
大きな特徴はペリメター（P.6）と同じく背面長と肩幅の調整が可能な点です。55Lに
はサイズ調整可能でポケットの付いたRE-FITウェストベルトが付いているので3か
所の調整ポイントで幅広いフィッティングが可能です。これにより幅広い体形のユー
ザーがULバックパッキングを体験出来るようになります。また背面裏にパッド収納用
のポケットを装備しています。「Undyed/アンダイド」は純白のボディーが示す通りパッ
ク本体やバックル、テープなど全体の98％は染色していないパーツを採用しています。
これにより工業廃水を55％減少させることに繋がり環境負担も減少させます。

▶フレームレス  ▶超撥水BARRIER加工  ▶ロールトップ  ▶撥水ジッパー採用のベル
トポケット  ▶ＲＥ－ＦＩＴシステムで簡単にウェストベルトの調整可（ユニセックス
66-106cm）（女性60-101cm）  ▶フロントストレッチポケット  ▶大きなサイドポケッ
ト  ▶コンプレッションストラップ  ▶ハイドレーション対応  ▶取り外し式デュアルチェ
ストストラップ  ▶10mmナローストラップ  ▶エラスティック製のボトルホルスター ×2

背面システム：フレームレス  
ウェストベルト：RE-FITウェストベルト　
ユニセックス66-106cm　ウーメンズ60-101cm
素材：100D/210Dロビック®ハイテナシティーリップストップナイロン（BARRIER 
DWR加工）

TECHNICAL PACKS

グラナイトギア [U.S.A.]

グラナイトギアのバックパックは軽量化を追及していますが背負い心地と堅牢さを犠牲にしていません。
機能を追求した革新的なデザインは多くのスルーハイカー達のテストで信頼性は実証されています。
UL（ウルトラライト）バックパッキングと聞いてイメージするのはマニアックなカテゴリーで小型のパックを背負いショーツとトレイル
ランニングシューズを履いたスリムなハイカー象が浮かぶと思います。しかし装備の軽量化が一般的になってきた現在では一部の
ULマニアだけでなく老若男女問わず多くの人がULハイクの利点を活かすようになってきました。
そこでより多くの人に快適なULバックパッキングを楽しんでもらえるようにヴァーガ3を開発しました。

ナルゲン1Lボトルが
1本入る丈夫な

サイドポケット（26Ｌ）

ナルゲン1Lボトルが
2本入る丈夫で大きな
サイドポケット（55Ｌ）

アーチ型デザインは、本体生地と
は別にアーチを設けることで荷
重ストレスを分散させています。

VIRGA3 / 55 ベルクロで簡単に調整可能な
ポケット付きRE-FIT
ウェストベルト（55Ｌ）

NEW

コンフォートレンジ

16kg
コンフォートレンジ

16kg
コンフォートレンジ

9kg

高い撥水性能
多少の雨ならば中身を守ります。

※高い撥水性能ですが防水ではありません。必ず
レインカバーやパックライナーと併用してください。
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簡易のボトルホルダー ×2
（取り外し可能）

濡れたアイテムを収納するにも
最適なストレッチメッシュポケット

本体内部のスリーピングパッド
収納用ポケット（55L）

2本のチェストストラップが
包み込むようにブレを

押さえます。（取り外し可能）

軽量でシンプルな25ｍｍ
ウェストベルト（26Ｌ）

(取り外し可能）

背面長と幅の調整が可能で
55Lは更にポケット付きの調整
可能なヒップベルトが装着され
ています。VIRGAシリーズの軽さ
は、フレームシートやステーを使
用しないことで実現されています。
ULパッキングの基本的なスキル
として荷物がパックのサスペンションとして機能します。スリーピングパッドや
荷物を組み合わせることで背面のサポートと剛性を得ています。（26L・55L）

SUSPENSION
Torso ReFit with height and width adjust

ヴァーガ3 / 55［Women’s］：ローラーティールヴァーガ3 / 55［Unisex］：ブライトレッド ヴァーガ3 / 55［Unisex］：アンダイド

ULハイカーに最適な小型パックです。この26Lのモデ
ルは55Lと同じく背面長と肩幅の調整が可能です。また
軽量化のためにウェストベルトはシンプルな25ｍｍ
テープを採用しています。正面とサイドの大きなポケット
は収納力のアップに寄与しています。アンダイドカラーも
展開します。

▶フレームレス  ▶超撥水BARRIER加工  ▶ロールトッ
プ  ▶25ｍｍウェストベルト  ▶フロントストレッチポケッ
ト  ▶大きなサイドポケット  ▶コンプレッションストラッ
プ  ▶ハイドレーション対応  ▶取り外し式デュアルチェ
ストストラップ  ▶10mmナローストラップ  ▶エラス
ティック製のボトルホルスター ×2

背面システム：フレームレス  
ウェストベルト：25mm テープ
素材：100D/210Dロビック®ハイテナシティーリップス
トップナイロン（BARRIER DWR加工）

VIRGA3 / 26
NEW

ACCESS

高い撥水性能
多少の雨ならば中身を守ります。

※高い撥水性能ですが防水ではありません。必ず
レインカバーやパックライナーと併用してください。

ACCESS

ヴァーガ3 / 26［Unisex］：ブラック

ヴァーガ3 / 26［Unisex］：アンダイド

ヴァーガ3 / 26  ［Unisex - Reg］
2211200089  ¥27,500（税抜¥25,000）   
カラー：ブラック・アンダイド　サイズ：Reg

重 量
570g / 525g※

適応背面
46~53cm

容 量
26ℓ

※ウェストベルト無し ※背面長と肩幅調整可

※Women ‘ｓモデルはショルダーストラップとウェストベルト形状が
　女性専用となります。

重 量
760g / 535g※

適応背面
46~53cm

容 量
55ℓ

ヴァーガ3 / 55  ［Unisex - Reg］
2211200113  ¥30,800（税抜¥28,000）   
カラー：ブライトレッド・アンダイド　サイズ：Reg

重 量
760g / 535g※

適応背面
38~46cm

容 量
55ℓ

ヴァーガ3 / 55  ［Women’s］
2211200205  ¥30,800（税抜¥28,000）   
カラー：ローラーティール　サイズ：Short

※ウェストベルト無し ※ウェストベルト無し※背面長と肩幅調整可 ※背面長と肩幅調整可

ナローストラップ パッドを丸めて
入れることでパッキング
が簡単になります。

ベルクロで簡単に調整可能なポケット付き
RE-FITウェストベルト（55L）



Crown3は長期のトレッキングに最適な大型パックです。トレイルや山行スタイルに合わせて通常
の耐荷重16㎏から別売のアルミニウムステーを使って20㎏に増やしたり、内蔵フレームシート
をとり除いて12㎏に減らしたりすることができます。また更なる軽量化のためにリッドは取り外し
可能で、チェストパックとして使用したり、ウェストベルトと組み合わせることで簡易のヒップパック
にも変身します。また取り外し可能な2か所のチェストストラップシステムが、胸部でしっかり確保
します。トレイルの内容や、運ぶギアの種類、ULトレッキングから長期縦走まで個人のトレッキン
グスタイルに基づいてカスタマイズ出来る多くのオプションが、このパックには備わっています。更
にユニークな配色オプションとしての「アンダイド」カラーは「Undyed/アンダイド」の名称や純白
のボディーが示す通りパック本体やバックル、テープなど全体の98％は染色していないパーツを
採用しています。これにより工業廃水を55％減少させることに繋がり環境負担も減少させます。

▶VC Mk3フレーム  ▶超撥水BARRIER加工  ▶撥水ジッパー採用の取り外し式リッド（内部ポケッ
ト付）  ▶リッドがチェストパックになります。  ▶リッドとウェストベルトで簡易のヒップパックになり
ます。  ▶ロールトップ  ▶撥水ジッパー採用のベルトポケット  ▶リフィットシステムで簡単にウェスト
ベルトの調整可（ユニセックス66~106Cm）（女性60-101Cm）  ▶フロントストレッチポケット  
▶大きなサイドポケット  ▶コンプレッションストラップ  ▶ハイドレーション対応  ▶取り外し式デュア
ルチェストストラップ  ▶10mmナロー
ストラップ  ▶リフレクターロゴマーク  
▶ボトムのギアループ  ▶エラスティック
製のボトルホルスター×2

背面システム：VC Mk3サスペンション
ウェストベルト：RE-FITウェストベルト
ユニセックス66-106cm／ウーメンズ
60-101cm 
素材：100D/210Dロビック®ハイテナシ
ティーリップストップナイロン（BARRIER 
DWR加工）

