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　時間がない？ それってもしかしたら、頑

張って作るものなのかも。スマホを眺める

時間を減らしてみる。ちょっとだけ早起き

してみる。バチッと集中して、仕事を少し

だけ早く切り上げる。そんな小さな積み重

ねでも、けっこう時間は作れるはず。そう

やって「MAKE：TIME」したらなにをする？ 

上の英文がグレゴリーとしての考え。「冒

険しよう」「リアルな空気を吸おう」「笑おう」

「走ろう」「アウトドアでおしっこを……」

おっと。つまり、積極的に時間を作って

もっと自分が好きなことに使いましょうと

いうこと。簡単じゃないかもしれませんが

チャレンジしてみる価値はあると思います。

「結局遊びで忙しい！」となれば、言うこ

となし、じゃありません？

グレゴリーと過ごす、自由な時間を生みだそう！

MAKE TIME TO EXPLORE. MAKE TO TIME TO BREATHE REAL AIR. 

MAKE TIME TO LAUGH. MAKE TIME TO RUN. MAKE TIME TO PEE OUTDOORS. 

MAKE TIME TO UNPLUG. MAKE TIME FOR FAMILY. MAKE TIME TO HANG. 

MAKE TIME TO SING. MAKE TIME TO MOVE. MAKE TIME FOR THE MUNCHIES. 

MAKE TIME TO SLEEP. MAKE TIME TO WAKE UP. MAKE TIME TO HYDRATE. 

MAKE TIME FOR FRIENDS. MAKE TIME FOR THE FUTURE. 

MAKE TIME TO DISCONNECT. MAKE TIME TO RECONNECT. 

MORE
INFORMATION.
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LIGHTWEIGHT BACKPACKING

なにごとにも絶妙な組み合わせというものがある。

パラゴン＆メイブンの背面システムと

ヒップベルトがまさにそんな感じ。

ソフトな背負い心地と高い通気性を持つ背面。

それと繋がる可動域が広い腰回りはどんな動きをしても、

しっかりと体に密着したまま。柔らかさと動きやすさ

そして快適性を高いレベルで融合。

「なんだか好きな人に抱きつかれている感覚というか……」

パラゴンを愛用しているあるガイドさんの言葉。

ちょっと照れながら言ってたけどそれって結構、言い得て妙かも。

PARAGON & MAVEN
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快適性を長続きさせる決め手は、ハイカーの体の動きに逆らわずに追従するバックパックをデ

ザインすること。特許出願中のフリー・フロート・サスペンションは、ウエストのコンフォート・

クレイドル・システム（動きに合わせて伸びる仕組み）がハイカーの動作に応じてスムーズに

動き、荷重を均一に分散。さらに、通気性に優れる3Dフォームのバックパネルで、背中側も

しっかりとサポートします。このハイブリッドなサスペンションシステムにくわえて、背面長の調

節も可能。しかもヒップベルトもカスタマイズでき、あつらえたような背負い心地を実現。

FREE FLOAT SUSPENSION

LIGHTWEIGHT BACKPACKING

　パラゴン＆メイブンの背面システムに

は、グレゴリーがこれまで積み上げてき

た細かな工夫が詰まっている。まず3D

フォームのバックパネル。これは背中に当

たる部分を最小限にしながら、同時に荷

重が背中側にしっかりかかるようになって

いる。そこから腰回りへと繋がる部分に

はストレッチ性のある素材を採用。これに

よって、捻れや斜めの動きなど、どんな動

きにもしっかりと体にフィットした状態を

キープする。ヒップベルトも3Dフォームの

柔らかな素材なので、タイトに締め付けて

も、ストレスフリーだ。背中、肩、腰にほど

よく荷重を分散するだけで、こんなにも背

負い心地が変わることにきっと驚くはず。

縦走はもちろん、足を大きく振り上げる岩

稜帯でも、バックパックは常に安定して付

いてきてくれるのだ。

快適な歩行のために、できること全部
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PARAGON & MAVEN
FEATURES

