
Shared FeatureS
エスカピストシリーズ 共通の機能
背面長調製可能バイオストレッチショルダーベルト

エスカピストシリーズはホイッスル

付きのアジャスタブルスターナムスト

ラップ、携帯電話や音楽プレーヤー

を収納可能なジッパーポケットを装

備した、穴開きフォームのバイオスト

レッチショルダーベルトを採用して

います。2つのサイズと背面調整機能

により身体にぴったりとフィットさせ

ることが可能です。背面調整はショル

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、背面上部にあ
る矢印マーク(B)のところから、バックパネルとショルダーベルトの間に手を
滑り込ませ、面ファスナーを剥がしてください。ショルダーベルト側の矢印マ

ークを目安にサイズを調整してください。(D)しっかりと面ファスナーが付く
ように圧迫してください。

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、メインコンパートメントから

分離され、素早くアクセスできる

ハイドレーション用外部コンパー

トメントが用意されています。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(C)で、チューブを固定してくだ

さい。ロードリフターストラップを

しっかり締めてください。

パネルロードアクセス
デュアルジッパーによるパネル

ロードアクセスはパッキングを

容易にすると共に素早いアクセ

スを可能にします。

バイオストレッチヒップベルト
エスカピストシリーズには快適

さとパフォーマンスを両立させ

る、通気性の良いメッシュ素材

と軽量なエルゴプルヒップベ

ルトクロージャーで構成された

バイオストレッチヒップベルト

が装備されています。
※エスカピスト25と30にはヒップ

ベルトポケットを装備しています。

トップスラッシュポケット
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。傷付きの原

因となる鍵はオーガナイザーポケッ

トのキークリップに収納しましょう。

フロントパネルポケット
デュアルジッパーによるフロントパ

ネルポケットには、内部にファスナ

ーポケット、キークリップ、ポンプや

工具やタイヤのチューブを入れるツ

ールポケット、メッシュポケットがあ

ります。

エアスケープサスペンション
エスカピストシリーズは凹凸のあるフ

ォーム材が水平方向に空気の通り道

を形成するバックパネルの表面に、

ストレッチメッシュが張られていま

す。この背面構造は背負い心地とフィ

ット感、通気性をバランスよく実現し

ています。
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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。

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。
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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

Printed on recycled content paper

この度は、エスカピストシリー
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。

Escapist Series
エスカピストシリーズ 取り扱い説明書



   HydraForm™ Reservoir
ハイドラフォーム レザヴォア
ハイドレーションパックに、ハイドラフ

ォームレザヴア(2㍑、3㍑)を使用する

と、快適な給水システムを実現するこ

とができます。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。
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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

エルゴプルヒップベルト
エスカピストシリーズのヒッ

プベルトはエルゴプルデザ

インを採用しています。ヒッ

プベルトのフィッティング

時には、両サイドのバック

ルを緩めて、正面のクイッ

クリリースバックルを連結

し、両サイドのウェビングベ

ルトを、正面のクイックリリ

ースバックルに向かって同

時に引き締めてください。

リッドロック ヘルメットクリップ
リッドロックと呼ばれるクリップは

素早く確実にヘルメットを着脱す

ることができる他、エラスチックコ

ードにより固定強度の調整も可能

です。取り付けは、パック正面の上

部にあるリッドロック(A)を引っ張
りながらヘルメットの内側よりベ

ンチレーションの穴(B )をくぐら
せ、リッドロックを水平に戻して固

定します。パック正面の右側にあ

るコードロック(C)で固定強度を
調整します。取り外しは逆の手順

になります。

下部コンパートメント
エスカピスト30、25は下部ジッ

パーアクセスを採用。内部のデ

ィバイダーをジッパーで閉じる

と、1気室から2気室に変えるこ

とが可能で、汚れた服や靴な

どを、分けて収納することがで

きます。

フロント、サイドメッシュポケット
フロントメッシュポケットに加えエ

スカピストは、両サイドにメッシュ

ポケットを装備しています。サイド

ポケット部分にはストラップをか

け変えることで本体のみを圧縮し

たり、本体とサイドポケットを同時

に圧縮したりすることのできるイ

ンサイドアウトコンプレッション機

能があります。かけ変えは、ストラ

ップをバックル(A)から外し、折り
返しのスライダーバックル(B)から
抜き取ります。ストラップをポケッ

トの内側または外側にかけ直して

バックルに再接続します。

ブリンカーライトアタッチメント
パックの下部には、テールライ

トをしっかりと固定することの

できるブリンカーライトアタッ

チメントが付いています。

専用レインカバー
エスカピストシリーズは、本体下部

のジッパーポケットに、視認性に優

れ、様々な状況でもパックの中身

を保護する着脱式のレインカバー

を標準装備しています。レインカバ

ーには、リフレクティブロゴがプリ

ントされ、下部にはブリンカーライ

トアタッチメントも付いています。

使用する方法は、収納ポケット(A)
からレインカバーを取り出しパック

全体にかぶせてください。この時、

本体とレインカバーを接続してい

るテープはつないだまま使用しま

す。このテープは、レインカバーが

風に吹き飛ばされたり、木の枝にひ

っかかったりして紛失することを防

ぐためのものです。レインカバー下

部に装備されているコードロックで

ショックコード(B)を引き締め、レイ
ンカバーを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。
※レインカバーを完全に取り外す時以外は、本体とレインカバーをテープで接続

したまま使用してください。
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エスカピスト30
たっぷり一日かかるMTBや様々アウト

ドアアドベンチャーに対応するパネル

ローダー。
•	 本体にジッパーポケットをダブルで装備
したパネルロードシステム。

•	 両サイドにジッパーポケット付きのヒップ
ベルト。

主要素材
•	 210Dナイロン　ミニヘックス

エスカピスト25
MTBや山道のデイツーリングに対応

するパネルローダー。
•	 本体にジッパーポケットをダブルで装備
したパネルロードシステム。

•	 両サイドにジッパーポケット付きのヒップ
ベルト。

主要素材
•	 210Dナイロン　ミニヘックス

エスカピスト20
ワンデイMTBライディングや様々アウ

トドアアドベンチャーから普段の自転

車通勤に対応するパネルローダー。

主要素材
•	 210Dナイロン　ミニヘックス

uniquE FeatureS
エスカピストシリーズ 個々の機能

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 30L	 1100g

	 S/M	 27L	 1050g

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 25L	 1020g

	 S/M	 22L	 960g

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 20L	 820g

	 S/M	 18L	 760g


