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ケストレル68

カイト66 カイト36カイト46

ケストレル58 ケストレル48 ケストレル38

この度はオスプレー製品をご購入いただき

まして誠にありがとうございます。機能性と

耐久性に優れた革新的なパックが、あなたの

アクティビティーをサポートします。この取扱

説明書では、製品の特長、使い方、製品保証

などを解説しています。取扱説明書をよく読

み、製品本来の性能をご活用ください。

OWNER'S MANUAL | ケストレル / カイト取扱説明書
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共通の機能 
1	 エアスケープバックパネル/アジャスタブルショルダーベルト
2	 ジッパーポケットとジッパーメッシュポケットを備えたトップリッド
3	 アイスツールアタッチメント
4	 外部レザヴォアスリーブ
5	 上部ストレートジャケットコンプレッションストラップ
6	 下部サイドコンプレッションストラップ
7	 ディバイダー付き下部スリーピングバッグコンパートメント
8	 着脱可能なスリーピングパッドストラップ
9	 ストウオンザゴー	トレッキングポールアタッチメント
10	 フロントパネルショーブイットポケット
11	 サイドストレッチメッシュポケット
12	 ヒップベルトジッパーポケット
13	 フロントパネルディジーチェーン
+	 着脱可能な一体型レインカバー

生地
メイン 210Dx630D	ナイロンドビー
アクセント 420HD	ナイロンオクスフォード
ボトム 500D	ナイロンパッククロス	

OVERVIEW | 概要

ケストレル68
MEN'S

サイズ	 S/M	 M/L
容　量	 66㍑	 68㍑
重　量	 1.73㎏	 1.78㎏
外　寸	 縦73㎝×横37㎝×奥37㎝

推奨パッキングウェイト		14〜20㎏

特長的な機能
1	 高さ調節機能付きトップリッド
2	 フロントパネルから荷室に直接アクセスできるＵ字ジッパーアクセス

カイト66
WOMEN'S

サイズ	 W	XS/S	 W	S/M
容　量	 64㍑	 66㍑
重　量	 1.70㎏	 1.76㎏
外　寸	 縦68㎝×横36㎝×奥37㎝

推奨パッキングウェイト	14〜20㎏
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OVERVIEW | 概要

カイト46
WOMEN'S

サイズ	 W	XS/S	 W	S/M
容　量	 44㍑	 46㍑
重　量	 1.47㎏	 1.54㎏
外　寸	 縦70㎝×横33㎝×奥30㎝

推奨パッキングウェイト		9〜16㎏

カイト36
WOMEN'S

サイズ	 W	XS/S	 W	S/M
容　量	 34㍑	 36㍑
重　量	 1.38㎏	 1.47㎏
外　寸	 縦70㎝×横34㎝×奥32㎝

推奨パッキングウェイト			9〜16㎏

ケストレル58
MEN'S

サイズ	 S/M	 M/L
容　量	 56㍑	 58㍑
重　量	 1.70㎏	 1.76㎏
外　寸	 縦73㎝×横36㎝×奥35㎝

推奨パッキングウェイト		14〜20㎏

特長的な機能
1	 高さ調節機能付きトップリッド
2	 フロントパネルから荷室に直接アクセス
できるＵ字の大きなジッパーアクセス

ケストレル48
MEN'S

サイズ	 S/M	 M/L
容　量	 46㍑	 48㍑
重　量	 1.56㎏	 1.63㎏
外　寸	 縦75㎝×横34㎝×奥32㎝

推奨パッキングウェイト		9〜16㎏

特長的な機能
1	 フロントパネル右側に、荷室に直接アク
セスできるサイドジッパーアクセス

2	 フロントパネル左側にバーチカルジッパ
ーポケット

ケストレル38
MEN'S

サイズ	 S/M	 M/L
容　量	 36㍑	 38㍑
重　量	 1.46㎏	 1.54㎏
外　寸	 縦75㎝×横31㎝×奥29㎝

推奨パッキングウェイト		9〜16㎏
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1 ライトワイヤーサスペンション
+	 3.5㎜ライトワイヤーペリフェラルフレームがショルダーベルトからヒ
ップベルトに荷重を効果的に伝達