» 通気性が高く、体の動きにしなやかに追従する

フレックス・パネルを備えたフリー・フロート・

サスペンション　» 荷物の取り出しやギアの整

理収納に便利なフルレングスのサイドジッパー　

» 肉抜きして通気性に優れる3Dフォームのバッ

クパネル。背面長は調節可能　» 調節可能な

3Dコンフォート・クレイドル・ヒップベルト。立

体的な構造で身体を包み込み、ストレスフリーな

快適性を実現　» 通気性の高いショルダーハー

ネス。スターナムストラップのバックルにはセー

フティホイッスルが付属　» アルミ合金のウィッ

シュボーン・フレームとグラスファイバーのアン

チバレリング・クロスステイを内蔵。柔軟性を保

ちながらねじれに強く、荷重を安定させる　» 雨

蓋下のジッパー付きポケットにレインカバーを内

蔵　» ショルダーハーネスにサングラス収納用

クイックストウを装備。サングラスを傷つけるこ

となく安全に持ち運べる　» ハイドレーション・

スリーブは、3Dハイドロリザーバー（別売）の

スピードクリップ取付けシステムに対応　» キー

クリップが付いたフローティング・トップポケッ

ト、ジッパー式の大型コンパートメントと下面の

ジップポケット、反射式アタッチメントポイント　

» 両サイドにストレッチメッシュポケットを装備。

コンプレッションストラップはポケットの上下ど

ちらを通すこともできる。片方にはサイドトレイ

ルアクセス機能を装備　» フロントのストレッチ

メッシュポケットは安全なバックル式　» クイッ

クプル・ドローコード開閉式で、トップにウェビ

ング・コンプレッション　» ボトムには、取り外

し可能な仕切り付きの寝袋用コンパートメント　

» トレッキングポールやピッケルを取り付けられ

るアタッチメントを装備　» 専用のコンフォート

グリップ成形ジッパープルと成形ウェビングキー

パーでストラップを管理　» ナノ14デイパック

を連結できる内蔵トグル「ナノコネクト」搭載

MORE
INFORMATION.
CHECK THIS

QR !!