アドオンアルミステー   
2211200504  ¥1,980（税抜¥1,800）
重量  Reg用：75g／ Short用：70g

クラウン3専用のアルミステーは標準の
PEフレームに装着することでコンフォート
レンジを16kgから20kgに増やせます。
水の補給の難しいトレイルで有効です。

ACCESS

CROWN3 60

リッド内部には小分けに
便利なポケット付き。

カスタマイズ用のボトムループを
5ヶ所に装備。

フロントストレッチ
メッシュポケット

リッドはチェストパック
として使用可能。

左右のショルダーストラップに
ボトルホルスターシステム装備。

リフレクティブアイコンリッドとウェストベルトを組み合わせることで
ヒップパックになります。

アーチ型デザインは、本体生
地とは別にアーチを設けるこ
とで荷重ストレスを分散させ
ています。

ベルクロで
簡単に調整可能な
ポケット付き
RE-FITウェストベルト
ユニセックス：66-106cm
ウーメンズ：60-101cm

リッド無しでも使用可能の
ロールトップクロージャ―

軽量化のために
リッド取り外し可

軽量化のために
リッド取り外し可

ナルゲン1Lボトルが2本
入る丈夫で大きな
サイドポケット

TECHNICAL PACKS

クラウン3 60［Women’s］：アンダイドクラウン3 60［Women’s］：カッパーオキサイドクラウン3 60［Unisex］：デューンズ クラウン3 60［Unisex］：アンダイド

クラウン3 60  ［Unisex - Reg］ 2211200111  ¥35,200（税抜¥32,000）
クラウン3 60  ［Unisex - Short］ 2211200112  ¥35,200（税抜¥32,000）
カラー：デューンズ・アンダイド サイズ：Reg・Short

クラウン3 60  ［Women’s］
2211200204  ¥35,200（税抜¥32,000）
カラー：カッパーオキサイド・アンダイド サイズ：Short

※Women ‘ｓモデルはショルダーストラップとウェストベルト形状が女性専用となります。

適応背面
38~46cm

容 量
60ℓ

クラウン3のPEフレームシートには、軽量化の肉抜き孔と補強用の
チャンネルが成形されており、重量を最小限に抑えることができま
す。更なる軽量化のために取り外し可能です。また、荷重が16㎏を
超えるような場合に使用する別売のアルミステーを使用する場合
にぴったりと収納できるデザインとなっています。
背面のバックパネルはよりソフトで快適になりました。モールドされ
たシェブロンデザインが通気性を促進させます。

VC Mk3サスペンション

VC Mk3 
SUSPENSION SYSTEM   

重量
1,150g / 970g※
※リッド、フレーム無し　※アドオンステー使用時

適応背面
Reg: 46~53cm / Short: 38~46cm

容 量
60ℓ

重量
1,200g / 980g※

コンフォートレンジ

16kg / 12kg※ / 20kg※

コンフォートレンジ

16kg / 12kg※ / 20kg※

※リッド、フレーム無し　※アドオンステー使用時

高い撥水性能
多少の雨ならば中身を守ります。

※高い撥水性能ですが防水ではありません。必ず
レインカバーやパックライナーと併用してください。

VC Mk3
フレーム

PEフレームシート

アドオンアルミステー（別売）軽量化のために
フレームは取り外し可能
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動画：Crown3 60

▶アンダイドにペイント

Artist: Clare James

@clarejames.art
www.clarejames.art



TECHNICAL PACKS

ペリメター 35［Women’s］：マリーナ ペリメター 35：バーボン ペリメター 50：バーボン ペリメター 50［Women’s］：マリーナ

ペリメター 35 / ペリメター 50 共通

▶背面長と肩幅が調整可能なペリメターサスペンション  ▶超撥水BARRIER加工  ▶撥水ジッ
パー採用のポケット付き取り外し式リッド  ▶リッドを延長すればフードコンテナ―等収納可  
▶リッド無しでも使用可能のロールトップクロージャ―  ▶取り外し式のホイッスル付きチェスト
ストラップ  ▶RE-FITシステムで簡単にウェストベルトの調整可（男性66~106Cm）（女性
60-101Cm）  ▶撥水ジッパー採用のベルトポケット  ▶フロントストレッチポケット  ▶デュアルフ
ロントストレッチポケット（50のみ）  ▶サイドストレッチポケット  ▶コンプレッションストラップ  
▶ハイドレーション対応  ▶ポケット付きボトムフラップ  ▶ボトムフラップにはマット等を収納可

背面システム：ペリメターサスペンション
ウェストベルト：RE-FITウェストベルト66-106cm（Women’s:60-101cm）
素材  100D&210Dロビック®ハイテナシティーリップストップナイロン（BARRIER DWR加工）

体格や身長は個人差があります。ペリメターはこの色々な体型に
適したフィッティングが可能な新しい背面調整システムをもつ
パックです。このディジーチェーンとクリップを採用したシステムは
ショルダーストラップの高さと幅を簡単に調整可能です。上部の
取り外し式リッドを伸ばせばロングトレイルに必携のフードコン
テナなどのかさばるギアの収納と下部のポケット付きボトムフラッ
プにもギアをはさむことが可能です。
大きいサイズの50のデュアルフロントポケットは上段にも小さい
ポケットがついているので区分けが簡単です。女性用モデルには女性のフィットに合わせた
ショルダーストラップが装着されています。
2021年に「Outside」誌の「Gear of the Year」を受賞しました。

PERIMETER 35 / PERIMETER 50

ペリメター
フレーム

ACCESS

ペリメター 35
2211200109  ¥31,900（税抜¥29,000）
カラー：バーボン　サイズ：Reg

ペリメター35  ［Women’s］
2211200202  ¥31,900（税抜¥29,000）
カラー：マリーナ　サイズ：Reg

重 量
1,360g

適応背面
46~53.5cm

容 量
35ℓ

コンフォートレンジ

18kg

ペリメター 50
2211200110  ¥36,300（税抜¥33,000）
カラー：バーボン　サイズ：Reg

ペリメター50  ［Women’s］
2211200203  ¥36,300（税抜¥33,000）  
カラー：マリーナ　サイズ：Short

重 量
1,400g

適応背面
46~53.5cm /［Women’s］38~46cm

容 量
50ℓ （　　 ）背面長と

肩幅の
調整可（　　 ）背面長と

肩幅の
調整可

コンフォートレンジ

18kg
※Women’ｓの35は
　背面サイズRegのみとなります。

高い撥水性能
多少の雨ならば中身を守ります。

※高い撥水性能ですが防水ではありません。必ず
レインカバーやパックライナーと併用してください。

動画：PERIMETER 35 / 
PERIMETER 50
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リッドを延長すれば
フードコンテナ―収納可

リッド無しでも使用可能の
ロールトップクロージャ―

撥水ジッパー採用の
取り外し式リッド

ポケット付き
ボトムフラップ

ボトムフラップには
マット等を収納可

フロントストレッチポケット デュアルフロント
ストレッチポケット（50のみ）

バックパックの特徴であるアー
チ型デザインは、本体生地とは
別にアーチを設けることで荷
重ストレスを分散させています。

柔軟性のあるスティールロッドフレームとPEフレームシートを組み合わせて強度
を保ちながら身体にフィットして、荷重を分散させます。フレームシートの10ケ所
のアンカーポイントを使用することで背面長と肩幅の調整が可能です。これに
RE-FITウェストベルトを組み合わせることでより快適なフィット感を生み出します。

ペリメターサスペンション

PERIMETER 
SUSPENSION SYSTEM   

ベルクロで簡単に調整可能なポケット付き
RE-FITウェストベルト

PEフレームシートに10ヶ所のディジーチェーンアンカー
ポイントを備えショルダーストラップのクリップ位置を移動させる
ことでアウトドアでも簡単に背面長と肩幅の調整が可能です。

背面はパッド入りで
通気のためのチャネルが
モールド加工された
ラミネートフォームパッド

Fitting for Your Torso Length
より快適なフィッティングを求めるならば背面長を知ることが重要です。グラナイトギア製品の場合、首を前に倒した時に
一番出っ張る第七頚椎から腰骨の真ん中までを適応背面長としています。

※適応背面はあくまで目安で特にフィットに関しては相性もありますので実際に背負ってお選びいただくことをお奨めします。
※日本ではユニセックスモデルはReg,Short、ウーメンズモデルはShortの展開となります。

第7頸椎

腰骨

背
面
長

1. 背面長の始点
首を前に倒した時に
一番出っ張る第7頸
椎を探します。ここが
背面長の始点となり
ます。

3. 背面長の計測
メジャー等を使って
背骨のラインに合わ
せて始点と終点の長
さを計測してください。

2. 背面長の終点
両手を腰に当てて、親指
が両腰骨の上端に来る位
置（腸骨稜）に置きます。
この指の間の直線が背面
長の終点となります。

動画：How to measure your torso

※Women ‘ｓモデルはショルダーストラップとウェストベルト形状が女性専用となります。 ※Women ‘ｓモデルはショルダーストラップとウェストベルト形状が女性専用となります。



