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オゾン80 
(28インチ)

オゾントラベルパック46 オゾントラベルパック35 オゾンデイパック24 オゾンクーリエ

オゾンコンバーチブル75 
(28インチ)

オゾン46 
(22インチ)

オゾンコンバーチブル50 
(22インチ)

オゾン36 
(18インチ)

※日本国内での取り扱いモデルは、株式会社ロストアローにお問い合わせください。

オゾンシリーズは究極の軽さとパッキングのしやすさをを追求しながらもオスプレーらしい使いやすい機

能を盛り込んだ軽量ホイールパックです。

オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書
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概要 / オゾン
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共通の機能(外部)
1 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

2 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

3 メインの荷室には、フロントパネルのロッカブルジッパースライダーを開いてアクセス

4 フロントパネルにジッパーポケット(内部にジッパーポケット付き)

5 リアパネルに大きく開くジッパーポケットを装備。下部にドレンホール付き

6 ハイロードLTシャシー

共通の機能(内部)
+ リアパネル内部にジッパーメッシュポケットとIDカードウィンドウ

+ デュアルインターナルコンプレッションストラップ

+ サイドパネルの内側(右)にフルレングスジッパーメッシュポケット

+ サイドパネルの内側(左)にフルレングスジッパーファブリックポケット

+ 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

生地 
メイン 210D ナイロンシャドーボックス

アクセント 210D × 630D ナイロンドビー

ボトム 420HD ナイロンパッククロス
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概要 / オゾン

オゾン80 (28インチ)
スペック ワンサイズ
容　量	 80㍑
重　量	 2.20㎏
外　寸	 縦72㎝		x		横36㎝		x		奥30㎝

オゾン46 (22インチ)
スペック ワンサイズ
容　量	 46㍑
重　量	 1.98㎏
外　寸	 縦56㎝		x		横36㎝		x		奥23㎝

オゾン36 (18インチ)
スペック ワンサイズ
容　量	 36㍑
重　量	 1.88㎏
外　寸	 縦50㎝		x		横36㎝		x		奥23㎝

固有の機能
+　両サイド上下にサイドコンプレッションストラップ

固有の機能
+　両サイド上部にサイドコンプレッションストラップ

固有の機能
+　両サイド上部にサイドコンプレッションストラップ
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機能 / オゾン

トップポケット

オゾン80 / 46 / 36

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。1㍑のランド
リーバッグやオスプレーのエアポーターがぴったりとフィ
ットするように設計されています。

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、TSAロックを使えるロッカ
ブルジッパースライダーを装備し、盗難を防止します。

インターナルコンプレッションストラップ

オゾン80 / 46 / 36

メインコンパートメント内部には、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がバックパ
ネルに縫いつけられています。

グラブハンドル

オゾン80 / 46 / 36

トップと両サイドに薄型のグラブハンドルを採用。パッドを丈夫な生地で覆うデザ
インで、持ちやすく、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。

メインコンパートメント

オゾン80 / 46 / 36

メインの荷室は、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でU字に
大きく開くため、荷物の出し入れが容易です。内部に明るい色の生地を使うことに
より、識別性を高め小物などが見つかりやすいようになっています。小物はインタ
ーナルジッパーポケットを利用すると便利です。

A	 左右のジッパースライダー同士を合わせ、リング同士をぴったり合わせます。

B	 合わせたリングにロックを通し施錠します。

※TSAロックとはアメリカ運輸保安局TSA(Transportation	 Security	 Administration)によって

認可・容認されたロックで、カギをかけたまま航空会社に預けることができるロックのことです。

A	 パッキングの際はインターナルコンプレッションストラップのバックルを外
し、ストラップを緩め、ストラップをパックの外側に垂らします。

B	 荷物を入れ、バックルを接続し、ストラップを左右同時に引き、荷物を押さえ
込みます。
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フロントパネルオーガニゼーションポケット