自分のジャストフィットを探る

　山岳ガイドとしての仕事以外にも、国立登

山研修所の講師も務める島田和昭さん。航

空機動隊の訓練も行うなどその道のプロ中

のプロ。そんな彼がグレゴリーを愛用し続け

て、はや20年。


　20年前は背面長を変えられるバックパッ

クというのは、ほとんどありませんでした。だ

からグレゴリーは背面長の大切さを最初に

意識させてくれた存在です。重たい荷物を背

負ったときに、肩と背中と腰に綺麗に荷重が

分散されることが、こんなにもストレスを減ら

してくれるのか、という衝撃がありました。

　パラゴンに関して言えば、軽くて、背負い

やすくて、扱いやすい。とてもバランスが良い

ですね。僕のようにたくさんの荷物を背負う

場合、例えば 20kgとかになると、ちゃんと荷

重が分散しているかはどんどんシビアになっ

てきます。そういうときに、その場で背面長が

変えられるパラゴンのシステムはとても良い。

　ほとんどの登山者は、細かい調整は意識

していないかもしれませんが、荷物が重い時

には、ちょっと調整してあげるだけで、体の

負担は軽くなります。冬のウェアと夏のウェ

アでは当然厚さが違いますから、厳密に言え

ば時期によっても背面長は変えたい。パラゴ

ンならそういう微調整も直感的にできる。背

面長の重要さを正しく理解するためのバック

パックとしても良いかもしれません。自分で

調節してみるのが、一番わかりますから。

LIGHTWEIGHT BACKPACKING

68L , 58L , 48L / 65L , 55L , 45L

島田和昭。日本山岳ガイド

協会山岳ガイドステージ2。

日本プロガイド協会所属。

登山用品店勤務を経て、

2001年に島田ガイド事務

所を設立。国内のバリエー

ションルートや、バックカント

リースキーを始め、海外での

ガイドも。国立登山研修所

講師や日本山岳レスキュー

協会事務局長も務める。

KAZUAKI SHIMADA

FRONT

スリーピング
バック収納部

サイドアクセス
ジッパー

トレッキング
ポール・
アタッチメント

サイド・ストレッチ
メッシュポケット

丈夫な
ストレッチメッシュの
フロントポケット

BACK

大容量ポケット

腰で快適に支える
フリー・フロート・
ヒップ・ベルト
調整可能

背負ったまま
手が届くサイドの
ストレッチポケット

素早く
アクセスできる
レインカバー

サングラス用
クイック・ストゥ

背面長を調整できる

06



登山のプロでもないんだし
必要以上にバックパックを持つ必要ってない。
でも、いろんな機能があるし、なかなかひとつに絞れない！
そんな悩み、わかります。だったらここはひとつ
スタウト＆アンバーを試してみてはいかがでしょう。
さまざまな場面に対応する汎用性と高い耐久性を兼ね備えた
このモデルは、縦走登山から1泊2泊の山小屋泊まで
あらゆる登山スタイルに対応してくれます。
背負い心地？ もちろんグレゴリークオリティです。

BACKPACKING

STOUT& AMBER
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　ひとことに山登りと言っても、そのスタイ

ルや好みはさまざま。生活用具一式を背

負っての長期縦走。気楽に軽快に楽しむ

山小屋泊を中心としたもの。さらには、海

外でのバックパッキング。どんな使い方を

するとしても、スタウト＆アンバーは、しっ

かりと応える高い汎用性を備えている。要

所要所の素材には耐久性の高いものを採

用しているから、長く愛用できるし、ポケッ

トの配置や容量なども、使いやすさを最

大限に考慮している。アルミ合金のフレー

ムから、腰回りのヒップベルトに滑らかに

繋がり、背負い心地も上々。背面長は約

10cm単位で細かく調整することができる

ので、カスタムフィットも実現している。ス

タイルだけでなく、どんな体型にも対応す

るバックパック。これがグレゴリーが考え

る、本当の汎用性の高さ。

高いレベルでの“必要十分”を実現

BACKPACKING

軽量なアルミ合金製ウィッシュボーン・フレームは、ハーネスと腰回りの3Dヒップベルトに直

結しているので、荷重が安定し、快適性を向上。ヒップベルトとバックパックが一体化している

ので、体を包み込むようなフィット感も生まれます。背面長は10センチ単位で調節が可能で、

体型だけでなく、荷物の重量などによっても細かく調整できる。フィットチューン・ヒップベル

トは背負った状態でも素早く簡単に、10cm単位で微調整できます。3Dフォームのバックパネ

ルは、抜群の通気性で、軽やかで快適な着用感が一日中継続。

VERSA FIT
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STOUT & AMBER
FEATURES

» 通気性の高い3Dフォームのバックパネル。

背面長は調節可能　» パッド入りのヒップベ

ルトは腰回りに合わせて調節可能。大型の

ジッパー式ポケットが付属（スタウト60とアン

バー 55はポケット位置の調節が可能） 通気

性の高いショルダーハーネス。スターナムスト

ラップのバックルにはセーフティホイッスルが

付属　» 柔軟性に富むアルミ製のウィッシュ

ボーン・フレームにより荷重が安定 › ボトム

のジッパー付きポケットにレインカバーを内蔵　

» ボトムにはジッパー付きの寝袋用コンパート

メント（スタウト60とアンバー 55のコンパー

トメントには取り外し可能な仕切り付き）　» 

