
UNLTD ANTIGRAVITY

UNLTDアンチグラビティ64 メンズ UNLTDアンチグラビティ64 ウィメンズ

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

来の性能をご活用下さい。

OWNER'S MANUAL | UNLTDアンチグラビティ取扱説明書
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UNLTD ANTIGRAVITY 2

共通の機能 
1	 オスプレー	UNLTDアンチグラビティサスペンション
2	 クラムシェルコンプレッション
3	 ランバーパックとして使えるトップリッド(止水ジッパー採用)
4	 上部と側面〜下部のジッパーからアクセスできるメイン荷室
5	 摩擦からヒップベルトを保護するTPU補強
6	 タックアウェイアックスループ
7	 リムーバブル	スリーピングパッドストラップ
8	 大型ヒップベルトポケット
9	 外部からアクセスできるレザヴォアスリーブ
10	 ハイドレーションホースルーター
11	 ストウオンザゴー	トレッキングポールアタッチメント
12	 ハイテナシティリップストップナイロン製レインカバー

+	 ツインフロントポケット
+	 堅牢なYKKバックル
+	 スリーピングバッグ用コンプレッションディバイダー
+	 ロッカブルジッパー付きエアポータートラベルカバー

生地
メイン 210Dハイテナシティナイロン
	 UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)グリッド
	 PFCフリーDWR
アクセント 210Dハイテナシティナイロン
	 UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)グリッド
	 PFCフリーDWR
ボトム 500Dブルーサイン®︎認証リサイクルハイテナシティナイロン
	 PFCフリーDWR

+	 ハイテナシティナイロンは一般的なナイロンより耐摩耗性と引裂強度を大幅に
向上させた高機能ファブリック。さらにUHMWPE(超高分子量ポリエチレン)の
ダブルリップストップグリッドを入れることで強化。UHMWPEは鋼鉄の10倍の
引張強度を持つ軽量糸で、生地に格子状に入れることで驚くべき耐久性を実現
しました。

OVERVIEW | 概要

オスプレー UNLTD
アンチグラビティサスペンション
重い荷物を背負っても
驚くほど快適な背負い心地
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アンチグラビティ64
MEN'S

サイズ	 S/M	 L/XL
容　量	 64㍑	 67㍑
外　寸
(S/M)	 縦81㎝		×		横41㎝		×		奥39㎝
(L/XL)	 縦86㎝		×		横41㎝		×		奥39㎝
重量(トップリッド含む)	 2.39㎏	 2.40㎏
重量(トップリッド/レインカバー含む)	 2.48㎏	 2.49㎏
トップリッドの重量	 0.22㎏	 0.22㎏
エアカバーの重量	 0.47㎏	 0.47㎏

アンチグラビティ64
WOMEN'S

サイズ	 XS/S	 M/L
容　量	 61㍑	 64㍑
外　寸
(S/M)	 縦75㎝		×		横41㎝		×		奥39㎝
(L/XL)	 縦80㎝		×		横41㎝		×		奥39㎝
重量(トップリッド含む)	 2.30㎏	 2.37㎏
重量(トップリッド/レインカバー含む)	 2.39㎏	 2.47㎏
トップリッドの重量	 0.22㎏	 0.22㎏
エアカバーの重量	 0.47㎏	 0.47㎏

OVERVIEW | 概要
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オートリフトシステム

カムロック背面調整機構

スターナムストラップ

アンチグラビティサスペンション

UNLTDアンチグラビティフレーム

CARBON DLS 3Dプリンティング採用
フィットスケープランバーパッド

エルゴプルヒップベルト

背面長の目印

フィットオンザフライヒップベルト

オスプレー アンチグラビティ(AG)
+	 バックパネル上端からランバーパッド、ヒップベルト内側に至るまで、背面全体が
一体となった立体的なメッシュパネルです。

+	 身体にぴったりとフィットし、身体の動きに追従。優れたフィット感と動きやすさ
を実現しています。

オートリフト機構
+	 パックの上部フレームと連動したオートリフト機構が荷重を背中に引き寄せま
す。行動中にロードリフターを再調整する必要がありません。

+	 カムロック背面調整機構と連動し、ショルダーベルトの位置を素早くセットでき
ます。

背面長の目印
+	 ショルダーベルトが左右同じ高さに調整されているかをチェックできます。

スターナムストラップ
+	 上下にスライドして最適な位置に調整できます。
+	 ホイッスル一体型バックルを採用。

フィットオンザフライAGヒップベルト
+	 UNLTD	 AGヒップベルトは、新開発の3Dフィットスケープランバーパッドとテ
ンションメッシュパネルを融合。包み込むようなフィット感と通気性を実現して
います。

+	 きめ細かいフィッティングのためにヒップベルトの長さを調整できます。
+	 面ファスナーで接続されたヒップベルトは簡単に分離、調整できます。

オスプレー UNLTDアンチグラビティフレーム
+	 複数のコンポーネントが連携し、快適な背負い心地を実現。
+	 7075アルミ合金製フレームが縦方向の剛性を確保。荷重による型崩れを防
ぎ、メッシュパネルのテンションを保ちます。

