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에서 사용자 설명 서를다운로드하세요
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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。

オゾン/シャトル シリーズ
取り扱い説明書

オゾンシリーズ
オゾン28 / 80㍑
サイズ: 28インチ(高さ) / ワンサイズ
容　量: 80㍑
重　量: 2.27㎏
外　寸: 高さ72㎝ X 幅35.5㎝ X 奥行35㎝
素　材: 210D ナイロンシャドウボックス / 210D ナイロンベロシティー

オゾン22 / 46㍑
サイズ: 22インチ(高さ) / ワンサイズ
容　量: 46㍑
重　量: 2.05㎏
外　寸: 高さ56㎝ X 幅35.5㎝ X 奥行23㎝(航空機内持ち込み可能サイズ)
素　材: 210D ナイロンシャドウボックス / 210D ナイロンベロシティー

オゾン18 / 36㍑
サイズ: 18インチ(高さ) / ワンサイズ
容　量: 36㍑
重　量: 1.81㎏
外　寸: 高さ46㎝ X 幅35.5㎝ X 奥行20㎝(航空機内持ち込み可能サイズ)
素　材: 210D ナイロンシャドウボックス / 210D ナイロンベロシティー

オゾンシリーズ共通の機能
オゾンシリーズはオスプレーの開発したハイロ
ードLTシャシー、サスペンションシステムを搭載
した、超軽量トラベルパックです。

機　能: 
• エルゴノミックデザインの伸縮式ハンドルは1
本シャフトを採用。T字型の穴あきグリップは
通気性に優れます。

• A6001 T6 アルミニウムフレーム

• インジェクションモールドにより抜群の強度と
軽さを実現したABSベースは、大きなクリア
ランスが確保されているD型。アルミ製のフッ
トバーはグラブハンドルとして使えます。グリ
ップ性に優れたポリウレタン製ホイールは、シ
ールドベアリングを使用しているためスムーズ
に転がります。

グラブハンドル
トップとサイドにパッド入りで丈夫な薄型のグラ
ブハンドルを採用。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。

ジッパートップポケット
トップには洗面用具、液体の入った容器、よく使
うアイテムの収納に最適なジッパーポケットを
装備。素早くアクセスすることができるため空港
のセキュリティーの通過もスムーズです。

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
ネルの内側にフルレングスジッパーメッシュポケ
ット、サイドにジッパーポケットと、ジッパーメッシ
ュポケットを装備。

外部コンプレッション
両サイドにコンプレッションストラップを装備。
荷重によるジッパーへのストレスを軽減します。

バーチカルジッパーポケット
正面パネルに縦長のジッパーポケットをダブル
で装備。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。

リアパネルアクセス
リアパネルをジッパーで開閉することで、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。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。

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

WWW.OSPREYPACKS.COM

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
この度はオスプレーのトラベルホイールパック、オゾンシリーズ
またはシャト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。

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
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オゾン シャトル

オゾン28 オゾン22 オゾン18



シャトル110
サイズ: 32インチ(高さ) / ワンサイズ
容　量: 110㍑
重　量: 4.01㎏
外　寸: 高さ82㎝ X 幅40.5㎝ X 奥行31㎝
素　材: 420D HDナイロンパッククロス / 1680D 高強度ナイロン / 210D ナイロン

シャトル80
サイズ: 28インチ(高さ) / ワンサイズ
容　量: 80㍑
重　量: 3.26㎏
外　寸: 高さ72㎝ X 幅35.5㎝ X 奥行30㎝
素　材: 420D HDナイロンパッククロス / 1680D 高強度ナイロン / 210D ナイロン

シャトル40
サイズ: 22インチ(高さ) / ワンサイズ
容　量: 40㍑
重　量: 3.26㎏
外　寸: 高さ56㎝ X 幅35.5㎝ X 奥行23㎝(航空機内持ち込み可能サイズ)
素　材: 420D HDナイロンパッククロス / 1680D 高強度ナイロン / 210D ナイロン

シャトルシリーズ共通の機能
ハイロードシャシー
シャト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(シャトル110は幅40.5㎝のワイドタイプ)。
このシステムは、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、6061 T6アルミニウムフレーム、
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、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。

ロッカブルメインコンパートメント
メインコンパートメントには、オーバーサイズのデュ
アルロッカブルジッパースライダーでフロントパネル
を開いてアクセスします。

フロントパネルポケット
フロントパネルには外部から素早くアクセスすること
のできるバーチカルスラッシュポケットを装備してい
ます。

インターナルオーガナイザー
シャトル110は、フロントパネルの裏側に2個の
メッシュジッパーポケット、内部に2個のメッシュ
ジッパーポケットを装備。
シャトル80は、フロントパネルの裏側に2個の
メッシュジッパーポケットと、内部にメッシュジッ
パーポケットとジッパーポケットを装備。
シャトル40は、フロントパネルの裏側に1個の
メメッシュジッパーポケット、内部にメッシュジッ
パーポケットとジッパーポケットを装備。
さらに、シャトルシリーズ全てに衣類を固定す
るためのコンプレッションストラップを装備して
います。

フルレングスサイドポケット
シャトル110は、本体右側にフルレングスのバ
ーチカルジッパーポケットを装備。本体外部より
素早くアクセスできるこのポケットは、長い物の
収納に適します。

フロントパネルトップポケット
シャトル80とシャトル40のフロントパネル丈夫
には、内部にキークリップを備えた、素早くアク
セスできるジッパースラッシュポケットを装備し
ています。

バックパネルコンパートメント
シャトル80とシャトル40のバックパネルには
面ファスナーで開閉できるコンパートメントが
あります。雑誌や衣類などの収納に最適です。

ストレートジャケットコンプレッション
オスプレーが独自に開発したストレートジャケットコン
プレッションシステムと、パッド入りのサイドウォールに
より、優れたコンプレッション効果を発揮します。荷物
が少ない場合にも、パックの右側のバックパネル近く
にある2個のメスバックルにコンプレッションストラッ
プを接続することで、適切にコンプレッションすること
ができます。

アドオンアタッチメント
シャトルシリーズは、オスプレーのアドオンシリーズに
ラインナップされている、アタッチメントタイプのアク
セサリー、デイライトを接続することができます。
デイライトの側面に取り付けられているスライダーを、
シャトルのフロントパネル部にあるDリングの下側から
ボタンをかける要領で取り付けます。取り外しは取付
の逆の手順になります。

シャトル110 シャトル180 シャトル40

シャトルシリーズ

リキッド / アクセサリーポケット
トップには洗面用具や、液体の入った容器、よく使う
アイテムの収納に最適なジッパーポケットを装備。素
早くアクセスすることができるため、空港のセキュリ
ティーの通過もスムーズです。

クーリエバッグアタッチメント
トップの小さなポケットにはクーリエバッグを取り付
けるためのアタッチメントストラップが収納されてい
ます。クーリエバッグのキャリングハンドルに接続して
素早く確実に取り付けることができます。

ネームタグホルダー
ネームタグホルダーは、バックパネルのフラップの裏
側に位置し、通常は見えませんが、必要な時には素早
く確認することができます。

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があ
ります。荷重のかさむシャトル110には、サイドのキ
ャリーハンドルが両側に装備されています。また、フッ
トバーもキャリングハンドルとして機能するため、状
況に応じて様々な持ち方ができます。

個々の機能
ベローズポケット(シャトル110 / 80)
シャトル110とシャトル80に装備されている下
部のコンパートメントは、スキーブーツなどの大
きな荷物も収納が可能。荷室の仕切りには十分
なゆとりがあり、メインの荷室を1気室として使
用することもできます。
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