オゾン80 / 46 / 36

フロントパネルオーガニゼーションポケットはオゾンの特徴です。内部にあるジッパ
ーポケットは財布やパスポートの収納に、2つの大きなメッシュポケットは携帯食や
ヘッドホンなどの小物の収納に適します。鍵を取り付けるキークリップも内蔵して
います。

ハイロードLTシャシー

オゾン80 / 46 / 36

ハイロードーLTシャシーと呼ばれるオスプレー独自のシステムは、フレームとベース
に軽量なアルミチューブを採用。またT字型のシングルハンドルバーを採用し軽量性
に優れます。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、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。

リアパネルアクセス

オゾン80 / 46 / 36

リアパネルをジッパーで開閉することで、雑誌や洗濯物、ジャケットやサンダルなど
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。シャシーを挟んで独立
していることでメインコンパートメントから圧迫されることなく収納できます。下部
には水抜きのドレンホールを装備しています。

機能 / オゾン
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概要 / オゾンコンバーチブル

共通の機能(外部)
1 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

2 メインの荷室には、フロントパネルのロッカブルジッパースライダーを開い
てアクセス

3 ジッパーで着脱でき、デイトリップに最適なオゾンコンバーチブルデイを
標準装備

4 ハイロードLTシャシー

5 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

6 リアパネルに大きく開くジッパーポケットを装備。下部にドレンホール付き

7 パッド入りの背面、ヒップベルトショルダーベルト(背面調整機能付き)をバ
ックパネルに内蔵

共通の機能(内部)
+ デュアルインターナルコンプレッションストラップ

+ サイドパネルの内側(右)にフルレングスジッパーメッシュポケット

+ サイドパネルの内側(左)にフルレングスジッパーファブリックポケット

+ 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

生地 
メイン 210D ナイロンシャドーボックス

アクセント 210D × 630D ナイロンドビー

ボトム 420HD ナイロンパッククロス

オゾンコンバーチブルデイ
スペック ワンサイズ
容　量	 18㍑
重　量	 0.58㎏
外　寸	 縦45㎝		x		横28㎝		x		奥19㎝

固有の機能
+　穴あきフォーム材をメッシュ素材でラップし、通気性を併せ持つショルダーベルトと
バックパネル

+　メインコンパートメントにパッド入りノートパソコン収納用スリーブ
+　サングラスや電子機器が傷がつきにくいヒートエンボス加工された上部ジッパーポケット
+　フロントパネルのオーガニゼーションポケット
+　左右のサイドストレッチメッシュポケット
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概要 / オゾンコンバーチブル

オゾンコンバーチブル75 (28インチ)
スペック ワンサイズ
容　量	 75㍑
重　量	 3.15㎏
外　寸	 縦72㎝		x		横36㎝		x		奥30㎝

※容量と重量は着脱式デイパックを含んだ数値です。

　外寸は着脱式デイパックを含まない数値です。

オゾンコンバーチブル50 (22インチ)
スペック ワンサイズ
容　量	 50㍑
重　量	 2.87㎏
外　寸	 縦56㎝		x		横36㎝		x		奥23㎝

※容量と重量は着脱式デイパックを含んだ数値です。

　外寸は着脱式デイパックを含まない数値です。

固有の機能
+　両サイド上下にサイドコンプレッションストラップ

固有の機能
+　両サイド上部にサイドコンプレッションストラップ
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機能 / オゾンコンバーチブル

トップポケット

オゾンコンバーチブル75 / 50

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。1㍑のランドリーバッグやオスプレーのエアポーターがぴったりと
フィットするように設計されています。

ロッカブルメインコンパートメント

オゾンコンバーチブル75 / 50

メインコンパートメントには、TSAロックを使えるロッカ
ブルジッパースライダーを装備し、盗難を防止します。

グラブハンドル

オゾンコンバーチブル75 / 50

トップと左サイドに薄型のグラブハンドルを装備。パッドを丈夫な生地で覆うデザ
インで、持ちやすく、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。

