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   External Hydration Compartment
ハイドレーションの収納
ショルダーベルトと本体の隙間

にウォーターパックの外部コン

パートメントがあります。収納す

る場合はのロードリフターストラ

ップ(A)をゆるめ、コンパートメ

ント(B)にウォーターパックを収

納し、左右どちらか好みのショル

ダーベルトのエラスチックバンド

で、チューブを固定してください。

   Integrated Raincover

レインカバーを標準装備
レインカバー(A)は本体下部の、

レインカバーマークのあるコン

パートメントに収納されていま

す。使用する場合は、コンパート

メントのジッパーを開いてレイン

カバーを取り出しパック全体にかぶせ(B)、レインカバー下部にあるコー

ドロックでコードを引き締め、パックにフィットさせてください。収納は装

着と逆の手順で行ってください。

※レインカバーを取り外す場合は、本体のコードループに接続されて
いるレインカバーのウェビングテープを外します。

   Reverse StraightJacket™     
   Compression System
リバースストレートジャケット
コンプレッションシステム
ケストレルシリーズは2通りに使用で

きるコンプレッションシステム(A)を装

備。しっかりとパックを圧縮したり、パッ

クのサイドにギアを取り付けたい場合

はサイドコンプレッション(標準状態)と

して機能します。フラップを正面に回し

て対応するバックルに接続すると、不

均等な荷物を安定させたり、正面にス

ノーシューやスノーボードを取り付け

たりすることのできる、ストレートジャケットタイプのコンプレッションと

して機能します。

Kestrel Series
ケストレルシリーズ 取り扱い説明書

この度は、ケストレルシリーズを
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。

Shared FeatureS
ケストレルシリーズ 共通の機能

   AirScape™ Suspension
エアスケープサスペンション
ケストレルシリーズ(28を除く)には、荷物を安定させ快適に背負うための

ライトワイヤーと呼ばれる金属製ペリフェラルフレームを内蔵。

   AirScape™ Backpanel
エアスケープバックパネル
ケストレルシリーズの背面には、凹凸のある5mm厚のフォーム材をメッシ

ュ素材でカバーする構造のエアスケープバックパネルを採用。優れた通

気性と快適な背負い心地を同時に実現しています。

   torso Adjustable Harness
背面長の調整
ケストレルシリーズは2つのサイズ(

背面長適合範囲)と、背面長調整機

能により、パックを個人の体型にぴ

ったりとフィットさせることができま

す。背面長を調整する場合は、ショ

ルダーベルト上部のロードリフター

ストラップ(A)をゆるめて、矢印アイ
コンのある位置(B)から、背面パネ

ルとショルダーベルトの隙間に手を入れて、ショルダーベルトを固定して

いる面ファスナーをはがしてください。刺繍の目盛り(C)を目安に、ショル

ダーベルトをスライドさせ、背面長を調整してください。バックパネル(D)

を押して面ファスナーをしっかりと固定してください。

   three-Position Adjustable 
   Sternum Strap
スターナムストラップの調整
スターナムストラップは取り

付け位置を3段階に調整する

ことが可能。楕円形パーツ(A)

を水平に倒し、先端をショルダ

ーベルトのスリットに通してス

ターナムストラップを取り外し

てください。好みの高さのスリットに裏側から楕円形パーツを通し、垂直

に戻して確実に固定してください。反対側も同じ高さに調整してください。

   Hipbelt Webbing Strap Retention
ヒップベルトストラップ リテンション
ケストレルシリーズのヒップベルトにはバックルの近くにエラスチックバ

ンドが取り付けられています。このバンドは、調整して余ったヒップベルト

ストラップが行動中にじゃまにならないよう、折りたたんで挟んでおくため

のものです。
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   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.
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   Stow On the Go™  
   Attachment System

ストウオンザゴー アタッチメントシステム
ストウオンザゴーはパックを背負ったままトレッキングポールを着脱す

ることのできるオスプレー独自のシステムです。取り付ける場合は、トレ

ッキングポールを安全かつ扱いやすい長さに縮め、パック左側のストレ

ッチポケットの下部にあるエラスチックコード(A)を引き伸ばし、トレッ

キングポールのバスケットを挿入します。左側ショルダーベルトのコード

ロック(B：トレッキングポールのアイコン部分)を、親指と人差し指で押し

ながらエラスチックバンドを引き伸ばし、トレッキングポールのグリップ

を挿入し(C)、エラスチックコードしっかりと締めてください。取り外しは

装着と逆の手順で行います。

   Zippered Hipbelt Pockets
ジッパー ヒップベルトポケット
ゆったりとしたサイズの立体的なヒップ

ベルトポケット。ジッパーは片手でスム

ーズに開閉することが可能。行動中に

使用するアイテムの収納に適します。

 
   Pockets

サイドストレッチポケット
ケストレルシリーズは正面と両

サイドにナイロンスパンメッシ

ュ製のストレッチポケットを装

備。小物からボリュームのある

アイテムまでしっかりと保持して

くれます。

   tool Attachment
アイスツールアタッチメント
アイスツールやトレッキングポールを確実

かつ素早く着脱することのできるアタッチ

メントを2組装備。シャフトを保持するバン

ジーコードはデイジーチェーンに面ファス

ナーで固定されており、取り付け位置を上

下に移動することが可能。 www.ospreypacks.com
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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