キークリップが付いたジッパー式フローティン

グ・トップポケット（スタウト45/35とアンバー

44/34では固定）　» 両サイドに2本のコン

プレッションストラップとストレッチメッシュポ

ケット、片方にはサイドトレイルアクセス機能

を装備（トレイルアクセス機能はスタウト60

とアンバー 55）　» フロントには丈夫なファ

ブリックパネルが付いた大型のストレッチメッ

シュポケット　» クイックプル・ドローコード

開閉式で、トップにウェビング・コンプレッショ

ン　» ユニバーサル・ハンガーが付いたハイ

ドレーション・スリーブ　» バンジー・クロー

ジャー・システムを備えたトレッキングポール

/ツール装着用アタッチメント　» 二層構造で

補強したボトムパネル　» 専用のコンフォー

トグリップ成形ジッパープル　» ナノ14デイ

パックを連結できる内蔵トグル「ナノコネクト」

搭載（スタウト60とアンバー 55）

汎用性の高い“おいとま”ザック

　イラストレーター・鈴木みきさん。国内

での登山以外にも、よく旅に出ている人、と

いう印象がある。彼女が最新刊で取り上げ

たテーマは、それまでの山から一転して「移

住」。自身の経験をまとめた1冊だ。登山、

旅、移住。彼女にしてみれば、それぞれの

根っこにあるものは一緒なのだという。


　ちょっと“おいとま”しましょうよ、っていう

ことなんです。人生長いですから、1度ちょっ

と立ち止まって、自分の身の回りを見つめ直

す時間。山なら数日、旅なら数週間、移住な

ら数年。それぞれ期間は違ってきますが、ど

れも自分の人生を豊かにしてくれます。

　割と飽きっぽい性格なんですけど、山登り

や旅と同様に続いているのが、グレゴリーの

バックパックを愛用していることですね。私

の場合は様々な“おいとま”シーンでバック

パックを使うので、汎用性というのはとても

大切な要素です。アンバーは、ちょうどそん

な感じ。過不足なくて、これぞバックパックと

いう雰囲気。初心者の人でもパッキングを工

夫しなくても、導かれるように収まるべき所に

収まりそうです。背面とウエストハーネスが

立体的に繋がっている構造なので、常に背

中に付いてくる感じも好みです。女性の体っ

て男性に比べて凹凸が大きかったり、お肉も

あるので、すっぽり包まれるようなこの感じ

が心地良い。次の“おいとま”の旅は、このア

ンバーと一緒に巡ってみようかな。

BACKPACKING

60 L , 45 L , 35 L / 55L , 44L , 34L

FRONT

スリーピング
バック収納部

トレッキング
ポール・
アタッチメント

丈夫なファブリック
パネル付き
大型ストレッチ
メッシュポケット

ポケットの
内外どちらも
通すことができる
コンプレッション・
ストラップ

サイド・
メッシュポケット

BACK

大容量ポケット
ヒップ・ベルト・
システム

素早く
アクセスできる
レインカバー

通気性に優れた
ショルダー
ハーネス

バックパネル

背面長を調整できる

セーフティ
ホイッスル

鈴木みき。イラストレーター。

登山の魅力をわかりやすく

伝えるコミックエッセイを多

数発表。山ガールブームの

火付け役。海外登山を中心

とした「山っていい友！　ツ

アー」も開催中。著書に「悩

んだときは山に行け！」、「私

の場合は、山でした！」など。

最新作は「中年女子、ひと

りで移住してみました」。

MIKI SUZUKI

MORE
INFORMATION.
CHECK THIS

QR !!

