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レインカバーを標準装備

レインカバーは本体下部の、レインカ

バーマーク(A)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。

※カビなどの発生を防ぐため、雨中で使用した後はレインカバーを取り
外し、十分に乾かしてください。

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。

エルゴプルヒップベルト
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。

Shared FeatureS
ケストレルシリーズ 共通の機能

エアスケープサスペンション/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5㎜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。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。

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。

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。

外部ポケット
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、ヒップベル

トにジッパーを装備。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。
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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。

10.1vPrinted on recycled content paper

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。

www.ospreypacks.com
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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.
	

Osprey	Packs,	Inc.
115	Progress	Circle

Cortez,	CO	81321	USA
866-284-7830

Kestrel Series
ケストレルシリーズ 取り扱い説明書



unique FeatureS
ケストレルシリーズ 個々の機能

ストウオンザゴー アタッチメントシステム

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。

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バン

ジータイオフに取り付けており、3カ所ある取り

付け位置を上下に移動することが可能。ツール

を素早くしっかりと取り付けることを可能にしま

す。取り付け方はバンジーコード(A)を外してか

らアイスツールをセットし、再度バンジーをYクリップにひっかけ、バン

ジーコードを締めてください。取り外しは逆の手順になります。

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(C)で、

チューブを固定してください。
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   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。

www.ospreypacks.com
www.lostarrow.co.jp

ケストレル68
移動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、上面にギアルー
プ、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

ケストレル58
移動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、上面にギアルー
プ、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、210ダブルダイヤモンドナイロン

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 68L	 1.74kg

	 S/M	 66L	 1.82kg

主要素材
420Dナイロン パッククロス、210ダブルダイヤモンドナイロン

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 58L	 1.72kg

	 S/M	 56L	 1.63kg

※ 日本国内では販売していません

ケストレル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

ケストレル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	 シンプルな1気室の固定式トップポ
ケットは、上面にギアループ、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

主要素材
420Dナイロン パッククロス、210ダブルダイヤモンドナイロン

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 48L	 1.58kg

	 S/M	 46L	 1.50kg

主要素材
420Dナイロン パッククロス、210ダブルダイヤモンドナイロン

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 38L	 1.44kg

	 S/M	 36L	 1.39kg

ケストレル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	 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

ケストレル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
210ダブルダイヤモンドナイロン

主要素材
420Dナイロン パッククロス、210ダブルダイヤモンドナイロン

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 32L	 1.24kg

	 S/M	 30L	 1.20kg

 サイズ 容量 重量
	 M/L	 28L	 1.22kg

	 S/M	 26L	 1.16kg

   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


