
UniqUe FeatUres
ウェイポイント共通の機能
   Waypoint suspension

ウェイポイントサスペンション
ライトワイヤーと呼ばれる金属製の

ペリフェラルフレームを装備。背面

には凹凸のあるフォーム材をメッシ

ュ素材で覆う構造のエアスケープバ

ックパネルを採用し優れた通気性

を発揮。ウィメンズモデルには女性

専用のショルダーベルトを使用。ビ

ルトインヒップベルトには力の入れ

やすいエルゴプルクロージャーを採

用。背面長調整機能を装備。

 
   Carry Handles
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

リーハンドルを装備。パックの運搬

や積み降ろし時に、状況に応じた持

ち方ができます。

 
   Zip & Clip Removable Daypack

着脱式デイパック
ウェイポイントはウェイポイントデ

イと呼ばれる着脱式デイパックを標

準装備。ウェイポイントデイは、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。デイパック部のバックル

はパッドで覆われ、破損しにくくなっ

ています。

メリディアンデイを取り外した後は、

パック本体の接続用ストラップを連

結し、ストレートジャケットスタイルのコンプレッションとして機能させる

ことができます。

www.ospreypacks.com www.ospreypacks.com
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Waypoint/transporter
ウェイポイント/トランスポーター 取り扱い説明書

この度はウェイポイント、トラ
ンスポーター、ポーターをご
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。
※ ウェイポイントのLサイズとウィメ
ンズモデル、ポーターシリーズは日本
国内では販売しておりません。

ポーター

ウェイポイント

トランスポーター

ウェイポイント
ウェイポイントは旅行のための機能を犠牲にすることなく、本格的トレッ

キングパックと同等の快適な背負い心地を実現したトラベルパックです。

女性モデルには女性専用のショルダー/ヒップベルトを装備しています。
 ※ 日本国内において、ウェイポイントはメンズのMサイズのみ販売しております。

Waypoint 
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	 ジッパートップスラッシュポケット

3	 メインの荷室はデュアルジッパ
ーアクセス(ロッカブル)

4	 バーチカルジッパーサイドポケット
5	 ストレッチウーブンサイドポケット
6	 リムーバブルスリーピングパッ

ドストラップ

7	 デュアルアイスツールループ

8	 パッド付きキャリーハンドル

9	 ギアアタッチメントスロット

10	 着脱式デイパックを標準装備

主要素材
420Dナイロン パッククロス
210Dx330Dナイロンシャドウボックス

 ウェイポイント85 サイズ 容量 重量
	 メンズ	 L	 88L	 2.71kg

	 メンズ/ウィメンズ	 M	 85L	 2.60kg

	 ウィメンズ	 S	 82L	 2.50kg

	 外寸	 77 x 46 x 45cm

 ウェイポイント65 サイズ 容量 重量
	 メンズ	 L	 68L	 2.56kg

	 メンズ/ウィメンズ	 M	 65L	 2.44kg

	 ウィメンズ	 S	 62L	 2.36kg

	 外寸	 71 x 38 x 36cm

 ※ 容量、重量、外寸に着脱式デイパック部分は含まれません。

ウェイポイントデイ 
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。

Waypoint Day
1 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

2 収納式ヒップベルトは不要時に取り外す
ことができます

3 内部にマチを備えたジッパーポケットを
両サイドに装備

4 内部にキークリップとイヤホンポートを
備えたトップスラッシュポケット

5 セキュリティーの高いバックパネルアク
セス。コンピュータースリーブにはオー
ガナイザーを装備

6 背面パネルにスラッシュポケットを装備

容　量：　15L
重　量：　710g

外　寸：　49	x	29	x	17	cm

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



   internal Organization
インターナルオーガナイザー
パック内部には荷物の整理に

役立つ機能を装備。フロントパ

ネルに2個のジッパーメッシュ

ポケット(A)、本体内部にメッシ
ュポケット(B)とファブリックポ
ケット(C)、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(D)。

   ergoPull™ Hipbelt
エルゴプルクロージャー
ウェイポイント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。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。