+	 アチロンフレームシートが背面全体で受け止めた荷重をペリフェラ
ルフレームに分散

2	エアスケープバックパネル
+	 メッシュ素材でカバーされた波状バックパネルが通気性を高め荷重
を身体近くにキープ

3 スペーサーメッシュ ショルダーベルト ＆ ヒップベルト
+	 エッジレスメッシュパッドが通気性を高め重い荷物にも対応
+	 ホイッスル付きアジャスタブルスターナムストラップ

CARRY | 背面システム

スターナムストラップ

フレーム

ショルダーベルト

ヒップベルト

バックパネル

メンズ対応背面長
S/M	 40.5〜51㎝
M/L	 48〜58.5㎝

ウィメンズ対応背面長
XS/S	 33〜43㎝
S/M	 40.5〜51㎝

女性専用設計
+	 メンズモデルより短い背面長。
+	 女性の首や肩、胸を圧迫せずにフィットするショルダーベルト
+	 女性の腰部を包み込むように設計され、荷重をしっかり受け止めサポートする
ヒップベルト

背面長調整
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L
ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L
1　ロードリフターストラップをゆるめます。
2　背面パッドの上端には矢印が刺繍されています。
3　本体とショルダーハーネスの間に手を入れ、ショルダーハーネスを固定してい
る面ファスナーをはがします。

4	 ショルダーハーネス側の目盛りを目安に、ショルダーベルトを上下させて背面
長を調整します。

5	 背面パネルを押さえて面ファスナーを固定します。

背面長の計測方法

第7頸骨から腰
骨 上 端 のまで
の長さを、背骨
の 曲 線に沿 わ
せるように計測首の後ろで一番

とび出している
骨が第7頸骨

腰骨上端の
位置を確認

首の後ろの第7頸骨
位置を確認

SIZING/FIT | サイジング/フィッティング
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SIZING/FIT | サイジング/フィッティング

5 ショルダーベルトの調整
・	 ショルダーベルトが背中、肩、脇に隙間無く接している事を確認します。
・	 ショルダーベルトパッドの末端が脇の下2.5〜5cmに位置し、ウェビングストラ
ップに2.5〜5cm余分があることを確認して下さい。

6 背面長
・	 ショルダーベルトの付け根のセンターが、第7頸骨の下2.5〜5cmに位置して
いることを確認します。第7頸骨は、うつむいた状態で首の後ろの一番とび出し
ている骨です。

・	 背面長が短かったり、長すぎる場合は背面長を調節して下さい。(背面長調整の
項目を参照)

7 スターナムストラップ
・	 スターナムストラップは鎖骨の下5㎝にセットし、引き締めます。

1 パックの位置決め
・　ヒップベルト、ショルダーベルト、ロードリフターストラップをゆるめます。
・　パックに4〜9㎏程度の荷物を入れます。
・　パックを背負いヒップベルトを左右対称に、腰骨に乗せるようにまわし、ヒップ
ベルトパッドの中心に腰骨がくるようにします。

2 ヒップベルトとバックル
・	 バックルを接続しストラップを均等に引き締めます。
・	 ヒップベルトパッドが腰骨を覆い、バックルとヒップベルトパッドの間隔が約
2.5cm〜6cmであることを確認します。

3 ショルダーベルト
ショルダーベルトのアジャストストラップを下後方に引き締めます。

4 ロードリフターストラップ
ロードリフターストラップを前方向に引き締め、パックを身体に近づけて荷重を安
定させます。
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外部ハイドレーションスリーブ
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L			ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L
本体とショルダーベルトの間にハイドレーションを収納することができ、スムーズに
出し入れできます。
・	 スリーブにハイドレーションを収納することで、背負ったときの重量バランスを保
てます。

・	 スリーブ上部にはバックル付きループを備え、ハイドレーションの動きを軽減す
ることができます。

・	 左右のショルダーベルトにあるエラスチックバンドでハイドレーションホースを固
定できます。

・	 標準的な3Lまでのハイドレーションに対応。

ストウオンザゴー トレッキングポールアタッチメント
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L			ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L
パックを背負ったままトレッキングポールを一時的に取り付けできます。
・	 トレッキングポールを最短長に縮めます(任意)。
・	 パック左側下部にあるエラスチックバンド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ます。