北米のロングトレイルハイカーに一般的なフードコンテナはその防水性の高さや堅牢性から
カヌーツーリストにも愛用されています。このフラットベッドは工夫次第でフードコンテナだけ
でなく、60リットルの防水バッグ、チェーンソーや燃料缶など不定形の大型のアイテムを運ぶ
のに適しています。

▶30Lと60Lまでのコンテナと防水バックに対応  ▶サイドコンプレッション  ▶大型の物を挟
めるパネルシステム  ▶パッド入り背面パネル  ▶パッド入りボトムパネル

素材：210Dナイロンコーデュラ®

TECHNICAL PACKS

背面調節の必要のない、シンプルな大容量ウルトラライトパックです。ウェストベルトもシン
プルなパッド入りタイプで、フロントとサイドの大きなポケットも有効に利用できます。ロール
マットを入れるとパッキングが簡単になります。

▶最軽量ウルトラライトパック  ▶軽量ショルダーストラップ   ▶ロールトップクロージャー  
▶10ｍｍナローストラップ   ▶ストレッチメッシュポケット  ▶フレームレスサスペンション  
▶ハイドレーション対応

背面システム：フレームレス  ウェストベルト：パッド入りテープ
素材：100Ｄ＆210Ｄシルハイブリッドナイロンコーデュラ®

重 量
540g

適応背面
46~53cm

容 量
54ℓ

ヴァーガ 2  
2211200060  ¥22,000（税抜¥20,000）
カラー：タイガー

ヴァーガ 2：タイガー

コンフォートレンジ

9kg

重 量
1,021g

適応背面
46~53cmヴェイパーフラットベッド：

ブリリアントブルー

VIRGA 2

ナローストラップ ストレッチメッシュ
ポケット

（フロント・サイド）

パッドを丸めて
入れることでパッキング
が簡単になります。

ACCESS

動画：VIRGA 2

アーチ型デザインは、
本体生地とは別に
アーチを設けること
で荷重ストレスを分
散させています。

ブレイズ60［Women’s］：
ブラック/ティール

ブレイズ60 2211200086  ¥39,600（税抜¥36,000）
カラー：ブラック・ポッテリークレイ　サイズ：Reg

BLAZE 60
2011年と2019年に「BackPacker」誌の「Editor’ s Choice 
Gold Award」を2代続けて受賞して高い評価を得たグラナイト
ギアの代表的モデルです。フレームにあるスロットの位置調整で
簡単に背面長を変更出来ます。リッドは軽量化のために取り外し
が可能で、このリッドはチェストパックや簡易ヒップパックとして
も使用可能です。本体には撥水性の高いBARRIER加工が施さ
れ、補強部にはトリプルリップストップの一般的には「ダイニーマ」
として知られている超高分子ポリエチレン製生地を採用していま
す。本体内部にアクセス可能なフロントジッパーとサイドには1L
のナルゲンボトルが２本入る大きなポケットが付いています。

▶簡単に背面調整可能なACサスペンション  ▶超撥水BARRIER加工  ▶チェストパック
になる撥水ジッパー付きリッド  ▶リッド無しで使用可能のロールトップクロージャー  
▶取り外し式のホイッスル付きチェストストラップ  ▶RE-FITシステムで簡単にウェストベ
ルトの調整可（男性66~106cm / 女性60-101cm）  ▶撥水ジッパー付きのベルトポ
ケット  ▶ハイドレーション対応  ▶ナルゲン1Lボトルが2本入る丈夫で大きなサイドポ
ケット  ▶大きなフロントストレッチポケット  ▶内部にアクセス可能なフロントジッパー  
▶3段式コンプレッションストラップ

背面システム：ACサスペンション
ウェストベルト：RE-FITウェストベルト66-106cm（Women’s:60-101cm）
素材  本体：100Dロビック®ハイテナシティーリップストップナイロン（BARRIER DWR
加工）/補強部：210Dロビック®UHMWPEトリプルリップストップナイロン（GG別注）

ブレイズ 60  ［Women’s］ 2211200201  ¥39,600（税抜¥36,000）
カラー：ブラック/ティール　サイズ：Short

（　　　 ）2.5cm刻み
背面調節可 （　　　 ）2.5cm刻み

背面調節可
重 量

1,360g
適応背面

46~53.5cm
容 量
60ℓ

重 量
1,310g

適応背面
38~46cm

容 量
60ℓ

コンフォートレンジ

20kg
コンフォートレンジ

20kg

ブレイズ60：ブラックブレイズ60：ポッテリークレイ

ACCESS

ニュー AC
フレーム ベルクロで簡単に調整可能な

ポケット付きRE-FITウェストベルト

内部にアクセス可能な
フロントジッパー

リッドとウェストベルトの組み合わせで
ヒップパックになります。

ACフレーム

軽量化のために
リッド取り外し可

チェストパックになる
撥水ジッパー付きリッド

背面長が簡単に
調節可能

ナルゲン1Lボトルが2本
入る丈夫で大きな
サイドポケット

ストレッチメッシュポケット
（フロント）

アーチ型デザインは、本体
生地とは別にアーチを設
けることで荷重ストレスを
分散させています。

ポリカーボネイト製フレームに2.5㎝刻みのスロットが
設けられていて、ショルダーストラップのトグルを差し替
えることでフレームを外さなくても手を差し入れるだけ
で簡単に背面調整が可能です。ヴェンチレーションチャ
ネルがモールドされたバックパネルはラミネートメッシュ
を組み合わせることで空気の循環を促進します。
無段階に調整可能なRE-FITウェストベルトはベルクロ
で簡単にサイズアジャストが出来ます。

ACサスペンション
A.C. SUSPENSION

背面にはなにも余分な機能はついて
いません。とにかく1グラムでも軽量
化したい方や予備のサミットパックと
しても最適です。荷物が少ない時はス
リーピングパッド等を回りに入れるこ
とで背面のパッドも兼ねてパッキング
時に型崩れがしずらくなります。

ULサスペンション
UL SUSPENSION

ヴェイパーフラットベッド　
2211200106  ¥27,500（税抜¥25,000）
カラー：ブリリアントブルー サイズ：Reg

VAPOR FLATBED

高い撥水性能
多少の雨ならば中身を守ります。

※高い撥水性能ですが防水ではありません。必ず
レインカバーやパックライナーと併用してください。

動画：BLAZE 60

※画像のコンテナは付属していません。

GRANITE GEAR  PACKS_08 PACKS  GRANITE GEAR_ 09

スラッカーパッカー
コンプレッション
ドライサック：
ブルー

2つの使い方が出来るマルチユースなドライサックです。3本のコンプレッションストラップ
付の軽量防水スタッフバックとして濡れては困るスリーピングバックやウェアを収納して
バックパックにパッキングしておけば、ちょっと頂上までのピークハントに行く時などには簡
易のバックパックとして活躍します。そのために予備のサブザックが不要になり軽量化につ
ながります。ボトムにはeVent®を採用しているので水の浸入を防ぎ、圧縮した際の空気を
逃がします。シ―ムテープ加工済み。

▶フルシームテープ   ▶コンプレッションストラップ   ▶eVent ®製ボトム   ▶パッド入りショル
ダーストラップ   ▶防水スタッフバック兼用   ▶チェストストラップ

背面システム：フレームレス  
素材：30Ｄ＆100Ｄシルハイブリッドナイロンコーデュラ®／ eVent®

重 量
176g

容 量
25ℓ

スラッカーパッカーコンプレッションドライサック
2211200102  ¥8,800（税抜¥8,000）
カラー：ブルー

SLACKER PACKER 
COMPRESSION DRYSACK

eVent®が圧縮時に
エアを逃がします

WATER
PROOF

動画：SLACKER PACKER

※Women ‘ｓモデルはショルダーストラップとウェストベルト形状が女性専用となります。



HIP PACKS / COMMUTE

ヒップウィング：
ブラック

ヒップウィング：
スカイ

ヒップウィング：
サルファー

HIP WING
ヒップウィング  
2211200018  
¥4,400（税抜¥4,000）
カラー：タイガー・ブラック・
　　　 スカイ・サルファー
容量：1.4ℓ　重量：100g
素材：210Dコーデュラ®

▶キーチェーン

PACKABLE COURIER
パッカブルクーリエ  
2210900072  ¥6,600（税抜¥6,000）

この中型のショルダーバックは軽量で旅行やちょっとした外
出時の携行品を持ち歩くのに最適です。メインのコンパート
メント以外にジッパー付きポケットと雑誌などを入れるのに
役立つスタッシュポケットが前後についています。メッシュの
サイドポケットはボトルホルダーを入れるのに最適です。
ジッパー付きフロントポケットにコンパクトに収納可能です。

