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イーサー85
イーサー85は上質なフィット感の軽量な男性用トップロ

ーダーです。長期間のバックパッキングや海外遠征登山に

対応します。

特　徴
1.	 男性用のアイソフォーム4CMヒップベルトを採用。軽量で熱

成形が可能なこのヒップベルトは、荷重をしっかりと受け止め

ると同時に快適なフィット感を実現。

2.	男性用のアイソフォームショルダーベルトは、身体に触れる面

にスペーサーメッシュを使用。優れたフィット感と快適な背負

い心地を実現。

サイズ	 S	 M	 L

容　量	 82L	 85L	 88L

重　量	 2.08kg	 2.18kg	 2.28kg

イーサー70
イーサー70は上質なフィット感の軽量な男性用トップロ

ーダーです。1週間までの登山、トレッキング、バックパッ

キングに適します。

特　徴
1.	 男性用のアイソフォーム4CMヒップベルトを採用。軽量で熱

成形が可能なこのヒップベルトは、荷重をしっかりと受け止め

ると同時に快適なフィット感を実現。

2.	男性用のアイソフォームショルダーベルトは、身体に触れる面

にスペーサーメッシュを使用。優れたフィット感と快適な背負

い心地を実現。

サイズ	 S	 M	 L

容　量	 67L		 70L		 73L

重　量	 2.04kg	 2.14kg	 2.24kg

イーサー60
イーサー60は上質なフィット感の軽量な男性用トップロ

ーダーです。2～3泊の登山、トレッキング、バックパッキ

ングに適します。

特　徴
1.	 男性用のアイソフォーム4CMヒップベルトを採用。軽量で熱

成形が可能なこのヒップベルトは、荷重をしっかりと受け止め

ると同時に快適なフィット感を実現。

2.	男性用のアイソフォームショルダーベルトは、身体に触れる面

にスペーサーメッシュを使用。優れたフィット感と快適な背負

い心地を実現。

サイズ	 S	 M	 L

容　量	 57L	 60L	 63L

重　量	 2.02kg	 2.12kg	 2.22kg

イーサー/エーリエルの主要な素材

素　材
・210D	ナイロンドビー

・210D	ナイロンブロックシャドウ

・70D	ナイロンストレッチウッブンリップストップ

・500D	プレーンウィーブナイロンオックスフォード

この度は、イーサー/エーリエルシリーズをご購入いただきあ
りがとうございます。この取り扱い説明書をお読みになり、
パックを十分に活用してください。

イーサー / エーリエルシリーズ
取り扱い説明書

女性の身体にぴったりとフィットするエーリエルシリーズ
エーリエル75、65、55はイーサーシリーズの女性用モデルです。女性の体型にぴ

ったりとフィットする専用のショルダーベルト、ヒップベルト、背面長を採用。女性

がエーリエルを選ぶことで、男性がイーサーを使用する場合と同等のフィッティン

グを実現しています。

エーリエル75
エーリエル75は上質なフィット感の軽量な女性用ト

ップローダーです。1週間前後の登山やバックパッキン

グに対応します。

特　徴
1.	 女性用のアイソフォーム4CMヒップベルトを採用。軽量

で熱成形が可能なこのヒップベルトは、荷重をしっかりと

受け止めると同時に快適なフィット感を実現。

2.	女性用のアイソフォームショルダーベルトは、身体に触れ

る面にスペーサーメッシュを使用。優れたフィット感と快

適な背負い心地を実現。

サイズ	 S	 M

容　量	 72L	 75L

重　量	 2.05kg	 2.15kg

エーリエル65
エーリエル65は上質なフィット感の軽量な女性用ト

ップローダーです。1週間までの登山、トレッキング、

バックパッキングに適します。

特　徴
1.	 女性用のアイソフォーム4CMヒップベルトを採用。軽量

で熱成形が可能なこのヒップベルトは、荷重をしっかりと

受け止めると同時に快適なフィット感を実現。

2.	女性用のアイソフォームショルダーベルトは、身体に触れ

る面にスペーサーメッシュを使用。優れたフィット感と快

適な背負い心地を実現。

サイズ	 S	 M

容　量	 62L	 65L

重　量	 2.03kg	 2.13kg

エーリエル55
エーリエル55は上質なフィット感の軽量な女性用ト

ップローダーです。1週間までの登山、トレッキング、

バックパッキングに適します。

特　徴
1.	 女性用のアイソフォーム4CMヒップベルトを採用。軽量

で熱成形が可能なこのヒップベルトは、荷重をしっかりと

受け止めると同時に快適なフィット感を実現。

2.	女性用のアイソフォームショルダーベルトは、身体に触れ

る面にスペーサーメッシュを使用。優れたフィット感と快

適な背負い心地を実現。

サイズ	 S	 M

容　量	 52L	 55L

重　量	 1.98kg	 2.08kg

イーサー エーリエル
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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