A	 左右のジッパースライダー同士を合わせ、リング同士をぴったり合わせます。

B	 合わせたリングにロックを通し施錠します。

※TSAロックとはアメリカ運輸保安局TSA(Transportation	 Security	 Administration)によって

認可・容認されたロックで、カギをかけたまま航空会社に預けることができるロックのことです。

インターナルコンプレッションストラップ

オゾンコンバーチブル75 / 50

メインコンパートメント内部には、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がバックパ
ネルに縫いつけられています。

メインコンパートメント

オゾンコンバーチブル75 / 50

メインの荷室は、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でU字に
大きく開くため、荷物の出し入れが容易です。内部に明るい色の生地を使うことに
より、識別性を高め小物などが見つかりやすいようになっています。小物はインタ
ーナルジッパーポケットを利用すると便利です。

A	 パッキングの際はインターナルコンプレッションストラップのバックルを外
し、ストラップを緩め、ストラップをパックの外側に垂らします。

B	 荷物を入れ、バックルを接続し、ストラップを左右同時に引き、荷物を押さえ
込みます。
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機能 / オゾンコンバーチブル

リアパネルアクセス

オゾンコンバーチブル75 / 50

リアパネル内部にリムーバブルサスペンションを収納。
サスペンションを取り除くと雑誌や洗濯物などの収納に
適したスペースになります。

サスペンションの取り外し

A	 バックパネルのメッシュの裏にあるヒップベルトをつなぐ赤いバックルを外
し、ヒップベルトをは抜き取ります。

B	 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、ショルダーベルトを抜き取ります。

ハイロードLTシャシー

オゾンコンバーチブル75 / 50

ハイロードーLTシャシーと呼ばれるオスプレー独自のシステムは、フレームとベー
スに軽量なアルミチューブを採用。またT字型のシングルハンドルバーを採用し軽
量性に優れます。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、
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。

オゾンコンバーチブルメインボディー

オゾンコンバーチブル75 / 50

メインボディーのショルダーベルト、ヒップベルトを使い、タイヤで転がせない場所
は背負うことができます。穴あきフォーム材をメッシュ素材でカバーした構造のシ
ョルダーベルトとヒップベルトは通気性に優れ快適に背負えます。背面はストレッ
チメッシュにテンションをかけた構造を採用、背面調整可能も可能で、快適な背負
い心地を実現しています。

A　ジッパーで背面のパネルを開きショルダーベルトとヒップベルトを引き出します。

B　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　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、背面にテンションをかけます。ヒップベルトは腰
骨の最も飛び出している箇所を覆うように位置させます。

D　ショルダーハーネスはヒップベルトの位置をベースにショルダーヨーク上端が、
首の後ろ側の一番飛び出ている骨(第7頚骨)の2～5cm下になるように調整し
ます。背面調整はパック本体にセットされているショルダーヨークを手の平が手
前になるように差し込んで面ファスナーを剥がし上下に移動させ、面ファスナー
を再接続します。

E　使わない時はパックの底にあるバックルを外し、ショルダーベルトトヒッップベ
ルトを収納し、リアパネルのジッパーを閉じます。
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着脱式デイパック
オゾンコンバーチブルデイ

オゾンコンバーチブル75	/	50は、
旅先のデイトリップやショッピング
などに役立つ着脱式デイパックを標
準装備。その日必要なものだけ持っ
て出かけることができます。

オゾンコンバーチブルデイ

デイパックのメインコンパートメントにはノート
パソコンやタブレット、上着、携帯食を収納で
きます。これによりオゾンコンバーチブルの追
加の荷室としたり、オゾンコンバーチブル本体
と分け、その日必要なものだけ持って出かける
ことができます。