カラー：ブラック　
サイズ：30×20×12cm / 収納時22×13cm
容量：15ℓ　重量：220g
素材：210Dナイロン/70Dナイロンリップストップ

▶ポケットに収納可能   ▶ジッパー付きフロントポケット   
▶前後のスタッシュポケット   ▶ストレッチメッシュサイドポ
ケット   ▶パッド入りショルダーストラップ   ▶キャリーハンド
ル   ▶キーチェーン

パッカブルクーリエ：
ブラック

パッカブル

エアヒップウィング：ブラック
エアスイフト：ブラック

AIR HIPWING
エアヒップウィング  
2211200049  ¥5,500（税抜¥5,000）
カラー：ブラック　
容量：1.4ℓ　重量：66g
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

シルナイロン製の軽量なヒップパックです。

▶キーチェーン

AIR SWIFT
エアスイフト  
2211200050  
¥6,600（税抜¥6,000）
カラー：ブラック　
容量：2.8ℓ　重量：125g
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

シルナイロン製の軽量ヒップパック。
フロントにポケット付き。

▶キーチェーン  ▶フロントポケット

ヒップディティー  
2211200118  ¥4,620（税抜¥4,200）
カラー：ブラック×フリント・スモークブルー ×フリント　
容量：1.4ℓ　重量：95g
素材：210Dコーデュラ®＆210Ｄロビック®ハイテナシティーナイロン

この小ぶりの2色使いのヒップパックは背面に隠しポケットが
付いています。500mlPETボトルがジャストサイズです。

▶キーチェーン  ▶背面の隠しポケット  ▶2トーンカラー

ヒップディティー：
スモークブルー ×フリント
（※背面カラー：フリント）

ヒップディティー：ブラック×フリント
（※背面カラー：フリント）

HIP DITTY

スイフト：ブラック

スイフト  
2211200019  ¥6,600（税抜¥6,000）
カラー：フリント・ブラック　容量：2.8ℓ　重量：145g　　
素材：210Dロビック®ハイテナシティーナイロン

ヒップディティーより少し大きめのヒップパックです。フロントにはポケットが付いています。

▶キーチェーン  ▶フロントポケット

SWIFT

スイフト：フリント

ヒップウィング：
タイガー

ポケット

TECHNICAL PACKS

軽量でシンプルなULディパックです。簡単に開閉できるシンチスタイル
でフロントにメッシュポケットがついています。トリム部とライニングには
視認性と耐水性を高めるPUコーティング加工。

▶簡単に開閉可能なシンチクロージャー  ▶フロントのストレッチメッシュ
ポケット  ▶チェストストラップ  ▶通気性に優れたメッシュショルダーベル
ト  ▶ディジーチェーン  ▶ハイドレーション対応  ▶PUコーティング加工

背面システム：フレームレス   素材：100Dナイロン/PUコーティング

ソウビル 20
2211200085  ¥7,370（税抜¥6,700）
カラー：ブラック　

重 量
170g

適応背面
46~53cm

容 量
20ℓ

コンフォートレンジ

7kg

SAWBILL 20

ソウビル 20：ブラック

ACCESS

トリム部とライニングには視認
性と耐水性を高めるPUコー
ティング加工

ウェストベルトは
取り外し可能

適応背面
46~53cm

ACCESS

スカリー：ブラックスカリー：ミッドナイト

ダガー　
2211200108  ¥15,400（税抜¥14,000）　
カラー：アンダイド（New）※98パーセント未染色パーツ採用・ブラック・ファテーグ　

重 量
680g

容 量
22ℓ

ダガー：
アンダイド（New）

ダガー：ブラック ダガー：ファテーグ

ハイドレーションポート

ハイドレーションポート

大きなフロントポケット

ウェストベルトは
取り外し可能

ロールトップクロージャ―

オーガナイザー付き
フロントポケット

DAGGER
テクニカルパックのノウハウを採用したディハイクに最適な22Lのパックです。グラナ
イトギアパックのアイコンであるアーチシステムと内蔵されたフレームが荷重を分散さ
せ、包み込むような形状のウェストベルトで安定させます。大きなフロントのストレッ
チポケットとサイドポケットが更なる容量アップに役立ちます。取り外し式のチェスト
とウェストベルトでタウンでも使用可能です。ヴァーガ3（P.2）クラウン3（P.4）同様、
環境に優しいアンダイドカラーが加わりました。撥水性に優れたBARRIER加工済。

▶パネルローディング  ▶取り外し式インナーフレーム  ▶トップポケット
デュアルデンシティーバックパネル  ▶デュアルデンシティーショルダーストラップ  
▶ハイドレーションポート  ▶コンプレッションストラップ  
▶サイドストレッチポケット  ▶フロントストレッチポケット  ▶取り外し可能なチェス
トとウェストベルト  ▶超撥水BARRIOR加工

素材：100D&210Dロビック®ハイテナシティーリップストップナイロン（BARRIER 
DWR加工）

コンフォートレンジ

12kg

スカリー　
2211200107  ¥13,200（税抜¥12,000）　カラー：ブラック・ミッドナイト　

重 量
510g

適応背面
46~53cm

容 量
24ℓ

ACCESS

SCURRY
この24Lの軽量パックはロールトップデザインでちょっとしたスクランブリングやワ
ンディハイクに最適です。薄手の高密度フォーム製バックパネルとショルダーストラッ
プが荷重をバランス良く分散させ快適な背負い心地です。フロントにはオーガナイ
ザー付きポケット、取り外し式のチェストとウェストベルトでタウンでも使用可能です。
撥水性に優れたBARRIER加工済。

▶ロールトップ  ▶フロントコンパートメント  ▶ロープロファイルバックパネル  
▶ロープロファイルショルダーストラップ  ▶ハイドレーションポート  ▶コンプレッ
ションストラップ  ▶サイドストレッチポケット  ▶取り外し可能なチェストとウェスト
ベルト  ▶超撥水BARRIOR加工

素材：100D&210Dロビック®ハイテナシティーリップストップナイロン（BARRIER 
DWR加工）

コンフォートレンジ

10kg

アーチ型デザインは、
荷重ストレスを分散
させます。

高い撥水性能
多少の雨ならば中身を守ります。

※高い撥水性能ですが防水ではありません。必ず
レインカバーやパックライナーと併用してください。

高い撥水性能
多少の雨ならば中身を守ります。

※高い撥水性能ですが防水ではありません。必ず
レインカバーやパックライナーと併用してください。

GRANITE GEAR  PACKS_10 PACKS  GRANITE GEAR_ 11

伝統的なカモフラージュ柄のコレクションです。採用している70デニールリップストップは軽さと強度の
バランスが取れた素材です。シルナイロン製と同じく幅広いラインナップを揃えています。

※タクティカルラインではありません。／ブラックロゴとなります。

CLASSIC 
CAMO SWIFT
クラシックカモスイフト  
2211200319  ¥6,600（税抜¥6,000）
カラー：クラシックカモ　容量：2.8ℓ　重量：125g 素材：70Dポリエステルリップストップ

▶キーチェーン  ▶フロントポケット  ▶両引きバックル

VOZ PRIMAVERA 
HIP WING
ヴォスプリマヴェーラヒップウィング  
2211200518  ¥5,500（税抜¥5,000）
カラー：マルチ・ブラック　容量：1.4ℓ　
重量：66g 素材：70Dポリエステルリップストップ

▶キーチェーン

クラシックカモ
スイフト

「Voz Primavera」（春の声）はLatino Outdoors の創設者であり、アーティスト、作家、環境と文化の交わりを
探求する著名なJosé Gonzalez氏とのコラボレーションとなります。今回のコレクションでは多くのラテン系の
詩人やアーティストとの交流からインスパイアされたメキシコの先住民族のデザインモチーフが随所に見られます。
またこのコレクションの収益の半分は、Jose氏の支持する先住民族や非白人の若者が
アウトドア活動に積極的に関わる運動を応援する各種非営利団体に寄付されます。

ヴォスプリマヴェーラヒップウィング：
マルチ

ヴォスプリマヴェーラ
ヒップウィング：ブラック

米国内でもグラナイトギア直販のみの限定商品となります。

NEW COLOR

VOZ PRIMAVERA CLASSIC CAMO



ACCESSORIES

ADD ON POCKET 
アドオンポケット  
2210900086  ¥4,070（税抜¥3,700）
カラー：ブラック　サイズ：18×8.5×3cm　重量：50g 素材：70Dナイロン

汎用に使えるベルトポケットです。装着はベルクロ式ですので、ほとんどのバックパッ
クのショルダーストラップに装着可能です。ショルダーストラップだけでなく横向きに
してパックのヒップベルトやパンツのベルトにも装着可能な2WAYタイプです。