12



タフな旅をするには、タフな相棒が必要。

ただし、脳みそまで筋肉みたいな、ガサツなヤツでは

途中で絶対にトラブルを巻き起こすに決まってる。

バルトロとディバは、繊細さとタフさをあわせ持った

グレゴリーが自信を持ってオススメする理想のパートナー。

北アルプスを上高地から立山まで抜ける？ 

2週間かけてエベレストのベースキャンプまで？ 

世界一周旅行のお伴？ 

そのすべてで、バルトロ＆ディバの出番です。

PREMIUM BACKPACKING

BALTORO & DEVA
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米Backpacker誌のエディターズチョイスに選ばれるなど、各方面から

評価され続けているバルトロとディバ。その大きな理由は「レスポンスA3 

サスペンション」にある。ハーネスとヒップベルトの両方を独立して回転

させるこの画期的なシステムは、行動中のどんな動きにもピッタリと寄り

添って、常に安定した状態をキープしてくれる。これは、登山中の重心移

動にかかるエネルギーを軽減し、とくに長時間の行動時には、その差が

大きな違いを生むことになるのだ。もちろんバルトロ、ディバともに、すべ

てのサイズで背面長の調整が可能。それに加えて、細かいアジャスト機

能によって、どんな体型の人にも最適な背負い心地に。

RESPONSE A3

　バルトロを初めて背負った時、その見た

目からは想像できないような繊細な背負い

心地に、大抵の人が驚く。

　これは「レスポンスA3 サスペンション」

など、「バックパックは運ぶものではなく、

身につけるもの」という哲学のもと、グレゴ

リーがこれまで築き上げてきたフィッティ

ングのノウハウを詰め込んだ結果。他にも

腰の部分の着脱可能なパッドや、背骨の

長さに合わせて微調整ができるショルダー

ハーネス。内部に仕切りがある二層構造

の雨蓋ポケット、通気性に優れる背面パ

ネルや、各部の3Dメッシュ、フロントがガ

バッと大きく開くU字ファスナーなどなど。

その繊細っぷりは数え上げたらキリがない

ほど。その一方で、見た目を裏切らないタ

フさも持ち味。尖った岩に擦りつけられて

も、トラックの荷台に放り込まれても、長

い間風雨にさらされたとしても。良い“味”

はでるかもしれないけれど、壊れる心配を

する必要はない。

タフだけど繊細。絶妙なヤツなのです
BARTORO & DEVA
FEATURES

» 男女ともに3種類の背面サイズから選択可

能。 » 男女で異なるデザイン。女性用は胸部

が湾曲したショルダーハーネスを採用し、バッ

クパネルの幅なども男女で変え、体型の違い

による背負い心地の差を軽減。 » ランバー

パッド。腰の中心があたる部分には着脱可能

なパッドを装備。体型や好みに合わせてカス

タマイズできる。 » 3Dエアメッシュ。ヒップ

ベルトとショルダーハーネスの、身体に接する

部分に効率的に汗を吸収＆発散させる3Dメッ

シュを採用。 » シリコングリップ・オーバレ

イ。背面バッドの腰部分にはシリコンで滑り止

め加工をし、つねに正しい位置をキープ。 » 

サイドのボトル／アクセサリー収納ポケット。

ボトルはもちろん、口紐付きなので小物の収

納にも便利。使わない時はバックパック内部

に収納することができる。 » フロントのメイン

開口部は上から下まで開くU字ジッパー式で、

荷物の出し入れが容易にできる。 » 本体下

部にはスリーピングバッグ用の取り外し式の

仕切りを装備。 » フロントのメッシュポケット

はレインウェアなど素早く取り出したいものを

入れておくのに便利。 » 専用設計のレインカ

バー付き。雨蓋裏のジッパー式ポケットに収

納でき、素早くアクセスができる。 » 給水リ

ザーバー用スリーブは超軽量のデイパックへ

と変化が可能。 » ウエストベルトには、防水

とメッシュの2種類のポケット付き。

PREMIUM BACKPACKING

95 L, 85 L , 75 L , 65 L / 80L , 70L , 60L

通気性に優れる
マトリックス・
ベンチレーション・
バックパネル

背面下部は
シリコン素材で
快適にフィット

トレッキング
ポール・
アタッチメント

サングラス用
クイック・ストゥ

ランバー・
パッドは
取り外し可能

ストレッチ
メッシュの
サイドポケット

BACK

内部に仕切りをもつ
ダブルバレル構造の
雨蓋

素早く
アクセスできる
レインカバー

フロントが
大きく開く
U字型ファスナー

防水仕様の
ヒップ・ベルト・
ポケット

寝袋などを
素早くとり出せる
ボトムアクセス

FRONT

MORE
INFORMATION.
CHECK THIS

QR !!
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ズール＆ジェイドは、丁度良いライトウェイト感。

