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OWNER'S MANUAL

ESCAPIST SERIES

エスカピスト32 エスカピスト25 エスカピスト18

マウンテンバイクからハイキングまで様々なアウトドアスポーツに対応するマルチユースパック。1〜2気

室切り替え式の下部アクセスをはじめとする多彩な機能や収納性、通気性、耐候性を兼ね備えアクティビ

ティーを問わず使えます。

エスカピストシリーズ

オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書

※日本国内での取り扱いモデルは、株式会社ロストアローにお問い合わせください。
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概要

共通の機能 
1	 傷がつきにくいライニングの上部ジッパーポケット

2	 パネルローディング方式

3	 左右のサイドストレッチポケット

4	 リッドロック	ヘルメットクリップ

5	 正面のオーガナイザーポケット

6	 正面大型ストレッチメッシュポケット

7	 ブリンカーライトアタッチメント

8　内蔵レインカバー標準装備

9　外部ハイドレーションスリーブ

10	 左胸にジッパーショルダーポケット

生地 
メイン	 210D	ナイロンヘックスカップリング

アクセント	 420HD	ナイロンパッククロス

ボトム	 420HD	ナイロンパッククロス
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エスカピスト25
スペック	 S/M	 M/L
容　量	 23㍑	 25㍑
重　量	 0.96㎏	 1.02㎏
外　寸	 縦50㎝		x		横27㎝		x		奥31㎝

推奨パッキングウェイト	 5〜12㎏

エスカピスト32
スペック	 S/M	 M/L
容　量	 30㍑	 32㍑
重　量	 1.01㎏	 1.07㎏
外　寸	 縦51㎝		x		横32㎝		x		奥31㎝

推奨パッキングウェイト	 7〜13㎏

エスカピスト18
スペック	 S/M	 M/L
容　量	 16㍑	 18㍑
重　量	 0.75㎏	 0.79㎏
外　寸	 縦48㎝		x		横23㎝		x		奥28㎝

推奨パッキングウェイト	 5〜12㎏
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固有の機能
1　上部サイドリリースバックルコンプレッション
ストラップ

2　下部インサイドアウトコンプレッション
3　ジッパーヒップベルトポケット
4　下部ジッパーアクセス＆ジッパー式ディバイダー

固有の機能
1　上部サイドリリースバックルコンプレッショ
ンストラップ

2　下部インサイドアウトコンプレッション
3　ジッパーヒップベルトポケット
4　下部ジッパーアクセス＆ジッパーディバイダー

概要
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サスペンション

1	 エアスケープバックパネル

	 ・軽量性、快適性、通気性に優れた凹凸形状のフォーム材
を使用。

	 ・重心が身体に近くバランスに優れた薄型デザイン。

2	 バイオストレッチショルダーベルト

	 ・快適性、通気性に優れ、ストレッチ性の高い穴あきフォ
ーム材を使用。

	 ・肌触りがよく擦れにくいショルダーベルトはフォーム材
をスペーサーメッシュで覆う構造を採用。

3	 バイオストレッチショルダーベルト

	 32L	/	25Lのみ

	 ・快適性、通気性に優れ、ストレッチ性の高い穴あきフォ
ーム材を使用。

	 ・パックをより安定させる拡張メッシュウィング。
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サイジング	/	フィッティング

ユニセックス対応背面長

32L	/	25L

S/M	 43〜51㎝

M/L	 48〜59㎝

18L

S/M	 43〜51㎝

M/L	 48〜56㎝

アジャスタブルショルダーベルト
32L	/	25L

背面長を13㎝調整でき、幅広い体型に合わせることができます。

調整方法：

A　ロードリフターストラップをゆるめます。

B　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。

C　矢印マークを目安にサイズを調整します。

D　面ファスナーをしっかりと固定してください。
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機能

ブリンカーライトアタッチメント
32L	/	25L	/	18L

本体下部に夜間や暗い場所での視認性を高めるセーフ
ティーライトを取り付けるためのパッチがあります。

トップジッパースラッシュポケット
32L	/	25L	/	18L

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。

リッドロック	ヘルメットクリップ
32L	/	25L	/	18L

リッドロックと呼ばれるクリップで素早く確実にヘルメットを装着することができ
ます。

A	 リッドロックをパックから引きはなします。

B	 リッドロックを縦にしてヘルメットの内側よりベンチレーションの穴をくぐ
らせ、リッドロックを水平にし、ヘルメットを引っ掛けます。

C	 フロントパネル右側にあるコードを引き締めしっかりと固定します。

D	 取り外しは逆の手順です。

内蔵レインカバー
32L	/	25L	/	18L

内蔵(着脱式)の視認性の高いレインカバーが悪天候時にもパックを保護します。

A　本体下部のレインカバーロゴの付いたジッパーポケットを開きます。

B　ポケットからレインカバーを取り出しパック全体にかぶせ、縁のエラスチックバ
ンドでフィットさせてください。

C　収納は装着と逆の手順で行ってください。

D　レインカバーを完全に取り外すには本体とレインカバーをつなぐボタンフック
を外します。

注)レインカバーを使用した後は、収納する前に取り外して、十分乾燥させ、カビの発生を防いで

ください。

外部ハイドレーションスリーブ
32L	/	25L	/	18L

本体とバックパネルの間にハイドレーションスリーブとハンガーを装備し、ハイ
ドレーションを簡単に出し入れできます。外部にあることで、万が一水漏れが起
きても本体荷室内の荷物を濡らしません。市販のほとんどの3Lハイドレーショ
ンに対応します。