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

www.lostarrow.co.jp



共通の機能
エアスケープサスペンション
イーサーとエーリエルに採用されているエアスケ

ープサスペンションは、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、6061-T6アルミス

テーを内蔵したHDPEフレームシート、凹凸状の

フォーム材を使用したバックパネル、スムーズな

表面のメッシュ素材を使用した腰の部分、により、

荷重をしっかりと受け止め快適な背負い心地を実

現しています。

エアスケープサスペンションの調整
パックの調整は、背面長を身体にフィットさせた

後、各部を調整するようにします。

A	 全てのストラップをゆるめてからパックを背負

い、ヒップベルトをぴったりと引き締めます。

B	 ショルダーベルトのストラップを引き締めて快

適にフィットするようにした後、ロードリフタースト

ラップを引き締めます。この時ショルダーベルトと

肩の間に隙間ができないよう注意してください。

C	 スターナムストラップを快適な位置に移動(上

下)し、バックルを接続します。※フィッティングは

定まったものではなく、行程中に快適と感じる重

量配分が変化します。必要に応じて再調整し、常

に快適な状態を保つよう心がけてください。

アイソフォームショルダーベルト
アイソフォームショルダーベルトは、メンズとウィ

メンズで設計が異なり、男性にも女性にも最適な

フィット感と背負い心地を提供してくれます。

背面長の調整
ショルダーベルト上部の2個のロードリフタースト

ラップ(A)と、ショルダーベルト下部の2個のバッ

クル(B)を緩めます。片手でショルダーベルトの上

部を持ち、もう片方の手をショルダーベルトと背

面との間(C)に挿入し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ます。ショルダーベル

ト取り付け部の目盛りを目安に、ショルダーベル

トを上下させて背面長を調整し、背面パネル(D)

を押さえて面ファスナーを固定します。

アイソフォーム4CMヒップベルト
アイソフォーム4CMヒップベルトはメンズとウィ

メンズでデザインを変えてある他、個人個人の体

型や骨格にぴったりフィットするように熱成形が

可能です。詳細はオスプレーのWEBサイト(英語)