背負ったまま後ろに手を伸ばせば

ボトルに簡単にアクセスできるメッシュポケットや

フロントがガバッと開くメインコンパートメントの作りなど

使い勝手的に足りていないものはないけれど、十分に軽い。

新しくなった背面システムは抜群の背負い心地だし

デイハイクから気合いを入れた縦走まで

さまざまなスタイルの山歩きに柔軟に対応してくれる。

ソロ登山だって、もう寂しくない。ズール＆ジェイドが

後ろからぴったり寄り添って包み込んでくれるのだ。

VENTILATED BACKPACKING & HIKING

ZULU & JADE

18 19



BACK

大容量ポケット

腰で快適に支える
フリー・フロート・
ヒップ・ベルト・
システム

背負ったまま手が届く
サイドのストレッチポケット
（ズール 55L /ジェイド 53Lのみ）

素早く
アクセスできる
レインカバー

サングラス用
クイック・ストゥ

背面長を調整できる

FRONT

スリーピング
バック収納部
（ズール 55L /
ジェイド 53Lのみ）

トレッキング
ポール・
アタッチメント

フロントが
大きく開く
U字型ファスナー

丈夫な
ストレッチメッシュの
フロントポケット

サイド・ストレッチ
メッシュポケット

ズールとジェイドに搭載されている背面システムをさらにアップデート。フ

リー・フロート・サスペンションは、背面長を調節可能にすることで、ま

るで自分専用にあつらえたようなフィット感になる。フレームにテンショ

ンをかけることで、バックパネルの通気性を高めることに成功していて、

ズールとジェイドの武器である背面の通気性の良さはこれまで以上。さら

に、ウエスト周りも大幅に改良。新しく開発したフリー・フロート・フレッ

クスパネルは、常に背負う人の動きに追従してくれる。例えば足を上げ

たら、それに合わせてヒップベルトだけが旋回し、腰回りにフィットし続け

る。本体の重心はそのままなので、グラつく心配もなし。

FREE FLOATVENTILATED BACKPACKING & HIKING

55 L, 40L , 35 L , 30 L  / 53 L , 38 L , 33L, 28 L

ZULU & JADE
FEATURES

» ショルダーハーネスのサングラス収納用ク

イックストウ。パックを背負ったまま、すばや

く安全かつ傷をつけずに、サングラスの取り

扱いが可能。 » フロントのメイン開口部は上

から下まで開くU字ジッパー式で、荷物の出

し入れが容易にできる。 　» トレイルでパッ

クを下ろさずにアクセスできる、サイドの伸

縮性メッシュポケット。 » 専用設計のレイン

カバー付き。雨蓋裏のジッパー式ポケットに

収納でき、すばやくアクセスができる。 » 携

帯電話やコンパクトカメラを収納できる特大

ヒップベルト・ポケット。 » フロントには丈

夫なメッシュタイプの目隠しポケットを装備。 

• 両サイドに伸縮性のメッシュサイドポケッ

ト。 • ボトムのサイドコンプレッションベル

トは、サイドメッシュポケットにも利用可能。 　

» 雨蓋のジッパーには、夜でも便利な反射式

のループアタッチメントを装備。 » 本体下部

にはスリーピングバッグ用の取り外し式の仕

切りを装備（55ℓ／ 53ℓモデルのみ）。 » ト

レッキングポールやアイスアックスを固定で

きる調整可能なアタッチメント・ループとフッ

クアタッチ。 » 快適な使い心地の専用設計

の成形シッパープル。  » チェストストラップ

は、ホイッスルを兼備。

　お店で試した時は丁度良いと思ったの

に、実際に長時間使ってみたら、微妙に

合っていない気がする……。

　ズールとジェイドなら、そんなイヤな経

験をする心配はしなくて良い。バックパッ

クの背面長が調節可能に変更なので、ど

んな人にも、あつらえたような背負い心地

を約束。持ち味の軽さはキープしたまま、

新素材の採用で耐久性もアップ。逆U字

ジッパー仕様に変更して荷物の出し入れ

もさらにラクに。ほとんどが曲線で構成さ

れた通気性の高い背面システムは、思わ

ず舌を出したくなるような暑い日の縦走で