オスプレー	レザヴォアのラインナップにつきましてはロストアローのホームページ
をご参照ください。



6エスカピストシリーズ

機能

1	 サイドコンプレッションストラップ
32L	/	25Lのみ

上部両サイドにあるリリースバックル付きコンプレッション	/	キャリーストラッ
プを使い荷物を圧縮し、しっかりと安定させることができます。

2	 インサイドアウトコンプレッション
32L	/	25Lのみ

インサイドアウトコンプレッション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ができます。

掛け替え方法：

A　ストラップをバックルから外し、折り返しのスライダーバックルからも抜き取り
ます。

B　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。

下部コンパートメント	/	ディバイダー
32L	/	25Lのみ

パック正面下部のジッパーを使い下部に入れた荷物を素早く取り出せるほか、内臓
のジッパー式ディバイダーで、1気室から2気室に変更することができます。

1

2

ツールオーガナイザーポケット
32L	/	25L	/	18L

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。
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オスプレーパックは丈夫で耐久性にも優れていますが、正しくお手入れをする事でより長く
ご使用いただく事ができます。

パックのお手入れ
通常のメンテナンス
・使用後はパックをしっかりと清掃してください。

・ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗うこ
とでスムーズな開閉を持続させます。

・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てください。

・土汚れ、汗、塩、さびが発生した場合はしっかりと洗ってください。

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

パックの清掃

A	 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。

B	 ショルダーベルトやへヒップベルトが取り外し可能な場合は、取り外します。

C	 洗濯機は使用しないでください。バスタブや大きな洗面器で中性洗剤とぬる
ま湯を使用して洗います。

D	 パックをやさしくすすぎ、柔らかいブラシで万遍なく洗います。

E	 ジッパー部分は、柔らかいブラシを使い、刺激の少ないせっけんとぬるま湯で
洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。

F	 汚れた水を流し、冷たい真水に浸し、よくすすぎます。この行程を洗剤が落ち
るまで繰り返します。

G	 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

ホイール付きトラベルパックの清掃

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

A	 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。

B	 ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗い
ます。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。

C	 スポンジや雑巾でシャシーを拭きます。

D	 布地は柔らかいブラシかスポンジを使い、中性洗剤とぬるま湯で汚れを洗い
落とします。

E	 水を布に含ませ、固くしぼって洗剤を拭取ってください。

F	 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

レザヴォアのお手入れ
レザヴォアのメンテナンス
・レザヴォアはMPEフィルムを採用しカビや細菌の増殖を防ぎます。

・使用後はしっかりと濯いでください。スポーツドリンクなど、糖類の入った飲料
を入れた場合は、入念にすすいでください。

・定期的にハイドレーション洗浄タブレットを使用することをおすすめします。

・レザヴォアは凍っても品質に影響は出ませんが、満タン状態のレザヴォアをお
凍らせると、膨張して破損する恐れがあります。

・沸騰した熱湯を注がないでください。レザヴォアを破損する恐れがあります。ま
た保証の対象外となります。

・Youtube内オスプレーパックのページ“Cleaning	 an	 Osprey	 Hydraulics™	
Reservoir”で洗浄方法を動画で紹介しています。

レザヴォアの清掃(レザヴォアクリーニングキットを使用)

A	 レザヴォアを空にし、ぬるま湯と刺激の少ない中性洗剤を注ぎます。漂白剤
や熱湯を入れないでください。

B	 キットに入っている大きなブラシでレザヴォア内部を洗います。

C	 ホースとバイトバルブを取り外し、小さいブラシでホース内部を洗います。

D	 バイトバルブのシリコンシースを取り外し、温かい石けん水で洗います。

E	 レザヴォア本体、ホース、バイトバルブを冷たい真水で、よくすすぎます。

F	 ホースとバイトバルブを風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

G	 レザヴォア本体に乾燥用ハンガーを入れ、風通しの良い日陰に吊るして乾燥
させてください。

レザヴォアの清掃(オスプレー製クリーニングタブレットを使用)

A	 レザヴォアにぬるま湯を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れないでください。

B	 クリーニングタブレットを一錠入れ、蓋を閉めます。

C	 ホースやハンドルを上向きにしタブレットが溶けるまで5分程度放置します。

D	 溶解液が全体に行き渡るようレザヴォアを30秒程度濯ぎます。

E	 バイトバルブをつまみの空気を抜き、ホースとバイトバルブにも溶解液が行き
渡るようにします。

F	 15分ほ程度置いてから溶解液をすべて排出します。

G	 レザヴォアとホースを冷たい真水で、よくすすぎます。

H	 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

※日本国内ではオスプレー製クリーニングタブレットを販売しておりません。

パックの清掃

オスプレー社ではパックのお手入れにニクワックス製品の使用をお勧め
しています。説明書をよく読みご使用ください。

テックウォッシュ　各種透湿防水生地、耐久撥水加工生地の撥水性を
落とすことなく、汚れだけを落とす洗剤です。

テント＆ギアソーラープルーフ　パックを紫外線から守り、撥水性を向上させるス
プレータイプの撥水剤です。

※ニクワックス製品は正規輸入代理店よりご購入ください。

youtube.com/ospreypacks内“Cleaning	 an	 Osprey	 Hydraulics	
Reservoir”で洗浄方法を動画で紹介しています。

詳細なお手入れにつきましてはospreypacks.com/PackTech/PackCareを
ご覧ください。

パックとレザヴォアのお手入れ
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에서 사용자 설명 서를다운로드하세요
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オスプレーの純正アクセサリー
オスプレーはパックに機能を追加したり、パックを保護したりするための
純正アクセサリーを豊富に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

パッキングとフィッティング
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/PackTech/HowToPackYourPack
www.lostarrow.co.jp

お問い合わせ
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。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー
〒	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.lostarrow.co.jp

オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書


