
バーティゴ&セレス
シリーズ取扱説明書

オスプレー

この度は、バーティゴまたはセレスシリーズ
をご購入いただきありがとうございます。ク
ライマーのために開発された両シリーズは、
クライミングに必要とさ
れる機能を全身にフル装
備しています。この取扱
説明書をお読みいただき、
パックの機能を十分に活
用してください。

ストレートジャケット　

ストレートジャケット
コンプレッション

バーティゴとセレスシリーズには、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を採用

しています。このシステムは、フルパッ

キングからほとんど空の状態まで、荷物

をしっかりと保持し、荷重を背面とヒッ

プベルトにバランスよく導きます。バー

ティゴシリーズにはサイドパネルにフォ

ームパッドが内装されており、荷物を衝

撃から守ります。コンプレッションスト

ラップは、荷物が容量の2/3 以上の場

合は正面の、それ以下の場合はサイドの

クイックリリースバックルに連結して引

き締めます。

バイオライトヒップベルト(バーティゴ)

ソウンインヒップベルト (セレス )

バーティゴシリーズにはヒップベルトの

上端と下端にテンションがかかり腰骨を

やさしく包み込むバイオライトヒップベ

ルトが採用されています。フィット感に

優れ長時間の使用も快適です。セレスシ

リーズにはシンプルで軽量なソウンイン

( 縫い込み式 ) ヒツプベルトを採用して

います。

バーティゴシリーズ、セレス70と 50

のヒップベルトには、力の入れやすいエ

ルゴプルデザインを採用しています。フ

ィッティング時には、ヒップベルト両サ

イドの調整バックルを十分に緩めてか

ら、正面のクイックリリースバックルを

連結します。両サイドのウェビングベル

トを、正面で交差するようにして - 引き

締めます。

日本語版



セレス70

バーティゴ

バーティゴシリーズの機能
1 ホールループ (荷揚げ用ループ )。

2 本体外側と内側のどちらからでもアク
セスできるガイドブックポケット。

3 フロントスラッシュポケット。

4 ウェビングラッシュポイント。

5 アイスアックスループ。

6 サイドにフォームパッドを内蔵したス
トレートジャケットコンプレッション。

7 縫い込み式のアイソフォームショルダ
ーベルト。

8 ギアラックを結びつけるループを備え
たバイオライトヒップベルト。

9 スペーサーメッシュにより通気性に優
れる背面には、アルミニウムステー付
きフレームシートを内蔵。

10 クライミングギアを整理して収納でき
るギアループとデイジーチェーンをパ
ックの内部に装備。

11 左右どちらからでもホースを出せるハ
イドレーションシステムを搭載。

12 ガイドブックポケット。本体内側から
のアクセスジッパー。

13 40 に標準装備、25にオプションで用
意されたバーティゴロープタープ。ク
イックリリースバックルで簡単に着脱
することができ、レッドとグレーのタ
イインループがあります。

セレス70の機能
1 バンジーコード。

2 安定した荷揚げが可能な 3
ポイントホールループ。

3 サイドカムストラップ。

4 ショベルポケット。

5 クイックリリースバックル
で素早く着脱できるアイス
ツールホルダー。

6 アイスアックスループ。

7 タイインループ。

8 アジャスタブルサイドポケ
ット。

9 スリーピングバッグストラ
ップ。

10 縫い込み式のパッド入りヒ
ップベルトにはギアラック
が装備されています。



セレス70 & 50の
内部コンプレッション

セレス50

セレス70の
背面

セレス38

11 イーサリアルサスペンションロッド。

12 2/3 レングスアルミステー
を装備したフレームシート。

13 アイソフォームショルダーベ
ルト。チェストストラップの
バックルはホイッスルとして
機能します。

14 荷物が少ない時にもストレー
トジャケットコンプレッショ
ンをしっかりと機能させる、
サイドバックル。

セレス50の機能
セレス50は次の3項目以外は

セレス70と同等の機能を装備

しています。

1 取り外しが可能なアジャスタ
ブルアイスツールループ。

2 正面のツールタブはクイック
リリースバックルを装備。

3 フルレングスアルミステーを
装備したフレームシート。

セレス38の機能
セレス38は次の 4項目以外はセレス

70と同等の機能を装備しています。

1 取り外しが可能なアジャスタブルアイ
スツールループ。

2 正面パネル上にバンジーコードを装備。

3 トップポケットの下にロープホルダー
を兼ねたコンプレッションを装備。

4 ショベルポケット。

コンプレッション
バーティゴシリーズとセレスシリーズ

には2～ 3本のコンプレッションベル

トを備えています。パックを背負う時

にはこのベルトを締めて荷物を固定し、

荷重を体側に引き寄せてください。荷

物が少量の場合は、本体右側のメスバ

ックルにベルトを接続してコンプレッ

ションを効かせてください。セレス70

と 50には本体内部にも、赤いコンプ

レッションベルトがあります。荷物を

入れた後、ベルトを固定して下側に圧

縮するように引き締めてください。



パックのお手入れ
オスプレーパックは良質の素材と丁寧
な縫製により、とても丈夫に作られて
います。正しくお手入れをしていただ
き、末永くご愛用ください。

○ 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。

○ 汚れの気になる部分は、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き取って
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、暑くならない場所に吊るしてください。

○ 汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗
いしてください。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。

主要素材

■バーテイゴ : 500D & 1000D 平織りナイロン

■セレス : 420Dブロークンツイルナイロン

 400D & 500D平織りナイロン

 500Dツイルナイロン

パック使用時はコンプレッション機能を使用して、

荷物を固定してください。大型モデルには内部コ

ンプレッションを装備したものがありますので、

それも併用してください。パックは細長く、なる

べく横幅をとらないよう、左右の重量バランスが

均一になるようにパッキングしてください。バラ

ンスが悪いと肩や腰への負担が大きくなります。

荷物はできるだけパックの内部に収納してくださ

い。パックの外側に取り付けた荷物は、振れたり

木や岩に引っかかったりしてバランスを崩しやす

くなります。トップポケットに荷物を詰め込み過

ぎて、全体の重量バランスをくずさないように注

意してください。

パッキングのこつ

 ←重いもの 軽いもの→

重いものはなるべく体寄りにパッキングします。

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

〒350-2213
埼玉県鶴ケ島市脚折1386-6
TEL:(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

バーティゴシリーズ
サイズ 重量 容量

40 S 1.61kg 37㍑

40 M 1.70kg 40㍑

40 L 1.79kg 43㍑

25 S 1.38kg 23㍑

25 M 1.47kg 25㍑

25 L 1.56kg 27㍑

セレスシリーズ
サイズ 重量 容量

70 S 1.92kg 67㍑

70 M 2.00kg 70㍑

70 L 2.09kg 73㍑

50 S 1.67kg 47㍑

50 M 1.75kg 50㍑

50 L 1.83kg 53㍑

38 S 1.22kg 35㍑

38 M 1.27kg 38㍑

38 L 1.33kg 41㍑