www.ospreypacks.com

WaYPOINt85 FeatUres
ウェイポイント85の機能
   Dual Compartments

デュアルコンパートメント
ウェイポイント85の下部には

デュアルジッパーアクセス式の

スリーピングバッグコンパート

メントを装備。荷室を2分割す

る生地にゆとりを持たせること

で、1気室として使用することも

できます。

   top slash Pocket
トップスラッシュポケット
本体上部には内部に素早くア

クセスできる、スラッシュポケ

ットを装備しています。

   Porter Hipbelt/Harness Use
ショルダーベルト/ヒップベルト
ポーターの背面には上部のジッパー

パネル内にショルダーベルト、下部の

2個のスロットにヒップベルトが収納

されており、組み立てるとバックパック

のように背負うことができます。

組み立て方は、バックパネル(A)のジ
ッパーを開きショルダーベルトを取り

出します。ショルダーベルトの上部に

あるオスバックルを本体上部のキャ

リングハンドルの両側にあるメスバッ

クル(B)に連結します。下部のスロット
からヒップベルトを取り出し、ヒップベ

ルトに取り付けられているメスバック

ル(C)にショルダーストラップ先端の
オスバックルを連結します。パックを

背負い、好みに応じてロードリフター

ストラップ(D)を引き締めてください。
収納は組み立てと逆の手順で行って

ください。

   Porter addOns™ attachment
アドオンアタッチメント
ポーターのコンプレッションフラップ

の内側には、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リングが取り付

けられています。このDリングの下側か

ら、アドオンアクセサリーの側面に取り

付けられているプラスチックのスライ

ダーを、洋服のボタンを留めるようにく

ぐらせて固定し、とストラップを引き締めて安定させます。アドオンと本体

の間に荷物を挟みこむような使い方をすることもできます。
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   transporter Main access
トランスポーターの
メインアクセス
大きく開くアクセスパネル部

には鍵をかけることのできる

デュアルジッパーと面ファスナ

ーを装備。荷物の出し入れが

しやすく、セキュリティーにも

優れます。
   

   transporter external Pocket
トランスポーターの外部ポケット
本体サイドには素早く簡単にアクセス

することのできる、大型のジッパーポケ

ットを装備。95、75、60にはこのポケッ

トが両サイドに装備され、片方にはバッ

クパックのように背負うためのショルダ

ーベルトが格納されています。

 Porter straightJacket™ Compression
ストレートジャケットコンプレッション
ポーター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、荷物の量にか

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(A)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
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トランスポーター
トランスポーターは、様々なアウトドアギアを運搬するために開発された

ギアホーラーです。スタイリッシュなデザインには4種類の容量をライン

ナップ。軽さと耐久性を兼ね備え、様々な用途に使用することができます。

ポーター
ポータシリーズは丈夫な素材を使用したタフなギアホーラーです。背面に

は収納式のショルダーベルトとヒップベルトを備え、必要に応じバックパッ

クのように背負うことができます。容量は2種類。スタイリッシュなデザイン

と耐久性を兼ね備え、様々な用途に使用することができます。
※ ポーターシリーズは日本国内では販売しておりません。transporter

•	 収納式ショルダーベルト(95
、75、60のみ)

•	 両サイドにジッパーポケット
(46は片側のみ)

•	 着脱式ショルダーストラップ
(46のみ)

主要素材
420Dナイロン パッククロス
1680D高強度ナイロン

  容量 重量 外寸
	トランスポーター95	 95L	 1.04kg 69 x 46 x 30cm

	トランスポーター75	 75L	 0.95kg 63 x 43 x 28cm

	トランスポーター60	 60L	 0.83kg 58 x 41 x 25.5cm

	トランスポーター46	 46L	 0.72kg 56 x 35.5 x 23cm

  容量 重量 外寸
	 ポーター60	 65L	 1.65kg 66 x 38 x 25.5cm

	 ポーター46	 46L	 1.43kg 56 x 35.5 x 23cm

Porter
1 トップキャリーハンドル
2 キークリップ付きの大型トップスラッシ

ュポケット
3 大きく開くメインコンパートメントのパ

ネル。ジッパーブルはロッカブルタイプ
4 コンプレッションフラップの内側には、

着脱式アドオンアクセサリー(別売り)
を取り付けるためのDリングを装備

5 正面にデイジーチェーンを2列装備
6 フロントパネルのマガジンポケット
7 サイドキャリーハンドル
8 フロントパネル内側にメッシュポケット
9 本体内のサイドにメッシュポケット
10 背面のジッパーポケットに収納でき

るショルダーベルトと、背面下部のスロ
ットにたくし込めるヒップベルト

11 フロントグラブハンドル
12 ショルダーストラップ(別売り)装着用

のタブを装備
主要素材
840Dジュニア 高強度ナイロン
1680D高強度ナイロン