unIquE FeatureS
ケストレルシリーズ 個々の機能

Kestrel 68 

固定式トップポケットを備えたト

ップローディングパック。金属製ラ

イトワイヤーフレームを内蔵した

背面サスペンションが高荷重を

支えます。

1	 2つのコンパートメントを持つ固定
式トップポケットは、裏面にメッシュ
ポケットを装備

2	 スリーピングバッグアクセスジッ
パーは内部にディバイダーを装備
し、1〜2気室の切り替えが可能

3	 着脱式スリーピングパッドストラップ

4	 バーチカルジッパーサイドポケット
5	 優れた通気性のヒップベルトは、打

ち抜き穴のあるEVAフォームをメッ
シュでカバーする構造。両サイドにジ
ッパーポケットを装備

Kestrel 48 

固定式トップポケットを備えたトッ

プローディングパック。エアスケー

プバックパネルと金属製ライトワ

イヤーフレームを装備。

1	 2つのコンパートメントを持つ固定
式トップポケットは、裏面にメッシュ
ポケットを装備

2	 本体下部にスリーピングバッグアク
セスジッパーを装備

3	 着脱式スリーピングパッドストラップ

4	 バーチカルジッパーサイドポケット
5	 優れた通気性のヒップベルトは、打

ち抜き穴のあるEVAフォームをメッ
シュでカバーする構造。両サイドにジ
ッパーポケットを装備

Kestrel 32 

エアスケープバックパネルと金属

製ライトワイヤーフレームを装備

したパネルローディングパック。

1	 トップスラッシュポケット

2	 メインコンパートメントのアクセス
パネルにはデュアルジッパーを装備

3	 ジッパーポケットを装備したヒップベ
ルトは、通気性に優れたメッシュ生地
を使用

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
ナイロンスパンメッシュ

Kestrel 28 

固定式トップポケットとエアスケ

ープバックパネルを装備したトッ

プローディングパック。

1	 シンプルな1気室の固定式トップポ
ケットは、裏面にメッシュポケットを
装備

2	 HDPEヘッドレイルが頭のスペース
を確保

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
ナイロンスパンメッシュ

Kestrel 38 

固定式トップポケットを備えたトッ

プローディングパック。エアスケー

プバックパネルと金属製ライトワ

イヤーフレームを装備。

1	 2つのコンパートメントを持つ固定
式トップポケットは、裏面にメッシュ
ポケットを装備

2	 着脱式スリーピングパッドストラップ

3	 本体下部にスリーピングバッグアク
セスジッパーを装備

4	 優れた通気性のヒップベルトは、打
ち抜き穴のあるEVAフォームをメッ
シュでカバーする構造。両サイドにジ
ッパーポケットを装備

Kestrel 58 

固定式トップポケットを備えたト

ップローディングパック。金属製ラ

イトワイヤーフレームを内蔵した

背面サスペンションが高荷重を

支えます。

1	 2つのコンパートメントを持つ固定
式トップポケットは、裏面にメッシュ
ポケットを装備

2	 スリーピングバッグアクセスジッ
パーは内部にディバイダーを装備
し、1〜2気室の切り替えが可能

3	 着脱式スリーピングパッドストラップ

4	 バーチカルジッパーサイドポケット
5	 優れた通気性のヒップベルトは、打

ち抜き穴のあるEVAフォームをメッ
シュでカバーする構造。両サイドにジ
ッパーポケットを装備

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、ナイロンスパンメッシュ

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 68L	 1.86kg

	 S/M	 65L	 1.78kg

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、ナイロンスパンメッシュ

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 48L	 1.64kg

	 S/M	 46L	 1.56kg

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 32L	 1.30kg

	 S/M	 30L	 1.26kg

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 28L	 1.33kg

	 S/M	 26L	 1.26kg

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、ナイロンスパンメッシュ

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 58L	 1.76kg

	 S/M	 55L	 1.67kg

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、ナイロンスパンメッシュ

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 38L	 1.53kg

	 S/M	 36L	 1.46kg

ケストレル68
※ 日本国内では販売していません

ケストレル48

ケストレル32
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ケストレル58