▶ショルダーストラップヒップベルト装着の2way  
▶縦使用でも横使用でも対応する大きく開くジッパー  
▶他メーカーのパックにも使用可能

ベルトポケットとしても
使用可

ヒップベルトに装着可能

ほとんどのバックパックの
ショルダーストラップに使用可

ほとんどのバックパックの
ショルダーストラップに使用可

デュアルポケット

500mlのPETボトルやナルゲンボトルに対応
エアバッグ（P12）と組み合わせて、
エナジーバーなどを入れる小物ポケットにも
なります。

バックパックの使い勝手をアップグレードさせる、
アクセサリー小物のラインナップです。

Back

Back

BOTTLE HOLSTER 
ボトルホルスター
2210900080 ¥3,080（税抜¥2,800）
カラー：ブラック　サイズ：17.5×10cm　重量：50g
素材：210D×100Dロビック®リップストップナイロン

500mmサイズのPETボトルやナルゲンボトルまで対
応の軽量ボトルホルダーです。パックやパンツのヒップ
ベルトにも装着可能な2WAYタイプです。別売のエア
バックと組み合わせて収納ポケットにもなります。

▶他メーカーのパックにも使用可能  
▶ショルダーストラップ、ヒップベルト装着の2WAY

Back

QUICK-STASH 
クィックスタッシュ
2210900075
¥3,960（税抜¥3,600）
カラー：ブラック　サイズ：18.7×11×2cm　重量：52g
素材：100Dロビック®ナイロン/メッシュ

2つの収納部を持つソフトタイプのベルトポケットです。メインのポケットに
はスマホ、バンジーコードで固定できる外側のメッシュポケットには素早く
使用したいカメラ等を収納可能です。パックやパンツのヒップベルトにも装
着可能な2WAYタイプです。

▶バンジーコード付きメッシュポケット  ▶他メーカーのパックにも使用可能  
▶ショルダーストラップ、ヒップベルト装着の2WAY ダブルスライダーで

大きい開口部

ベルトポケットとしても
使用可

ほとんどのバックパックの
ショルダーストラップに

使用可

クィックスタッシュ / 
アドオンポケット
収納サイズ

アドオンポケットクィックスタッシュ iPhone 12 Pro MaxGPS

クィックスタッシュ：ブラック

ボトルホルスター：ブラック

アドオンポケット：ブラック

パックポーチM：
ブラック

パックポーチ L：
ブラック

パックポーチM / L 収納サイズ

Back

LM
750ml
ボトル

TECHNICAL PACKS

ボトルのサイズに合わせて
コード位置を調節可

他メーカーのパック
にも使用可能

PACK POUCH M / L
パックポーチM / L

素材：100Dロビック®ハイテナシティー
リップストップナイロン（BARRIER DWR加工）
カラー：ブラック

M（2.5L） 2210900073 33×10×8cm 70g ¥3,630（税抜¥3,300）
L（3.7L） 2210900074 33×13×8cm 77g ¥3,960（税抜¥3,600）

高い撥水性能を持つBARREIR加工を施された、マルチポケット
です。背面のシンプルなディジーチェーンでパックの上部やサイド、
フロント部に装着可能です。単体で小物入れとしても使用できます。

▶超撥水BARRIER加工  ▶撥水ジッパー採用  
▶他メーカーのパックにも使用可能

高い撥水性能
多少の雨ならば中身を守ります。

※高い撥水性能ですが防水ではありません。
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ブラックホワイト

ブルーベリー /レッド

HIKER SATCHEL ハイカーサチェル
2210900101  ¥4,950（税抜¥4,500）
カラー：カッパーオキサイド（New）・ミューテッドピーチ（New）・
　　 ローラーティール（New）・ホワイト・ブラック・レモンライム/ブラック・
　　 ブルーベリー/レッド・ホワイト/ブラック
サイズ：20×17.5×4cm　重量：65g
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

トレイルを歩く時の良く使うアイテムの収納はもちろんテント場や山小屋
内で貴重品やアメニティーグッズを持って行動するのにも最適なサイズの
他用途に使えるシルナイロン製ポーチです。
取り外し式ストラップは軽量化したい時には細引きに交換したり、外した
状態でパック内の収納バックとしても使えます。外側の地図を入れるポ
ケットには小さなベルクロが付き地図以外のアイテムを入れても中身の飛
び出しを防ぎます。また本体内部にも区分け用のデバイダーが小物の整理
に役立ちます。開口部にはジッパーが付いていますので中身をホールドし
てカメラや必要なアイテムを簡単に取り出せます。内部にキーチェーン付き。

▶ジッパー付き  ▶キーチェーン  ▶取り外しストラップ  
▶ベルクロ付きマップポケット  ▶内部デバイダー

SATCHEL

SLING

ハイカーサチェル：カッパーオキサイド（New）

背面：カッパーオキサイド サイド：ブラック

背面：ブラック
サイド：ブラック

背面：ブラック
サイド：ブラック

ローラーティール（New）ミューテッドピーチ（New）

背面：ミューテッドピーチ
サイド：ブラック

背面：ローラーティール
サイド：ブラック

背面：ブルーベリー
サイド：ブラック

レモンライム/ブラック

背面：ブラック
サイド：レモンライム

©GraniteGear

サイドには
ミニカラビナ等が付けられる
ディジーチェーン付き

エアスリング：ブラック

エアスリング：
レモンライム

AIR SLING  
エアスリング  
2210900108  ¥4,620（税抜¥4,200）
カラー：ブラック・レモンライム
サイズ：19.5×25.5×2.5cm　重量：48g
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

シルナイロン製の縦長のサコッシュです。フロントに
はベルクロ付きポケットとバンジーコード、サイドに
はミニカラビナ等が付けられるディジーチェーンが
付いています。細引きタイプのショルダーストラップ
は長さの調整が簡単にできます。

▶キーチェーン  ▶バンジーコード  
▶フロントポケット

NEW COLOR

地図の収納に
最適なポケット

軽量化のために
ストラップを紐で代用可能

雨蓋内の収納パック
としても使用可能

取り外し式ストラップマップポケット開口部に
小さなベルクロ

本体内部に
区分け用のデバイダー

ホワイト/ブラック

背面：ホワイト
サイド：ブラック

MOONLIGHT PADDLE 
HIKER SATCHEL
ムーンライトパドル
ハイカーサチェル
2210900104  ¥4,950
（税抜¥4,500）

詳細はP.19を参照ください。
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AIR ZIPPDITTY FULL SET
エアジップディティー（フルセット4個）
2210900160  ¥4,950（税抜¥4,500）
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

カラー：アソート　各サイズ1個　計4個セット

▶4サイズのポーチが1セットになっています。  
▶スタッシュパック入り

AIR ZIPPDITTY 
エアジップディティー（2個セット）
0.6L 2210900152 7×7×14cm 14g 2個セット：¥2,640（税抜¥2,400）
1L 2210900153 8×8×17cm 16g 2個セット：¥2,860（税抜¥2,600）
1.7L 2210900154 9×9×21cm 19g 2個セット：¥3,080（税抜¥2,800）
2.4L 2210900155 10×10×24cm 21g 2個セット：¥3,520（税抜¥3,200）

素材：30Dシルナイロンコーデュラ®  カラー：アソート  各サイズ２個 / 2カラーセット

▶撥水ジッパー  ▶軽量　▶中身が認識しやすい  ▶パッキングしやすい形状  ▶スタッシュパック入り

DREAMSACK PILLOW
ドリームサックピロー   
2210900067  ¥3,300（税抜¥3,000）
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®/フリース
カラー：アソート　サイズ：37×18×9cm　容量：6ℓ　重量：57g

▶フリース付スタッフザック  ▶スタッフザックが枕に変身
▶スタッシュパック入り

AIR PAIR 
エアペアー

素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

2気室で片方にはジャケット、もう片方にはパンツ、行動食、昼食等を
区分けすることが出来ます。
▶2気室  ▶楕円形  ▶ハイパロン製グロメット  ▶ウルトラライトコード  
▶マイクロコードロック  ▶スタッシュパック入り

M（3L） 2210900110 14.5×8×32cm 16g ¥2,200（税抜¥2,000）
L（4L） 2210900111 16.5×9×36cm 19g ¥2,310（税抜¥2,100）
XL（6L） 2210900112 18.3×10×40cm 21g ¥2,420（税抜¥2,200）

AIR POCKET 
エアポケット

素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

▶超軽量マップ＆ブックケース  
▶ループでパックの外に付けられます  ▶スタッシュパック入り

S 2210900037 12×17cm 15g ¥1,980（税抜¥1,800）
M 2210900038 15×25cm 18g ¥2,200（税抜¥2,000）
L 2210900039 22×30cm 24g ¥2,420（税抜¥2,200）