をご参照ください。

www.osp reypacks .com/PackTech /

CustomMolding

ヒップベルトの取り外し
ヒップベルトを取り外す場合は、両サイドのヒップ

ベルトポケットの先端にあるクイックリリースバッ

クルを外します(A)。ヒップベルト両サイドでパッ

ク本体とヒップベルトを接続している2個のバック

ルを外します(B)。片方の手でパックをしっかりと

つかみ、もう片方の手をヒップベルトと本体との間

に挿入して面ファスナーをはがし、ヒップベルトを

側方に引き抜きます。取り付けは逆の手順で行っ

てください。

エルゴプルヒップベルトクロージャー
ヒップベルトのストラップを十分にゆるめてヒップ

ベルトのバックルを接続します。両サイドのストラ

ップの末端を両手でしっかりと握り、バックルに向

かって同時に引き締めます。

トップポケットをランバーパックとして使用
着脱式のトップポケットは簡単な操作でランバー

パックとして使用することができます。取り外す場

合は、トップポケット正面下部のリテンションスト

ラップの2個のバックル(A)と、両サイドの2個のバ

ックル(B)を外し、トップスカートの背面側中央し

とトップポケットを接続しているストラップを外し

ます(C)。取り付けは逆の手順で行ってください。

ランバーパックとして使用する場合は、トップポケ

ットの裏側のランバーパッチの内側に収納されて

いるバックル付きのストレートエルゴプルクロー

ジャー方式のヒップベルトを取り出します。トップ

ポケットを腰に巻き付けてヒップベルトを引き締

めます。

※このヒップベルトのバックルはパック本体のヒッ

プベルトと互換性があり、万一フィールドで本体の

バックルが破損した場合のスペアとして使用する

ことができます。

荷室へのアクセス
イーサー/エーリエルシリーズは、本体内部にアク

セスするための3つの方法を備え、利便性を高め

ています。

・	本体上部：	トップポケットを背面側にひっくり
返し、吹き流しのコードロックをゆるめるトッ

プロード方式。

・	本体正面：	逆J型に大きく開くジッパーで簡単
なアクセスが可能。

・	本体下部：	2個のスライダーを備えたジッパー
が大きく開き、スリーピングバッグ用の荷室に

アクセスすることができます。荷室を分離して

いるフラップは接続を外して1気室として使用

することも可能。

ハイドレーションシステムに対応
ハイドレーションパックの収納スペースはショル

ダーベルトとバックパネルとの間にあり、荷室の

外側に位置するため、ハイドレーションパックの

出し入れがスムーズです。また、万一の水漏れし

た場合も荷物を濡らすことを未然に防いでくれ

ます。

ハイドレーションパックを収納する場合は、ショ

ルダーベルトの上部にあるH2Oのマークの部分

のバックルを外し(A)、収納スペースにハイドレー

ションパックを滑り込ませます(B)。使用上ハイド

レーションパックをつり下げた方が好ましい場合

は、クイックリリースバックル付きのループを使用

してください(C)。取りし出しは逆の手順で行って

ください。

ヒップベルトジッパーポケット
イーサー/エーリエルシリーズは、ヒップベルトの

両サイドに、行動中に頻繁に使用するアクセサリ

ーの収納に適したジッパーポケットを装備してい

ます。

ストレッチメッシュポケット
イーサー/エーリエルシリーズは、正面に大型スト

レッチポケット、両サイドにデュアルアクセススト

レッチポケットを装備。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。コンプレッションストラップ

のかけ変えは、ストラップを(A)のバックルから外

し、(B)スライダーバックルからも抜き取ります。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。

コンプレッションストラップ
両サイドにあるサイドコンプレッションストラップ

を使用して荷物を圧縮してズレを防止したり、パ

ックの側面にテントポール等の長いアイテムを固

定することができます。パック正面にはストレー

トジャケットコンプレッションがあり、荷物を圧縮

してズレを防止したり、荷物が少ない時にはパッ

クの右側のバックパネル付近にあるメスバックル

に接続して引き締めることでよりコンパクトに圧

縮することができます。

トレッキングポールアタッチメント
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機能で

す。取り付けは、パック左側下部にあるエラスチッ

クバンド(A)を引き伸ばしてトレッキングポールの

バスケットを挿入し、左側のショルダーベルトの

エラスチックバンド(B)を引き伸ばし、トレッキン

グポールのグリップを挿入します。グリップを入れ

たらエラスチックバンド(C)を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。
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アイスツールアタッチメント
イーサー/エーリエルシリーズは2個のアイスツー

ルループとバンジータイオフを備え、アイスツール

を2本装着することができます。アイスツールのシ

ャフトをループに差し込んでからシャフトを上に向

けます。バンジーツールタイオフのコードロックを

緩めてY字型クリップからコードロックを解放し、

その上にアイスツールのシャフトを重ねます。シャ

フトにバンジーコードを巻き付けてコードロック

をY字型クリップに通し、コード引いてしっかりと

固定します。取りし出しは逆の手順で行います。

スリーピングパッドストラップ
イーサー/エーリエルシリーズは本体下部にスリー

ピングパッド等のかさばる荷物を取り付けるため

のクイックリリースバックル付きストラップを装備

しています。不要な場合は取り外すことが可能。

アタッチメントタイプのアクセサリーに対応
イーサーとエーリエルには別売りアタッチメントの

アドオン(デイライト、クランポンポケット)を取り

付けることができます。ストレートジャケットフラ

ップの内側にあるコードループの下側から、アドオ

ンのサイドに取り付けられているプラスチックの

スライダーを、洋服のボタンを留めるようにくぐら

せて固定し、アドオンのストラップを引き締めて安

定させます。アドオンと本体の間に荷物を挟みこ

むような使い方をすることもできます。

推奨するレインカバー
イーサーとエーリエルには、別売りで用意されて

いるULレインカバーのご使用をおすすめします。

ULレインカバーの適合サイズ

イーサー85	 L

イーサー70(M、L)	 L

イーサー70(S)	 M

イーサー60	 M

エーリエル75	 L

エーリエル75	 M

エーリエル75	 M

ハイドレーション
オスプレーでは、ハイドローリックシリーズと呼ば

れるハイドレーションシステムをラインラップし

ています。2Lと3Lのレザヴォア、1.5Lと2.5Lの

LTレザヴォアのハイドレーションパックをライン

ナップ。パックに追加するだけで、理想的なハイド

レーションシステムを構築することができます。

ハイドレーションパック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
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