+	 フレーム下部にはステンレスワイヤー2本を横方向に内蔵。ヒップベルトにバ
ネ張力を与え、しなやかさとフィット感をバランスさせています。

+	 縦方向のアルミ製フレームと横方向のステンレス製ワイヤーはバックパネル
下部のハブで連結され、材質の特長を活かした性能を発揮します。

カムロック背面調節機構
+	 背面長を素早く調整できるセルフロッキングカムを採用。パックを背負ったまま
でショルダーベルトの位置を調整できます。

+	レバーを持ち上げるとウェビングが緩み、ショルダーハーネスを上向きにスライ
ドさせることができます。

CARBON DLS 3Dプリンティング採用
フィットスケープランバーパッド
+	 高度な3Dプリント技術によりサポート感抜群のランバーパッドを実現。
+	 荷重を均等に分散し、腰への圧迫感を軽減します。
+	 排熱性に優れるオープンメッシュ構造。
+	 滑りにくくグリップに優れるポリマーコンパウンド。

エルゴプルヒップベルトアジャストメント
+	自然なてこの力で腰部をしっかりと締め付けます。

CARRY | 背面システム
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SIZING/FIT | サイジング/フィッティング

背面長の計測方法

第7頸骨から腰骨上
端のまでの長さを計
測します

1 調整前の準備
カムロックバックルのレバーを引き上げてロックを解除し、ショルダーベルトを上限までスライドさせて下さい。片方
を上限までスライドさせ、もう片方も同様にスライドさせて下さい。パックを背負いやすいようにヒップベルトとショ
ルダーベルトのストラップを緩めて下さい。調整は4〜9kg程度の荷物をパッキングして行って下さい。

2 パックを背負う
パックを背負い、腰骨の上端がヒップベルト上端から約4cm下になるようにして下さい。ヒップベルトの位置は好み
や体型にもよりますが、推奨値は荷重の伝達と動きやすさのバランスに優れています。

3 ヒップベルトをバックル締めする
クロスボディエルゴプル機構により、ヒップベルトを均等に締めることができます。ヒップベルトのパッド長は別途調
整することができますが、現状では調整しないままでOKです。

UNLTDアンチグラビティシリーズは先端素材をふんだんに使用。快適に背負うためのさまざまな機能を備えています。
メンズとレディースの２タイプがあり、それぞれに背面長に基づく2サイズをラインナップ。
正しいサイズを選ぶことは、快適に背負うための第一歩です。

フィット感の調整

腰骨上端の
位置を確認

首の後ろの第7頸骨
の位置を確認

首の後ろで一番と
び出している骨が
第7頸骨
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SIZING/FIT | サイジング/フィッティング

パックの調整（続き）

4 ショルダーベルトの調整
ショルダーベルトのストラップをしっかりと締め、パックを背中に引き寄せます。オートリフトはパックの上部フレームと連
動しています。この時、ショルダーベルトの上部は肩の高さより浮いていて、隙間があるはずです。スターナムストラップ
をゆるく締め、鎖骨の約5cm下に位置するようにして下さい。スターナムストラップは上下にスライドさせて位置を調整
できます。

8 スターナムストラップを締める
スターナムストラップを確認し、必要に応じて再調整して鎖骨の下5センチの位置で締めて下さい。ショルダーベルトの
ストラップは変形したり、身体から浮き上がったりせず、腕を楽に振ることができるように、胸部に軽く引っ張って下さい。

7 ショルダーベルトのフィット確認
ショルダーベルトが肩を完全に覆い、パックと背中の間に隙間が生じないことが必要です。オートリフトによりショルダーベル
トパッドは自動的に位置決めされます。パッドの末端と脇の間隔を5cm以上確保して下さい。

6 背面長のチェック
ショルダーベルトの付け根のセンターが、第7頸骨の2.5〜5cm下に位置していることを確認します。第7頸骨は首の後ろの一
番とび出している骨です。

5 背面長の設定
背面長アジャスターのウェビングは、バックパネル左右のカムロックバックルに通っています。ストラップを引いてショルダ
ーベルトの位置を下げ、ショルダーベルトのパッドを肩の上部に沿わせるようにします。ショルダーベルトを下げすぎるとヒ
ップベルトが腰骨の正しい位置より上がるので注意して下さい。
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ADJUSTING YOUR PACK | ベルト類の調整

カスタムフィットオンザフライヒップベルト
腰部から伸びるヒップベルトパッドは、様々な体型や体格に合わせて、きめ細かくフィッティングできます。
ヒップベルトパッドの長さは、腰骨を圧迫しないよう、腰骨の前縁から少しはみ出るくらいが理想的です。

ヒップベルトの調整：
1.	 ヒップベルトのストラップを完全に緩めて下さい。
2.	 ヒップベルトウィングの面ファスナーを剥がし、ヒップベルト本体から外して下さい。
3.	 片手でヒップベルトウィングを持ちながら、もう片方の手でランバーパッド後方からヒップベルト本体を出し入れし
て好みの長さに調整して下さい。

