるジッパーポケ
ットを装備。洗面用具や、液体の入った容器、よ
く使うアイテムの収納に最適です。

ジッパーフロントパネルポケット
フロントパネルには簡単にアクセスできるジッ
パーポケットを装備。小物の収納に適し、内部
にはキークリップがあります。

パネルロード メインコンパートメント
メインの荷室には、フロントパネルのデュアル
ロッカブルジッパースライダーを開いてにアク
セスします。内部には、衣類をしっかりとホール
ドするためのコンプレッションストラップ、フロ
ントパネルの内側にジッパーメッシュポケットと
ジッパーポケットを装備しています。

リアパネルアクセス
IDウィンドーを備えたリアパネルは、デュアル
ロッカブルジッパースライダーを開いて、雑誌
などの収納に適した背面の荷室にアクセスす
ることができます。内部には、前述のランドリ
ーバッグと呼ばれる、クリーニングの必要な物
の収納に適した着脱式ケースが内蔵されてい
ます。
パネルの内側には小物の収納に適したジッパ
ーメッシュポケットがあります。

サイズ: ワンサイズ
容　量: 26㍑
重　量: 1.17㎏
外　寸: 高さ48㎝ x 幅34㎝ x 奥行24㎝
素　材: 1680D 高強度ナイロン / 630D ナイロンパッククロス

サイズ: ワンサイズ
容　量: 22㍑
重　量: 1.2㎏
外　寸: 高さ34㎝ x 幅40㎝ x 奥行18㎝
素　材: 1680D 高強度ナイロン / 630D ナイロンパッククロス

サイズ: ワンサイズ
容　量: 22㍑
重　量: 0.89㎏
外　寸: 高さ34㎝ x 幅45㎝ x 奥行18㎝
素　材: 1680D 高強度ナイロン / 630D ナイロンパッククロス