FIRST AID AIR-POCKET
ファーストエイドエアポケット   
2210900168  ¥2,420（税抜¥2,200）
カラー：レッド　サイズ：13×18cm
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

最低限のファーストエイドキット用ポーチ
▶軽量ファーストエイドポケット  ▶ループ付き  
▶スタッシュパック入り

M（3L）：フレーム/マリブ　L（4L）：ジャスミン/マリブ　XL（6L）：イエロー /ジャスミン

S：レモンライム
M：オレンジ
L：ブルーベリー

▶衣服等を入れると
  枕になります。

▶内部のメッシュポケットと
  ハンギングループ

※内容物は含まれていません。

ループでパックの外に
付けられます

パッキングしやすい
楕円形状

フリース

ファーストエイドエアポケット：レッド

エアトラベルポーチ：ブラック

AIR TRAVEL POUCH
エアトラベルポーチ  
2210900099  ¥3,850（税抜¥3,500）
カラー：ブラック　サイズ：20×10×3cm　重量：60g 素材：30Dシルナイロンコーデュラ®/メッシュ

軽量で旅行のアメニティーグッズやモバイル用小物の収納に最適。吊り下げ用ループが付いています。
▶オーガナイザー付きメッシュジップポケット  ▶ハンギングループ  ▶キーチェーン

AIR ZIPSACK 
エアジップサック

素材：30Dシルナイロン
コーデュラ®

▶超軽量コンプレッション
スタッフサック
▶バスタブ構造で濡れた
ものの上にも置けます  
▶スタッシュパック入り　

5L 2210900124 20×12×10cm 28g ¥2,860（税抜¥2,600）
9L 2210900125 24×15×12cm 34g ¥3,080（税抜¥2,800）
12L 2210900126 27×17×15cm 39g ¥3,300（税抜¥3,000）
16L 2210900127 33×22×17cm 48g ¥3,740（税抜¥3,400）

AIR BAG
エアバッグ

素材：30Dシルナイロンコーデュラ®　カラー：アソート
▶楕円形  ▶ハイパロン製グロメット  ▶ウルトラライトコード  
▶マイクロコードロック  ▶スタッシュパック入り

2L 2210900118 11.6×6.8×26cm 12g ¥1,540（税抜¥1,400）
3L  2210900119 14.5×8×30cm 14g ¥1,650（税抜¥1,500）
5L 2210900120 16.5×9×34cm 19g ¥1,760（税抜¥1,600）
7L 2210900121 18.3×10×38cm 20g ¥1,870（税抜¥1,700）
11L 2210900122 22×11.5×39cm 26g ¥2,090（税抜¥1,900）
16L 2210900123 28×13×48cm 29g ¥2,200（税抜¥2,000）

WHITE AIR ZIPSACK 
ホワイトエアジップサック
5L 2210900170 20×12×10cm 28g ¥2,970（税抜¥2,700）
9L 2210900171 24×15×12cm 34g ¥3,190（税抜¥2,900）

5L：オレンジ　9L：レモンライム　12L：グレープ　16L：ブルーベリー

パッキングしやすい
楕円形状

軽量化のための
マイクロコードロックと
ハイパロングロメット

パッキングしやすい
形状

スタッシュパック
エアラインシリーズは再利用可能な「スタッシュパック」に収納されています。
ハイパロン製のラベルは切り取り可能ですのでもう一つのポーチとして
アクセサリーやアメニティーグッズ入れとして利用できるので大変便利です。

グラナイトギアの「エアライン」パッキングシステムは
30デニールコーデュラ®のシルナイロンを採用した超軽量スタッフバックです。
軽量化のために細いコードと小さいコードロックを採用し、
グロメット部にもハイパロンを使用することで
より軽量化を図っています。

AIRLINE
ULTRALIGHT PACKING SYSTEMS

ホワイトエアジップサック：
5L

ホワイトエアジップサック：
9L

TACTICAL AIR ZIPSACK 
タクティカルエアジップサック
5L 2310900075 ¥2,970（税抜¥2,700）
9L 2310900076 ¥3,190（税抜¥2,900）

詳細はP.20を参照ください。

TACTICAL AIR BAG タクティカルエアバッグ
2L 2310900067 ¥1,650（税抜¥1,500）
3L  2310900068 ¥1,760（税抜¥1,600）
5L 2310900069 ¥1,870（税抜¥1,700）
7L 2310900070 ¥1,980（税抜¥1,800）

詳細はP.20を参照ください。

ラベルは
切り取り
可能。

ALL 4
SIZES
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eVent®が圧縮時に
エアを逃がします

WATER
PROOF

eVent®が圧縮時にエアを逃がします

※あくまでも目安でサイズによっては
　適応しない場合があります。

eVent®シルコンプレッサー適応表
アイテム／サイズ
レインウェア
ダウンジャケット
０℃対応ダウン寝袋
薄手のフリース
フリース
－９℃対応ダウン寝袋
２人用３シーズンテント
－３℃対応化繊寝袋
－１８℃対応ダウン寝袋
－２８℃対応ダウン寝袋

●
●
●
●

10L

●
●
●
●
●
●

13L

●
●
●
●
●

18L

●
●
●
●

25L

eVent®
AIR COMPRESSION TUBE
eVent®エアコンプレッションチューブ 13L

素材  本体：30Dシルナイロンコーデュラ®＋ボトム：eVent®

カラー：マリブ　
▶完全透湿防水  ▶コンプレッションストラップ  ▶シームテープ  
▶スタッシュパック入り  

13L 2210900139 30×10×17cm 80g ¥6,600（税抜¥6,000）

パックのボトム部に寝袋やダウンジャケット等を
しっかりフィットさせたい時に最適なコンプレッション付きスタッフサックです。
コンプレションストラップがかさばるアイテムをしっかり圧縮します。
ボトムのeVent®素材がエアを逃がします。

eVent®シルドライサックは超軽量防水スタッフサックです。
ボトム部に透湿防水素材 eVent®を採用し圧縮した時にエアを逃がします。
また楕円刑ですのでパックの中にパッキングしやすい形状になっています。
アーチステーハンドルは開いた時に中身を入れ易く、
閉じたときにハンドルとして使える形状です。

PACKING SYSTEMS
SEAM SEALED

エアセルブロックスに採用しているテンプトロール™は
医薬品の搬送用ケースにも採用されている
ポリプロピレン不織布の片側にメタライズド加工した新しい素材で、
熱が逃げる大きな原因である熱伝導の95％を防ぎ
長時間の保冷、保温効果を発揮します。

AIR CELL
PACKING

AIR CELL BLOCK 
エアセルブロックス

素材：30Dシルナイロンコーデュラ®/テンプトロール
▶パッド入り  ▶保温＆保冷効果  ▶メッシュポケット  
▶ディジーチェーン  ▶各サイズスタッキング可

S 2210900057 21×10×6cm 100g ¥4,950（税抜¥4,500）
M 2210900058 24×12×8cm 110g ¥5,280（税抜¥4,800）

S：グレープ

M：ブルーベリー

WATER
PROOF

25L

18L

13L

10L

S：メスティン（小）収納時／ 500mℓペットボトル 1本

エアセルブロックス  収納サイズ

M：メスティン（小）収納時／ 500mℓ缶 2本 or 350mℓ缶 3本

eVent® SIL DRYSACK
eVent®シルドライサック

素材  本体：30Dシルナイロンコーデュラ®＋ボトム：eVent®

▶軽量タイプ  ▶完全透湿防水  ▶入れ易いアーチステー  ▶スタッシュパック入り

7L 2210900128 グリーン 11×18×43cm 33g ¥3,520（税抜¥3,200）
10L 2210900129 ブルー 12×19×51cm 37g ¥3,850（税抜¥3,500）
13L 2210900130 グリーン 13×20×53cm 41g ¥4,290（税抜¥3,900）
18L 2210900131 ブルー 15×22×57cm 48g ¥4,950（税抜¥4,500）
25L 2210900132 グリーン 17×25×63cm 56g ¥5,500（税抜¥5,000）

eVent®が圧縮時に
エアを逃がします

WATER
PROOF

パッキングしやすい
楕円形状

25L

18L

13L

10L

7L

※必ず3回以上ロールアップさせてください。

eVent® SIL COMPRESSOR
eVent®シルコンプレッサー

素材  本体：30Dシルナイロンコーデュラ®/210Dナイロン＋ボトム：eVent®

軽量で防水性の高い
コンプレッサーです。
▶完全透湿防水  
▶スタッシュパック入り

10L 2210900133 グリーン 12×19×38cm   78g ¥4,950（税抜¥4,500）
13L 2210900134 イエロー 13×20×43cm   83g ¥5,280（税抜¥4,800）
18L 2210900135 グリーン 15×22×48cm   95g ¥5,720（税抜¥5,200）
25L 2210900136 イエロー 17×25×52cm 107g ¥6,050（税抜¥5,500）