4.	 ヒップベルトウィングをヒップベルト本体にしっかりと押し付けて下さい。ヒップベルト本体には白い目印が刺繍さ
れており、ウィングを左右均等に位置決めできます。

注意 : ヒップベルトウィングは常に面ファスナーでヒップベルト本体にしっかりと固定して下さい。面ファスナーが外
れていると、衣服と擦れて摩耗してしまいます。

5.	 同様の手順で反対側のヒップベルトも調整します。左右均等に荷重が分散されるように、ヒップベルトは左右同じ長
さだけ伸ばして下さい。

対応する背面長
S/M=40.5〜51cm、	L/XL=48〜58.5cm
WXS/S=34〜43cm、	WML/L=40.5〜49cm
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FEATURES | 各機能について

トップリッドランバーパック
+	 トップリッドは大小2個の止水ジッパーポケットを備え、取り外してパッド入りラ
ンバーパックに変換できます。

+	 正面ポケットはキークリップを内蔵。
+	 メインポケットは5リットル。
+	 トップポケットはパック側面左右のバックルで固定されています。
+	 ランバーパックのストラップ長はサイドリリースバックルで調整できます。

クラムシェルコンプレッション
+	 アーチ状にライトワイヤーフレームを内蔵したクラムシェル(貝殻)構造を採用。
	-	 コンプレッションストラップを締めることで荷物をしっかりと圧縮できます。
	-	 ジッパーをスムーズに操作でき、荷物の出し入れが容易です。
	-	 メイン荷室の型崩れを防ぎ、トップポケットを安定して載せられます。

ラージパネルアクセス
+	 メイン荷室は上部がジッパーオープンするのに加え、側面から下部に掛けて大
きくU字型に開閉し、大きな荷物も簡単に出し入れできます。

+	 堅牢な#10YKKジッパーとデュアルスライダーが雨や埃の浸入をシャットアウ
ト。ラミネートが施されたジッパーフラップは、スライダーの引っ掛かりを防ぎ
ます。

ツインフロントポケット
+	 正面左右にジャケット、行動食、地図などの収納に重宝する5リットルのポケット
を装備。	

+	 大型フラップがジッパーを保護。サイドコンプレッションストラップで荷物をしっ
かりと圧縮できます。

堅牢なYKKバックル
	+	 軽量かつ堅牢なデルリン製バックルを採用。
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外側からアクセスできるレザヴォアスリーブ
+	 バックパネル側にレザヴォア用ジッパーポケットを装備。
+	 ジッパーはスライダーを2個備え、好みに応じてホースを左右どちらにも出す
ことができます。

+	 レザヴォアはバックパネルと背面の隙間に収納するか、レザヴォアスリーブに
収納するか、好みで選べます。

+	 左右のショルダーベルトにハイドレーションホースルーターを装備。ホースを
しっかりと固定できます。

TPU補強されたヒップベルトポケット
+	 ヒップベルト右側にはストレッチポケットを装備。ウォーターボトル、ハット、グロ
ーブなどを素早く出し入れできます。

+	 ヒップベルト左側には止水ジッパーポケットを装備。追加でストレッチポケット
も備え、小物を素早く出し入れできます。

+	 左右のポケットには摩耗防止のTPUがプリントされています。

タックアウェイアックスループ
+	 ピッケルをしっかりと固定できるアックスループを装備。
+	 高密度のウェビングは丈夫でツールの抜き差しが容易です。
+	 不要な時はアックスループを収納できます。

FEATURES | 各機能について

スリーピングバッグ用コンプレッションディバイダー
+	 メイン荷室下部のディバイダーは荷室内の整理や圧縮に便利。スリーピングバ
ッグやウェアを荷室下部に分離して収納できます。

リムーバブル スリーピングパッドストラップ
+	 15mm幅のアジャスタブルストラップを装備。不要な時はスライダーから取り
外せます。
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ストウオンザゴートレッキングポールアタッチメント
+	 パックを背負ったままトレッキングポールを取り付けできる機能です。
+	 パック左側下部にあるループを拡げ、トレッキングポール先端を挿入します。
+	 左側のショルダーベルトにプリントされたトレッキングポールのアイコンを探し
ます。コードループを引き上げてトレッキングポールのグリップをループに通
し、コードを引いて固定して下さい。

+	 トレッキングポールの取り外しは上の手順を逆に行います。

ハイテナシティリップストップ製レインカバー
+	 超軽量なハイテナシティナイロン製レインカバーが付属。外側はシリコン加工、
内側はPUコーティングされ、優れた防水性と耐久性を発揮します。

+	 ドローコードでパックにしっかりと固定できます。レインカバー下部はドローコ
ードが開いており、ドローコードと本体の間にヒップベルトを通してしっかり固
定できます。

+	 レインカバーはボトムポケットに内蔵されています。

カスタムエアポータートラベルカバー
+	 旅行、とりわけ空港に預ける場合は、付属のトラベルカバーに収納し、生地やバ
ックル、ストラップ類を保護して下さい。

+	 トラベルカバーはロッカブルスライダー、キャリーストラップ、クリアフォルダな
ど便利な機能を備えています。

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下さい。
2022年5月作成　Rev.OSAE6C


