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カラー／ペイヴメント (033)、ルイボス (806)
サイズ／S,M,L　
重　量／170g (M)
仕様／シェル＆ライニング：ブルーサイン認証済、撥水加工済 12ｄ

リップストップナイロン１００％　インサレーション：850FP ダ
ウンテック™（撥水加工済ダウン、水に濡れても保温力が落ち
ません）ブルーサイン認証済、RDS認証済、PFCフリー

　　　深めのジップのプルオーバー　

【仕様】
シェル：ブルーサイン認証済、GRS認証済、撥水加工済ポスト-インダストリアルリサイクル20ｄリップストップナ
イロン100%　ライニング：GRS認証済、撥水加工済ポスト-コンシューマーリサイクル20ｄポリエステル100%　
インサレーション：700FP ダウンテック™（撥水加工済ダウン、水に濡れても保温力が落ちません）ブルーサイ
ン認証済、RDS認証済、PFCフリー

【ルナパーカ＆ジャケット共通仕様】
シェル：ブルーサイン認証済、GRS認証
済、撥水加工済ポスト-インダストリアル
リサイクル20ｄリップストップナイロン
100%　ライニング：GRS認証済、撥水加
工済ポスト-コンシューマーリサイクル20
ｄポリエステル100%　インサレーショ
ン：700FP ダウンテック™（撥水加工済ダ
ウン、水に濡れても保温力が落ちませ
ん）ブルーサイン認証済、RDS認証済、
PFCフリー

ダンバーズプルオーバー
¥36,080 （税抜価格:¥32,800）

APMPOD21

The mountains, rivers, and trails 
２００１年にギアを作り始めてからずっと、私たちの故郷コロラド州ス
ティームボートスプリングスの山、川、道、全てがデザインのインスピレー
ションになっています。 ランチの後には本社の正面玄関からエメラルドと
名付けられた私たちのホームトレイルまでバイクライドしたり、暗くなるま
でバックカントリーを散策して、トラウトがたくさんいそうな川の近くのそ
の日の気分にマッチしたテントナイトを探します。 私たちが季節を問わず
最も楽しいと思える時は「アウトドアで遊んでいる時だ」というのは、とても
リアルな言葉だと思います。
あまりにも寒いコロラド北西部の冬、ここで快適に遊ぶために２０１４年に
インサレーションアパレルのラインをデザインする事に決めました。暖か
さ、快適さ、そしてもっともっと暖かくということが開発コンセプトでした。
すべてのアウトドアでの遊びは身体が暖かくて快適な方が絶対に楽しいで
すよね。気温が氷点下になる１月にスキーに誘われて出掛けても、寒さで震
えずに快適に楽しめれば、また次も続けて遊ぶ可能性が高くなります。 
この２０２１年秋に発売されるアパレルは、ビッグアグネスのあるここス
ティームボートで暮らして、遊んで学んだ２０年間、そして地元の人達、峠を
越えた都会の人達、世界中の友達から聞いたこと全てを表現しています。こ
のコレクションは、アウトドアを楽しむライフスタイル向けですが、スタイル
や素材は、あなたのどんな冒険にも役に立つことでしょう。　
Enjoy the warmth...

カラー／ブラック (001)、トゥルーブルー / トレードウィンズ (462)、マウンテンビュー / タプナード (345)、
バルバドスチェリー / マリタイムブルー (623)
サイズ／S, M, L
重量／454g (M)

ショベルヘッドジャケット
¥39,380 （税抜価格:¥35,800）

APMJSH21

トゥルーブルー / トレードウィンズ
 (462)

マリタイムブルー
 (411)

ペイヴメント
（033）

ブラック
（001）

パープルベルベット
（505）

パープルベルベット / エルダーベリー
（541）

ブラック
 (001)

バルバドスチェリー / マリタイムブルー
 (623)

マウンテンビュー / タプナード
 (345)

通常のダウンより27倍長くドライな状態を保つ、
撥水加工済のダウン、ダウンテック™を採用。

TECHNOLOGY ～地球環境に優しい素材を厳選し、採用しています～
ビッグアグネスのダウンジャケットは着る人のための「快適」はもちろん、機能性、信頼性、そして、地球環境に優しい製品づく
りをしています。 生地はもちろんパーツなど全ての素材を見直し、天然資源への影響を軽減するため可能な限り、リサイク
ル素材を採用しました。シェルと裏地の生地は、全てサスティナブルな素材で構成されています。

・GRS認証（グローバル・リサイクルド・スタンダード）
・RDS認定（レスポンシブル・ダウン・スタンダード）
・BLUESIGN®認証
・PFOA（ピーフォア）、 PFOS（ピーフォス）フリー

環境に配慮したリサイクルの国際認証

動物、鳥たちを大切に扱い、動物繊維の品質向上のための国際基準

環境保護、品質向上を目的とした、繊維業界の世界最高レベルの厳しい基準

自然界に存在しない分解されにくい環境中に残ってしまう化学物質を使用して
いません。

NEW

カラー／トゥルーブルー（466）、バルバドスチェリー / マリタイムブルー (623)
サイズ／S,M,L　
重　量／369g (M)
仕様／シェル：ブルーサイン認証済、GRS認証済、撥水加工済ポスト-インダストリ

アルリサイクル20ｄリップストップナイロン100%　ライニング：GRS認証
済、撥水加工済ポスト-コンシューマーリサイクル20ｄポリエステル100%　
インサレーション：700FP ダウンテック™（撥水加工済ダウン、水に濡れて
も保温力が落ちません）ブルーサイン認証済、RDS認証済、PFCフリー

　　　大きめカンガルーポケット付　

レッドエレファントカグール
¥29,480 （税抜価格:¥26,800）

APUCRE21
NEW

ルイボス
（806）

ペイヴメント
033）

トゥルーブルー
（466）

バルバドスチェリー / マリタイムブルー
 (623)

NEW

カラー／ペイヴメント（033）、マリタイムブルー (411)
サイズ／S, M, L
重量／624g (M)

仕様／シェル：ブルーサイン認証済、撥水加工済30
ｄリップストップナイロン100%　ライニング：GRS認
証済、ポスト-コンシューマーリサイクル撥水加工済
20ｄポリエステル100%インサレーション：600FP ダ
ウンテック™（撥水加工済ダウン、水に濡れても保温
力が落ちません）ブルーサイン認証済、RDS認証済、
PFCフリー　ファイヤーライン™ECO化繊綿（ポスト-
コンシューマーリサイクルポリエステル100%

フレイタージャケット
¥40,480 （税抜価格:¥36,800）

APMJF21
NEW

カラー／ブラック（001）、
　　　 パープルベルベット（505）
サイズ／S, M　
重量／539g (M)

ウイメンズ　ルナパーカ
¥43,780 （税抜価格:¥39,800）

APWPL21
NEW

カラー／パープルベルベット / エルダーベリー（541）
サイズ／S, M　重量／425g (M)）

ウイメンズ　ルナジャケット
¥39,380 （税抜価格:¥35,800）

APWJL21
NEW

＠bigagnes_japan

私たちの故郷であるスティームボートのBaファンの一番人気のダウンジャケットです。
レギュラーフィットなので、動きやすく、レイヤリングもしやすいデザイン。撥水性があるので、スキーや冬のキャンプに最適です。
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