
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。

メリディアン / ソージョン
シリーズ 取り扱い説明書

10.3v

メリディアンシリーズの機能

•	ジッパーとバックルで着脱できるデイパックを
標準装備しています。

メリディアン28 / 75㍑
サイズ:	28インチ(高さ)	/	ワンサイズ
容　量:	75㍑(デイパック含む)
重　量:	4.25㎏(デイパック含む)
外　寸:	高さ72㎝	x	幅35.5㎝	x	奥行30㎝
	 (デイパックを含まない)
素　材:	420D	HD	ナイロンパッククロス
	 1680D	高強度ナイロン

メリディアン22 / 60㍑
サイズ:	22インチ(高さ)	/	ワンサイズ
容　量:	60㍑(デイパック含む)
重　量:	3.93㎏(デイパック含む)
外　寸:	高さ56㎝	x	幅35.5㎝	x	奥行23㎝
	 (デイパックを含まない)
素　材:	420D	HD	ナイロンパッククロス
	 1680D	高強度ナイロン

共通の機能

ハイロードシャシー
メリディアン/ソージョンシリーズにはハイロー
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。

コンバーチブル
バックパックスタイルキャリー
メリディアン/ソージョンシリーズに搭載されて
いるハイロードーシャシーには、バックパックの
ように快適に背負うことのできる背面システム
を備えています。

(A)パックの背面側のジッパーコンパートメント
内に、トレッキングにも対応できるショルダーベ
ルトとヒップベルトが収納されています。背面
長の調整が可能なこの背面システムは通気性
にも優れ、不要な場合は取り外すことができま
す。バックパックスタイルにする場合は(B)のジ
ッパーでコンパートメントのパネルを開き、パネ
ルはパックの底部にたくし込むように収納しま
す。(C)コンパートメントからショルダーベルトと
ヒップベルトを引き出します。(D)ヒップベルト
のランバーパッド(腰あて)の下側にあるオスバ
ックルをパックの底にあるメスバックルと接続し
ます。このときバックルから発せられるカチッと
いう明確な接続音を確認してください。収納は
組み立てと逆の手順で行います。

ソージョンシリーズの機能

•	アタッチメントタイプのアドオンアクセサリー、
デイライトを取り付けることができます。

•	ストレートジャケットコンプレッションを搭載。サ
イドウォールにはパッドを内蔵。

•	フロントパネルにアタッチポイントになる2列
の丈夫なデイジーチェーンを装備。

ソージョン28 / 80㍑
サイズ:	28インチ(高さ)	/	ワンサイズ
容　量:	80㍑
重　量:	3.58㎏
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

ソージョン25 / 60㍑
サイズ:	25インチ(高さ)	/	ワンサイズ
容　量:	60㍑
重　量:	3.46㎏
外　寸:	高さ64㎝	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

www.ospreypacks.com

メリディアンとソージョンは軽量で強度のあるハイロードシャシーを搭載したコンバ
ーチブル(背負うことのできる)ホイールパックで、本体には丈夫な生地を使用。ビジ
ネス旅行、国内外のショートトリップから数ヶ月にわたるロングトラベルまで対応する
実用的な機能を満載しています。

この度はオスプレーのトラベルホイールパック、メリディアンま
たはソージョン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

メリディアン ソージョン
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www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요
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ショルダーベルトの調整
メリディアン/ソージョンシリーズの背面システム
は41〜56㎝の背面長に対応できるように設計
されています。
背面長を調整はショルダーベルトの上側にある
(A)ロードリフターストラップをゆるめてから行
います。バックパネルとショルダーベルトの隙
間に手の平を差し込み面ファスナーをはがしま
す。(B)ショルダーベルトが取り付けられているパ
ネルの上端と、テンションメッシュバックパネル上
端に刺繍されている目印を目安にしながらショル
ダーベルトを上下に移動します。長さが決まった
ら面ファスナーを押さえてショルダーベルトを固
定します。
※　背面長の対応幅を大きくとるために、テンシ
ョンメッシュバックパネルには2つのスロットがあ
ります。背面長に合わせてお選びください。

ショルダー / ヒップベルトの取り外し
背面コンパートメントのパネルを開き、ロードリフ
ターストラップの根本にあるバックル2個(A)を外
します。ヒップベルトのランバーパッド下部と本体
を接続している2個のバックル(B)を外します。テ
ンションメッシュバックパネルの下側にある、ヒッ
プベルトのランバーパッド上部と本体を接続して
いる2個の赤いバックル(C)を外します。バックパ
ネルとショルダーベルトの隙間に手の平を差し込
み面ファスナーをはがし、テンションメッシュバッ
クパネルの上部から(D)ショルダーベルトを引き
抜き、ヒップベルトといっしょに取り外します。取
付は取り外しと逆の手順で行います。

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。
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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。

リアパネル
リアパネルには面ファスナーで開閉できるフラップポ
ケットがあり、雑誌やギアを収納することができます。
フラップの裏側にはネームタグホルダーかあり、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。

パネルロードアクセス
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、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しています。

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。

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。また、フットバーもキャリーハンドルとしても機能
するため、様々な持ち方ができます。

キャリーオンサイズ
着脱式デイパックを取り外したメリディアン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
能サイズに適合します。

メリディアンシリーズの機能

ジッパーとバックルの操作で着脱できるデイパックを
標準装備しています。デイパックの取り外しは、デイ
パックと本体を接続している3個のバックル(A)を外
し、デイパックと本体を接続している赤色ジッパータ
ブの付いたジッパーを完全に開くだけで完了します。

ソージョンシリーズの機能

アドオンアタッチメントに対応
ソージョンのフロントパネルには4個のDリングが
あり、オスプレーのアタッチメントタイプのアドオ
ンアクセサリー、デイライトを取り付けることがで
きます。取り付ける場合はデイライト両サイド4カ
所にあるプラスチックパーツを、ボタンをかける要
領でDリングの下側から通して固定し、ストラップ
を引き締めます。デイライトと本体の間に荷物を
挟む場合は、その荷物に合わせてストラップのテン
ションを調節してください。

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
コンプレッションは、荷物の多少に関わらず、パッド
入りのサイドウォールが荷物をしっかりとホールド
し、荷重をヒップベルトへと導くことのできる優れ
たコンプレッションシステムです。荷物が2/3以上
の場合はコンプレッションストラップをパックの正
面で接続し、それより少ない場合には、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
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。

デイジーチェーンアタッチメント
パックの正面には2列の丈夫なデイジーチェーン
アタッチメントを装備。カラビナ等を利用して素早
く使いたいものを取り付けておくことができます。

メリディアンデイ

メリディアンデイは、メリディアンシリーズに標準装備
されている機能豊富な着脱式デイパックです。旅先
のデイトリップやショッピングなどに役立ちます。

•	背面にたくし込めるショルダーベルトには、アジャス
タブルスターナムストラップがあり、そのバックル
は緊急時のレスキューホイッスルとして使えます。

•	本体上部にジッパーポケットを装備。

•	両サイドにストレッチポケットを装備。

•	パネルアクセスタイプで、本体内部には、コンピュ
ーター(15.4インチに対応)用のバッド入りスリー
ブ、タブレット用のパッド入りスリーブ、ミュージック
プレイヤー用ポケット、イヤホンポートを装備。

•	バックパネルのスリーブはショルダーベルトをたく
しこんだり、地図、雑誌、ガイドブック、書類などの収
納に適します。

•	ジッパーとバックルでメリディアンに取り付けること
ができます。

容　量:	20㍑
重　量:	0.63㎏
外　寸:	高さ51㎝	x	幅31㎝	x	奥行14㎝
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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
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