軽量なラインロック
テクノロジー

パッキングしやすい
楕円形状

※必ず3回以上ロール
アップさせてください。

素材の特性上シワ/折れがある場合がありますが
品質に問題はありません。

※必ず3回以上ロールアップさせてください。

AIR GROCERY BAG
エアグロッセリーバッグ   
2210900040  ¥4,400（税抜¥4,000）
カラー：カッパーオキサイド（1）（New）・ミューテッドピーチ（2）（New）・
　　　 コヨーテ（3）・グレープ（4）・オレンジ（5）・ホワイト（6）・ブラック（7）
容量：30ℓ　重量：40g　サイズ：45×33×15cm / 収納時：9×10cm
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

▶パックインでコンパクト  
▶約12Kgの荷重までOK

肩にかけられる
ハンドル

フローティング
ワレット

AIR CARRIER  エアキャリアー   
2210900156  ¥4,620（税抜¥4,200）
カラー：ローラーティール（1）（New）・コヨーテ（2）・レモンライム（3）・
　　　 グレープ（4）・ブルーベリー（5）・オレンジ（6）・ブラック（7）
容量：20ℓ　重量：80g　サイズ：33×30×20cm / 収納時：11×12cm
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

▶肩にかけられるハンドル  ▶ジッパー付き  
▶内側のワレットにコンパクトに収納

ジッパーアクセス

TOTES

eVent®エアコンプレッション
チューブ 13L

©GraniteGear

©GraniteGear
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エアキャリアー：
ローラーティール（New）

エアグロッセリーバック：
カッパーオキサイド（New）

エアグロッセリーバック：
ミューテッドピーチ（New）

1 3 4 5 72 63 4 5 6 7

NEW COLOR
NEW COLOR

スタッシュパック入り

スタッシュパック入り

スタッシュパック入り



MOONLIGHT PADDLE series

MOONLIGHT PADDLE HIKER SATCHEL
ムーンライトパドルハイカーサチェル   
2210900104  ¥4,950（税抜¥4,500）
カラー：ムーンライトパドル　サイズ：20×17.5×4cm　重量：65g
素材：70Dポリエステルリップストップ

▶ジッパー付き開口部   ▶内部デバイダー   
▶ベルクロ付きサイドポケット   ▶キーチェーン マップポケット開口部に

小さなベルクロ
本体内部に

区分け用のデバイダー

MOONLIGHT PADDLE ZIPSACK 
ムーンライトパドルジップサック
5L 2210900324 20×12×10cm 29g ¥2,970（税抜¥2,700）
9L 2210900325 24×15×12cm 33g ¥3,190（税抜¥2,900）
12L 2210900326 27×17×15cm 40g ¥3,300（税抜¥3,000）
16L 2210900327 33×22×17cm 48g ¥4,070（税抜¥3,700）

ムーンライトパドルジップサック

ムーンライトパドル
ジップディティー
（フルセット）

16L

0.6L

0.6L

1.7L

2.4L

1.7L

2.4L

1L

1L

12L
9L

5L

ムーンライトパドル
ジップディティー（2個セット）

グラナイトギアの故郷ミネソタ州在住のアウトドアイラストレーター、ディビッド・ローレン・パウエル（David Rollyn Powell）がデザインした、
これもグラナイトギアのルーツであるカヌートリップをモチーフにしたコレクションです。

アウトドアをモチーフにしたユニークなペンタッチの彼の素晴らしい作品はこちらからもご覧になれます。
https://www.davidrollyn.co/

MOONLIGHT PADDLE 
HIP WING
ムーンライトパドルヒップウィング  
2211200418  ¥4,400（税抜¥4,000）
カラー：ムーンライトパドル　
容量：1.4ℓ　重量：66g
素材：70Dポリエステル
リップストップ

▶キーチェーン

ムーンライト
パドルスイフト  
2211200419  ¥6,600（税抜¥6,000）
カラー：ムーンライトパドル　
容量：2.8ℓ　重量：125g　　
素材：70Dポリエステルリップストップ

▶キーチェーン  ▶フロントポケット  ▶両引きバックル

MOONLIGHT 
PADDLE 
SWIFT

ムーンライトパドル
スイフト

ムーンライトパドル
ヒップウィング

ムーンライトパドルハイカーサチェル

MOONLIGHT PADDLE 
ZIPPDITTY FULL SET
ムーンライトパドルジップディティー
（フルセット4個）

2210900360  ¥5,280（税抜¥4,800）　
カラー：ムーンライトパドル　
素材：70Dポリエステルリップストップ　
各サイズ1個　計4個セット

▶4サイズのポーチが1セットになっています。  
▶スタッシュパック入り

MOONLIGHT PADDLE ZIPPDITTY 
ムーンライトパドルジップディティー（2個セット）
0.6L 2210900352 7×7×14cm 14g 2個セット：¥2,750（税抜¥2,500）
1L 2210900353 8×8×17cm 16g 2個セット：¥2,970（税抜¥2,700）
1.7L 2210900354 9×9×21cm 19g 2個セット：¥3,300（税抜¥3,000）
2.4L 2210900355 10×10×24cm 21g 2個セット：¥3,740（税抜¥3,400）

カラー：ムーンライトパドル　
素材：70Dポリエステルリップストップ  
各サイズ２個セット

▶撥水ジッパー  ▶軽量　
▶パッキングしやすい形状  
▶スタッシュパック入り

MOONLIGHT PADDLE 
HIKER WALLET S 
ムーンライトパドルハイカーワレットS   
2210900368  ¥1,760（税抜¥1,600）
カラー：ムーンライトパドル
サイズ：10×7.5cm　重量：10g
素材：70Dポリエステルリップストップ

▶クレジットカード / IDカード入れにも最適

MOONLIGHT PADDLE 
HIKER WALLET M 
ムーンライトパドルハイカーワレットM   
2210900369  ¥2,090（税抜¥1,900）
カラー：ムーンライトパドル
サイズ：12×10.5cm　重量：12g
素材：70Dポリエステルリップストップ

▶少し大きなワレット  
▶小物入れとしても利用可能

ムーンライトパドル
ハイカーワレットS

ムーンライトパドル
ハイカーワレットM

カラー：ムーンライトパドル　
素材：70Dポリエステルリップストップ
▶バスタブ構造で濡れたものの上にも置けます  
▶スタッシュパック入り　
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TRAIL WALLET S トレイルワレットS   
2210900068  ¥1,760（税抜¥1,600）
カラー：カッパーオキサイド（New）・ミューテッドピーチ（New）・
　　　 ブラック・グレープ・ブルーベリー・レモンライム・オレンジ・コヨーテ
サイズ：10×7.5cm　重量：9g 素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

▶クレジットカード / IDカード入れにも最適

TRAIL WALLET L トレイルワレットL 
2210900070  ¥2,200（税抜¥2,000）
カラー：グレープ・マリブ
サイズ：19×9.5cm　重量：19g
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

▶横長デザイン  ▶カードポケット（2枚）

TRAIL WALLET M トレイルワレットM   
2210900069  ¥1,980（税抜¥1,800）
カラー：ミューテッドピーチ（New）・カッパーオキサイド（New）・
　　　 ブラック・ホワイト・グレープ・イエロー・オレンジ・マリブ・ジャスミン・コヨーテ
サイズ：12×10.5cm　重量：11g 素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

▶少し大きなワレット  ▶小物入れとしても利用可能

カードポケット
（Lのみ）

出し入れしやすい
開口部

出し入れしやすい
開口部

出し入れしやすい
開口部

少し大き目なので貨幣だけでなく日焼け止めやリップクリーム等小物入れとしても利用できます。

横長デザインのワレットは内部にカードを2枚収納できるポケットが付いています。
紙幣やポケットティッシュの収納にも便利です。

UL WALLET ULワレット
2210900076  ¥2,420（税抜¥2,200）
カラー：ブラック・フリント
サイズ：8.7×11×0.6cm /オープン時 21×11cm　重量：22g
素材：210D＆100Ｄロビック®ハイテナシティーナイロン

▶小銭用ポケット  ▶カードポケット（2枚）

フォールディングタイプのワレットです。
小銭ポケットとカードポケットが付いています。

WALLETS

トレイルワレットL：マリブ

トレイルワレットL：
グレープ

トレイルワレットM：
ポケットティッシュ収納可

トレイルワレットL：
紙幣収納可

トレイルワレットS：
クレジットカード収納可

トレイルワレット  収納サイズ

ULワレット：フリントULワレット：ブラック

NEW COLOR NEW COLOR

ミューテッドピーチ（New）

トレイルワレットS：
カッパーオキサイド（New）

トレイルワレットM：
ミューテッドピーチ（New）

カッパーオキサイド（New）ブラック ブラックグレープ ホワイト

ブルーベリー グレープレモンライム イエローオレンジ オレンジ

コヨーテ マリブ ジャスミン コヨーテ

WATER BUCKET ウォーターバケット   
2210900089  ¥5,500（税抜¥5,000）
カラー：アソート　サイズ：34.3×34.3×28cm
重量：136g　容量：7ℓ 素材：210Dコーデュラ®