ストレッチメッシュポケット
オゾンコンバーチブルデイ

デイパックの両サイドにはストレッチメッシュポケットが
装備され、水筒やコンパクトカメラ、携帯食、よく使う小
物などを収納できます。

ベンチレーテッドバックパネル／ショルダーベルト／
ヒップベルト
オゾンコンバーチブルデイ

デイパックのバックパネル／ショルダーベルト／ヒップベ
ルトは通気性、柔軟性、優れた穴あきフォーム材を使用
し、様々な天候にも快適な背負居心地を実現しながらも
軽量性にも優れます。

ヒートエンボスポケット
オゾンコンバーチブルデイ

素早くアクセスできるジッパーポケットはソフトでクリー
ニングの簡単なエンボス加工のライニングを採用。サン
グラス等、デリケートなアイテムの収納に適します。オーガニゼーショナルポケット

オゾンコンバーチブルデイ

デイパックのフロントパネルポケットは細かく
区切られ旅行小物や筆記用具が収納できます。
内部のジッパーポケットには大切なものを隠し
て収納できます。

A	 オゾンコンバーチブルデイ下部のボタンフックをコードループから外します。

B	 ジッパーを解除し、オゾンコンバーチブル本体から外します。

C　取り付けるには、ジッパーを接続し、不意の脱落や、セキュリティーのためボタ
ンフックをコードループに通します。

機能 / オゾンコンバーチブル
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概要 / オゾントラベルパック

共通の機能(外部)
1 傷がつきにくいライニングの上部ジッパーポケット

2 メインの荷室には、フロントパネルのロッカブルジッパースライダーを開い
てアクセス

3 サイドストレッチメッシュポケット

4 トップに薄型のグラブハンドル

5 フロントパネルオーガニゼーションポケット。内部にジッパーポケット。

6 ホイールパックのハンドルに取り付けられるアタッチメント、ハンドルイッ
トを装備

7 穴あきフォームをメッシュでカバーした通気性に優れるバックパネル／ショ
ルダーベルト／ヒップベルト

共通の機能(内部)
+ メインコンパートメントのパッド入りのノートパソコン用スリーブとタブレット

用スリーブ

生地 
メイン 210D ナイロンシャドーボックス

アクセント 210D × 630D ナイロンドビー

ボトム 420HD ナイロンパッククロス
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概要 / オゾントラベルパック

オゾントラベルパック46
スペック ワンサイズ
容　量	 46㍑
重　量	 1.07㎏
外　寸	 縦52㎝		x		横33㎝		x		奥30㎝

オゾントラベルパック35
スペック ワンサイズ
容　量	 35㍑
重　量	 0.84㎏
外　寸	 縦49㎝		x		横31㎝		x		奥29㎝

オゾンデイパック24
スペック ワンサイズ
容　量	 24㍑
重　量	 0.69㎏
外　寸	 縦44㎝		x		横28㎝		x		奥25㎝

オゾンクーリエ
スペック ワンサイズ
容　量	 20㍑
重　量	 0.62㎏
外　寸	 縦33㎝		x		横42㎝		x		奥22㎝

固有の機能
+　荷物を分けることができる下部
ジッパーポケット

+　空港チェックイン時に便利な収
納式ショルダーベルト／ヒップ
ベルト

+　パッド入りのヒップベルト。ウェ
ビングは40㎜。

+　上下のサイドコンプレッション
ストラップ

+　下部グラブハンドル

固有の機能
+　パッド入りのヒップベルト。ウェ
ビングは25㎜。

+　上下のサイドコンプレッション
ストラップ

固有の機能
+　20㎜のウェビングヒップベルト
+　下部のサイドコンプレッション
ストラップ

固有の機能
+　パッド入りアジャスタブルショルダーストラップ
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機能 / オゾントラベルパック

ダイレクトアクセスタブレットスリーブ

オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

旅行者にとってタブレットは調べ物や映画を見たりメー
ルをチェックできる必需品。ダイレクトアクセスタブレッ
トスリーブは素早くアクセスできるだけでなく、ソフトで
タブレットを傷つけにくいエンボス加工のライニングを
採用しています。