・	 ショルダーベルト左側のトレッキングポールのイラストがプリントされている箇
所のエラスチックバンドをゆるめ、トレッキングポールのグリップを挿入し、エ
ラスチックバンドをしっかりと締めます。

・	 取り外しは装着と逆の手順で行います。

内蔵レインカバー
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L			ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L
・	 本体下部のレインカバータブの付いたジッパーポケットを開きます。
・	 ポケットからレインカバーを取り出しパック全体に被せます。
・	 下部のコードロックを調整し、パックにフィットさせます。
・	 レインカバーを完全に取り外したい場合は、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
発生を防いで下さい。

アイスツールアタッチメント
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L			ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L
1	 アイスツールループにアイスツールのシャフトを上から通し、ひっくり返します。
2	 上部サイドコンプレッションストラップのバックルを外し、デイジーチェーンから
引き抜きます。

3	 アイスツールのシャフトをフロントパネルポケットの付け根に沿わせます。
4	 上部サイドコンプレッションストラップのバックルをデイジーチェーンに通して
バックルを接続、ストラップを引き締めてシャフトを固定します。

5	 取り外しは逆の手順で行います。

FEATURES | 各機能について
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サイドコンプレッションストラップ
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L			ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L
コンプレッションストラップは、荷物が少ない時に荷重を安定させたり、荷物を外付
けするのに使います。

サイドコンプレッションストラップ
・	 上部サイドコンプレッションストラップのバックルをデイジーチェーン最上部のル
ープに通し、パックのフレーム付近にある対のバックルに接続します。必要に応じ
てストラップを引き締めます。

スリーピングバッグ
コンパートメント
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L
ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L
下部のジッパーポケットはスリーピ
ングバッグの収納スペースで、ディ
バイダーで1気室から2気室に変更
できます。

ジッパーヒップベルト
ポケット
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L
ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L

フロントパネルポケット
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L
ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L

フロントパネル
デイジーチェーン
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L
ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L

サイドストレッチポケット
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L
ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L

トップリッド
(ジッパーポケットとメッシュポケッ
トを装備)
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L
ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L

スリーピングパッド
ストラップ
メンズ	68L	/	58L	/	48L	/	38L
ウィメンズ	66L	/	46L	/	36L
着脱可能なスリーピングパッドスト
ラップで素早く安全にギアを外付
けできます。

FEATURES | 各機能について
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メインコンパートメント
フロントパネルジップアクセス
Uジップアクセス
メンズ		68L	/	58L	
ウィメンズ		66L
下部のクイックリリースコンプレッションストラッ
プを外します。デュアルジッパーのUジップが大
きく開き、メインコンパートメントの荷物をスム
ーズに出し入れできます。

スリーピングバッグコンパートメント

パック正面下部のジッパーコンパートメントは、
スリーピングバッグを収納するスペースです。パ
ック内部からアクセスしたい時は、ディバイダー(
仕切り)のストラップをトリグライトから取り外し
ます。2気室にしたい時はストラップをトリグライ
トに通します。

FEATURES | 各機能について
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オスプレー社はご購入いただいた製品の常識的な

製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる

期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対

して製品保証をいたします。原材料および製造上の

不具合によって生じたいかなる破損に対しても、製

品を謹んで修理または交換いたします。当社で製品

の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用に

おいて起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、

あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていた

ことによる場合は適正な料金で修理いたします。オ

スプレー製品をお使いの方々に当社のアフターサー

ビスを知っていただくためにも、この製品保証を忠

実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は下

記のカスタマーサービスにご連絡をいただき、修理

手続きのお問い合わせをお願いいたします。

WARRANTY | 製品保証

オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー
〒112-0012
東京都文京区大塚3-4-7	茗溪ビル
03-6902-2131(代表)	
ec@lostarrow.co.jp
※製品に関するご質問や修理につきましては、弊社WEBサイトよりお問い合わせください。