も、背中は快適に保たれるし、各部のメッ

シュ素材を3Dにしたことで、さらに効果

的にムレを防止。そしてフリー・フロート・

ヒップ・ベルト・システム採用のウエスト

周りは腰に巻き付くようなフィット感で、ど

んな動きにも追随。バックパックが身体の

一部になったような、そんな特別な感覚を

味わえるはず。

まるでオーダーメイドのような背負い心地を

MORE
INFORMATION.
CHECK THIS

QR !!
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ZULU Color: ■オゾンブラック　■エンパイアブルー　■ファイアリーレッドMen’s    Ventilated Backpacking & HikingSTOUT Color: ■ファントムブルー　■フェンネルグリーンMen’s    Backpacking

Zulu 55
￥26,000

Jade 53
￥26,000

Zulu 40
￥24,000

Jade 38
￥24,000

Zulu 30
￥20,000

Jade 28
￥20,000

Zulu 35
￥22,000

Jade 33
￥22,000

JADE Color: ■エーテルグレー　■マヤンティールWomen’s    Ventilated Backpacking & HikingAMBER Color: ■シエナレッド　■アーティックグレーWomen’s    Backpacking

PARAGON Color: ■バートンオリーブ　■グラファイトブルー　■バサルトブラックMen’s    Lightweight Backpacking

Women’s    Lightweight Backpacking

Baltoro 95 Pro ￥56,000

Color: ■ボルケニックブラック

Men’s & Women’s
Premium  BackpackingBALTORO Color: ■ダスクブルー　■フェラスオレンジ　■オニクスブラックMen’s    Premium  Backpacking

Stout 35
￥20,000

Amber 34
￥20,000

Amber 44
￥23,000

Stout 45
￥23,000

Amber 55
￥27,000

Stout 60
￥27,000

Paragon 58
￥32,000

Maven 55
￥32,000

Paragon 48
￥30,000

Maven 45
￥30,000

Paragon 68
￥34,000

Maven 65
￥34,000

MAVEN Color: ■ヘリウムグレー　■スペクトラムブルー DEVA Color: ■ノクターンブルー　■アンティグアグリーン　■プラムレッドWomen’s    Premium  Backpacking

Baltoro 85
￥47,000

Deva 80
￥47,000

Baltoro 75
￥43,000

Deva 70
￥43,000

Baltoro 65
￥39,000

Deva 60
￥39,000

PRODUCT LINEUP 表示価格は全て税抜きとなっております
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※掲載商品のカラー、デザイン、
仕様、価格は予告なく変更する場
合がありますのでご了承ください。

創業以来40年間、グレゴリーのパックはその

品質と信頼性において大いなる評価を得てき

ました。これは、ウェイン・グレゴリーがこだ

わり抜いてきた構造と細部への配慮の結果で

す。そして、それこそが私たちが40年以上に

わたって作り上げてきたデザインと製造のテー

マとなっています。持っているギアによって、

その経験が変わってくることを私たちは知っ

ています。だからこそ、数年でダメになるよう

なパックは作りません。一生涯、最高の性能

で楽しめるための商品をつくっているのです。

GREGORY GUARANTEE
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