大きく開くメインコンパートメント

オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

独特な構造のメインコンパートメントには荷物を満載にしても素早く、アクセスしや
すいノートパソコン用ポケットとタブレット用ポケットがあり、空港のセキュリティ
ーや飛行機の中でも容易にアクセスできます。懐の深いメインコンパートメントは
荷物をしっかりと分け、取り出しやすいように収納できます。

ロッカブルメインコンパートメント

オゾンコンバーチブル75 / 50

メインコンパートメントには、TSAロックを使えるロッカ
ブルジッパースライダーを装備し、盗難を防止します。

A	 左右のジッパースライダー同士を合わせ、リング同士をぴったり合わせます。

B	 合わせたリングにロックを通し施錠します。

※TSAロックとはアメリカ運輸保安局TSA(Transportation	 Security	 Administration)によって

認可・容認されたロックで、カギをかけたまま航空会社に預けることができるロックのことです。

ストレッチメッシュポケット

オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

デイパックの両サイドにはストレッチメッシュポケットが
装備され、水筒やコンパクトカメラ、携帯食、よく使う小
物などを収納できます。

フロントパネルオーガニゼーショナルポケット

オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

デイパックのフロントパネルポケットは細かく区切られ
旅行小物や筆記用具が収納できます。内部のキークリ
ップ付きのジッパーポケットには大切なものを隠して収
納できます。

キャリーハンドル

オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

デイパックのトップとトラベルパック46の下部に薄型のキャリーハンドルが備えら
れ手に下げたり、引き寄せたり、様々なシーンで使えます。キャリーハンドルは厚手
のウェビングで作られ、快適な握り心地になっています。
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FEATURE DETAILS / O Z O N E  T R AV E L  P A C K S

オゾンハンドルイット

オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

ホイールパックのハンドルに取り付けられるアタッチメン
ト、ハンドルイット。トラベルパックはショルダーベルト
の付け根に、クーリエはバックパネル上部に装備され、
ハンドルの上から通して取り付けます。

下部コンパートメント

オゾントラベルパック46

パック正面下部に靴やカメラ機材などを他の荷物とわけ
て収納できる大きなジッパーポケットを装備し、効率よく
収納できます。

収納式ショルダーベルト／
ヒップベルト

オゾントラベルパック46

ショルダーベルトとヒップベルトは使
わないときに収納可能で、空港で預
ける際やほとんど背負わないときに
バックル類を傷つけずにすみます。

ベンチレーテッドバックパネル／ショルダーベルト／ヒッ
プベルト

オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

デイパックのバックパネル／ショルダーベルト／ヒップベ
ルトは通気性、柔軟性、優れた穴あきフォーム材を使用
し、様々な天候にも快適な背負居心地を実現しながらも
軽量性にも優れます。

A	 ショルダーベルトは下部のバックルを外し、上部の付け根にあるジッパーポケッ
トに収納できます。

B	 ヒップベルトは両サイドの付け根のスリーブに収納できます。
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オスプレーパックは丈夫で耐久性にも優れていますが、正しくお手入れをする事でより長く
ご使用いただく事ができます。

パックのお手入れ
通常のメンテナンス
・使用後はパックをしっかりと清掃してください。

・ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗うこ
とでスムーズな開閉を持続させます。

・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てください。

・土汚れ、汗、塩、さびが発生した場合はしっかりと洗ってください。

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

パックの清掃

A	 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。

B	 ショルダーベルトやへヒップベルトが取り外し可能な場合は、取り外します。

C	 洗濯機は使用しないでください。バスタブや大きな洗面器で中性洗剤とぬる
ま湯を使用して洗います。

D	 パックをやさしくすすぎ、柔らかいブラシで万遍なく洗います。

E	 ジッパー部分は、柔らかいブラシを使い、刺激の少ないせっけんとぬるま湯で
洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。