水場からキャンプサイトまで運ぶのに最適な
折りたたみバケツです。
▶水がこぼれにくい形状  ▶乾燥用ループ

KITCHEN SINK キッチンシンク   
2210900090  ¥5,500（税抜¥5,000）
カラー：アソート　サイズ：45.7×45.7×15.2cm
重量：136g　容量：7ℓ 素材：210Dコーデュラ®

キャンプでの皿洗いに最適な折りたたみ式
シンクです。
▶汚れた水を排出しやすい形状  ▶乾燥用ループ

KITCHEN ACCESSORIES



タクティカル
タフサック：
カモフラージュ1

タクティカルサチェル：コヨーテ

タクティカルOpsトート：コヨーテ

タクティカル
エアバッグ：
コヨーテ

タクティカル
エアジップサック：
コヨーテ

TACTICAL 
HIP WING
タクティカルヒップウィング  
2311200018  
¥4,180（税抜¥3,800）　

アウトドアで定評のある
小型のヒップパックの
タクティカルカラー仕様です。

カラー：カモフラージュ1・コヨーテ　
サイズ：24×14×2cm 　容量：1.4ℓ　
重量：100g 素材：210Dナイロン

▶キーチェーン

TACTICAL TOUGHSACK
タクティカルタフサック
2L 2310900053  ¥2,090（税抜¥1,900）
サイズ：11.6×6.8×26cm　容量：2ℓ　重量：20g 

3L 2310900054  ¥2,200（税抜¥2,000）
サイズ：14.5×8×30cm　容量：3ℓ　重量：22g 

5L 2310900055  ¥2,310（税抜¥2,100）
サイズ：16.5×9×34cm　容量：5ℓ　重量：28g 

素材：210Dナイロン　カラー：カモフラージュ1

TACTICAL OPS TOTE
タクティカルOpsトート   
2311200029  ¥19,800（税抜¥18,000）

カラー：コヨーテ
サイズ：40×30×16cm  
容量：22ℓ　重量：500g
素材：500D＆200Dナイロンコーデュラ®

TACTICAL AIR ZIPSACK 
タクティカルエアジップサック
5L 2310900075  ¥2,970（税抜¥2,700）
サイズ：20×12×10cm　容量：5ℓ　重量：28g

9L 2310900076  ¥3,190（税抜¥2,900）
サイズ：24×15×12cm　容量：9ℓ　重量：34g

汎用性の高いこの3ウェー対応のトート
バックは日常での任務でも有効です。大き
なダブルジッパー付きメインコンパートメ
ントが移動中でも中身を保護して前面の
大きなサブポケットが収納量をアップしま
す。肩が通せる長さのチューブラハンドル
で快適に荷物を運べますが、もし荷物が重
くなったら取り外し式のショルダーストラッ
プを使用するか背面に内蔵されている
チューブラハーネスを展開することでトー
トバックからバックパックに変身します。ミ
ネソタ州のグラナイトギア本社工場製です。

▶3ウェー対応   ▶フロントポケット   
▶チューブラハンドル   
▶取り外し式ストラップ   
▶内蔵式チューブラハーネス   
▶ ITWギリ―バックル

TACTICAL HIP ZIP
タクティカルヒップジップ  
2311200028  ¥7,700（税抜¥7,000）

カラー：マルチカム・コヨーテ　サイズ：24×14×2cm 　容量：1.4ℓ　
重量：100g 素材：500Dナイロン

この小ぶりなヒップパックはパックを背負った時の、身の回りのギアを入れるのに
最適なサイズです。ITW社のタクティカル向けバックル「Ghillie」を採用していて
マルチカム仕様はジッパーテープ部とハンドルにもマルチカムを採用しています。
ミネソタ州のグラナイトギア本社工場で生産されています。

▶キーチェーン   ▶ ITWギリーバックル

グラナイトタクティカルギアの製品は指定された販売店様のみでの扱いになります。また数量限定となります。

アウトドアでの30年に渡る製品開発をフィードバックして開発されたグラナイトタクティカルギアの製品は
アメリカ陸海空軍及び海兵隊の特殊部隊を統合するSOCOM（合衆国特殊作戦軍）で正式採用されています。

GRANITE TACTICAL GEAR

タクティカル
ヒップウィング：
カモフラージュ1

タクティカルヒップウィング：
コヨーテ

TACTICAL SATCHEL
タクティカルサチェル   
2310900065  
¥4,950（税抜¥4,500）

タクティカル仕様のサチェルです。アウトドアモデル
（P.13）と同じ仕様ですがタクティカルタグがついて
います。

カラー：コヨーテ
サイズ：20×17.5×4cm　重量：70g
素材：210Dナイロン

▶ジッパー付き開口部   
▶内部デバイダー   
▶ベルクロ付きサイドポケット   
▶キーチェーン

タクティカルヒップジップ：
マルチカム

タクティカルヒップジップ：
コヨーテ

2L 2310900067 11.6×6.8×26cm 12g ¥1,650（税抜¥1,500）
3L  2310900068 14.5×8×30cm 14g ¥1,760（税抜¥1,600）
5L 2310900069 16.5×9×34cm 19g ¥1,870（税抜¥1,700）
7L 2310900070 18.3×10×38cm 20g ¥1,980（税抜¥1,800）

TACTICAL AIR BAG
タクティカルエアバッグ

素材：30Dシルナイロンコーデュラ®　カラー：コヨーテ
▶楕円形  ▶ハイパロン製グロメット  ▶ウルトラライトコード  
▶マイクロコードロック  ▶スタッシュパック入り

カラー：コヨーテ
素材：30Dシルナイロンコーデュラ®

▶超軽量コンプレッションスタッフサック
▶バスタブ構造で濡れたものの上にも
   置けます  
▶スタッシュパック入り

ショルダーストラップ
使用時

バックパック時

グリップマスター [U.S.A.]

グリップマスター：
ミディアム

グリップマスター  
▶指別の握力強化グリップマシーン  ▶全てのスポーツに最適

ライト：3910900001 ¥3,080（税抜¥2,800）
張力：5lbs　負荷：約2kg　カラー：ブルー　
用途：少ない負荷で反復を好む方

ミディアム：3910900002 ¥3,080（税抜¥2,800）
張力：7lbs　負荷：約3kg　カラー：レッド　
用途：通常トレーニングでライトでは物足りない方

ヘビー：3910900003 ¥3,080（税抜¥2,800）
張力：9lbs　負荷：約4kg　カラー：ブラック　
用途：ゴルフ、クライミングなど強いパワーを求める方

プロ：3910900004 ¥3,960（税抜¥3,600）
張力：11lbs　負荷：約5kg　カラー：ホワイト　
用途：上記商品に飽き足りなくなった方

©E.Baistrocchi

スポーツ酸素 [JAPAN]

スポ-ツ酸素D 
トライアルセット
0610900006  
¥11,000（税抜¥10,000）
（セット価格）

標準付属品：
レギュレータ、
スポーツマスク、
酸素カートリッジ1本
本体バルブ：毎分0～2ℓ可変式
重量：約430g（カートリッジ1本使用）

スポ-ツ酸素DX 
トライアルセット
0610900007  
¥13,200（税抜¥12,000）
（セット価格）

標準付属品：
残量計付きレギュレータ、
スポーツマスク、
酸素カートリッジ1本
本体バルブ：毎分0～2ℓ可変式
重量：約450g（カートリッジ1本使用）
残量計表示：F（満）～E（空）

▶残量計付き

別売カートリッジ
0610900002  
¥1,815（税抜¥1,650）
（1本）
サイズ：長さ14cm、直径4cm
内容量：95cc
ガス量：約18ℓ（35°c）　
重量：260g　※出荷単位1

スポーツサンソはカートリッジ式の超小型酸素供給器です。
エアゾールタイプと違ってバルブの開閉で流入量を毎分0
～2Lまで調整しながら酸素を吸うことが可能です。カート
リッジ式のボンベには約18Lの酸素が充填されています
ので毎分1Lの使用で18分間の連続使用が可能です。
ハードな運動では通常の10倍以上の酸素を必要とする
場合があります。ちょっとしたインターバルの間に吸えば、
呼吸も整い、落ち着いて次の行動に移ることが出来ます。

各製品は医療用具ではありません。
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