F	 汚れた水を流し、冷たい真水に浸し、よくすすぎます。この行程を洗剤が落ち
るまで繰り返します。

G	 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

ホイール付きトラベルパックの清掃

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

A	 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。

B	 ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗い
ます。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。

C	 スポンジや雑巾でシャシーを拭きます。

D	 布地は柔らかいブラシかスポンジを使い、中性洗剤とぬるま湯で汚れを洗い
落とします。

E	 水を布に含ませ、固くしぼって洗剤を拭取ってください。

F	 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

レザヴォアのお手入れ
レザヴォアのメンテナンス
・レザヴォアはMPEフィルムを採用しカビや細菌の増殖を防ぎます。

・使用後はしっかりと濯いでください。スポーツドリンクなど、糖類の入った飲料
を入れた場合は、入念にすすいでください。

・定期的にハイドレーション洗浄タブレットを使用することをおすすめします。

・レザヴォアは凍っても品質に影響は出ませんが、満タン状態のレザヴォアをお
凍らせると、膨張して破損する恐れがあります。

・沸騰した熱湯を注がないでください。レザヴォアを破損する恐れがあります。ま
た保証の対象外となります。

・Youtube内オスプレーパックのページ“Cleaning	 an	 Osprey	 Hydraulics™	
Reservoir”で洗浄方法を動画で紹介しています。

レザヴォアの清掃(レザヴォアクリーニングキットを使用)

A	 レザヴォアを空にし、ぬるま湯と刺激の少ない中性洗剤を注ぎます。漂白剤
や熱湯を入れないでください。

B	 キットに入っている大きなブラシでレザヴォア内部を洗います。

C	 ホースとバイトバルブを取り外し、小さいブラシでホース内部を洗います。

D	 バイトバルブのシリコンシースを取り外し、温かい石けん水で洗います。

E	 レザヴォア本体、ホース、バイトバルブを冷たい真水で、よくすすぎます。

F	 ホースとバイトバルブを風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

G	 レザヴォア本体に乾燥用ハンガーを入れ、風通しの良い日陰に吊るして乾燥
させてください。

レザヴォアの清掃(オスプレー製クリーニングタブレットを使用)

A	 レザヴォアにぬるま湯を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れないでください。

B	 クリーニングタブレットを一錠入れ、蓋を閉めます。

C	 ホースやハンドルを上向きにしタブレットが溶けるまで5分程度放置します。

D	 溶解液が全体に行き渡るようレザヴォアを30秒程度濯ぎます。

E	 バイトバルブをつまみの空気を抜き、ホースとバイトバルブにも溶解液が行き
渡るようにします。

F	 15分ほ程度置いてから溶解液をすべて排出します。

G	 レザヴォアとホースを冷たい真水で、よくすすぎます。

H	 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

※日本国内ではオスプレー製クリーニングタブレットを販売しておりません。

パックの清掃

オスプレー社ではパックのお手入れにニクワックス製品の使用をお勧め
しています。説明書をよく読みご使用ください。

テックウォッシュ　各種透湿防水生地、耐久撥水加工生地の撥水性を
落とすことなく、汚れだけを落とす洗剤です。

テント＆ギアソーラープルーフ　パックを紫外線から守り、撥水性を向上させるス
プレータイプの撥水剤です。

※ニクワックス製品は正規輸入代理店よりご購入ください。

youtube.com/ospreypacks内“Cleaning	 an	 Osprey	 Hydraulics	
Reservoir”で洗浄方法を動画で紹介しています。

詳細なお手入れにつきましてはospreypacks.com/PackTech/PackCareを
ご覧ください。

パックとレザヴォアのお手入れ
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OWNER'S MANUAL

www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요
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オスプレーの純正アクセサリー
オスプレーはパックに機能を追加したり、パックを保護したりするための
純正アクセサリーを豊富に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

パッキングとフィッティング
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/PackTech/HowToPackYourPack
www.lostarrow.co.jp

お問い合わせ
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。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー
〒	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.lostarrow.co.jp

オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書


