＠bigagnes̲japan

The mountains, rivers, and trails
２００１年にギアを作り始めてからずっと、ビッグアグネスは故 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。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。
ビッグアグネスのアパレルラインはここスティームボートで暮らして、
遊んで学んだ２０年に渡る経験、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。
Enjoy the warmth...

UPDATED

Shovelhead Jacket
APMJSH22

ショベルヘッドジャケット
¥32,780（税抜価格:¥29,800）

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。
カラー／ブラック、インディゴ、グレープリーフブラック
サイズ／S,M,L
重 量／454g
仕様／シェル：ブルーサイン認証済、G RS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
生産国／中国製

インディゴ
(405)

ブラック
(001)

サイズチャート

S

M

L

チェスト

インチ
cm

36-38
91-96

39-41
99-104

42-44
106-112

ウエスト

インチ
cm

28-30
71-76

31-33
79-84

34-36
86-92

ヒップ

インチ
cm

36-38
91-104

39-41
99-104

42-44
106-112

グレープリーフブラック
(307)

胸ポケット
（左胸）
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700FP

ハンドウォーマーポケット
（左右）

ビッグアグネス／ダウンジャケット

内ポケット
（左）

サムホール

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。

フードを被った状態

後ろ姿

UPDATED

Freighter Jacket

APMJF22

フレイタージャケット
¥32,780（税抜価格:¥29,800）

ベースキャンプでのゆったりとした時間をより快適なものにし
てくれるジャケットです。
長めの着丈で腰回りをしっかりカバーするデザイン。光沢を抑
えたマットな生地感はタウンユースでも活躍してくれます。
カラー／ブラック、グレープリーフブラック
サイズ／S,M,L
重 量／624g
仕様／シェル：ブルーサイン認証済、撥水加工済3 0ｄ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：60 0FP 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、RD S 認証済、PF C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%
生産国／中国製

APMJF21

BASE
CAMP
600FP
FIRELINE

サイズチャート

フード被った状態

大きめのポケット

ブラック
(001)

M

L

チェスト

インチ
cm

36-38
91-96

39-41
99-104

42-44
106-112

ウエスト

インチ
cm

28-30
71-76

31-33
79-84

34-36
86-92

ヒップ

インチ
cm

36-38
91-96

39-41
99-104

42-44
106-112

100% Recycled

グレープリーフブラック
(307)

S

腰回りまでの長めの北目

NEW

Full Moon Camp Booties

フルムーンキャンプブーティ 冬期キャンプのテントや小屋の内外で大活躍のインサレーショ
¥8,580（税抜価格:¥7,800）
ンブーティ。足首部分に簡単に絞れるコードロックシンチシステ
ムを装備、脱ぎ履きを簡単に行えるのはもちろん、冷気や雪の侵
入を防いで履き心地も向上します。アウトソールには滑り止め加
工が施されており高いグリップ力を発揮。環境に配慮された撥
水処理加工で足にも環境にも優しい作りになっています。
カラー／ブラック
サイズ／XS,S,M,L,XL
重 量／113g
仕様／シェル：ブルーサイン認証済30ｄリップストップナイロン
100%PFOA・PFOSフリー撥水加工ライニング：GRS 認証済
20ｄPFOA・PFOSフリー撥水加工ソール（内側）
：75ｄポリエ
ステル、ＥＶＡフォーム アウトソール：60 0ｄＴＰＵコー
ティングポリエステルサイドウォール：300ｄ ＰＵコーティ
ングポリエステルインサレーション：200ｇ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%）
生産国／中国製

ブラック
(001)

FIRELINE
しなやかで歩きやすい構造

簡単調整のコード
シンチシステム

100% Recycled

足裏は600ｄ、
サイドは300ｄと強靭な素材を使用し耐久性を確保

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。

ビッグアグネス／ダウンジャケット
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ファニチャー
もっと軽く！

ウルトラライトチェア。

Skyline UL Chair

スカイラインUL チェア
¥18,700（税抜価格：¥17,000）

FSULCO22
オレンジ

FSULCB19
ブラック

使用サイズ／幅53×奥行44×高さ66×座面高38cm
収納サイズ／9×9×43cm 重量／794g 耐荷重／110kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウム
ポールシステム
素材／70d Robic™ ウルトラライトナイロン、66リップ
ストップナイロン
生産国／韓国製

しっかり背もたれ、超リラックスできるコンパクトチェア

どこにでも持って出掛けよう。安定感抜群のコンパクトチェア

Big Six Camp Chair

Mica Basin Camp Chair
マイカベイスン キャンプチェア
¥19,800（税抜価格：¥18,000）

ビッグシックスキャンプチェア
¥26,400（税抜価格：¥24,000）

使用サイズ／幅56×奥行50×高さ
74×座面高41cm
収納サイズ／9×11×44cm
重量／1.05kg 耐荷重／120kg
ポール／ライトウェイト エアクラフ
トアルミニウムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェイト
ナイロン、300d リップストップポリ
エステル
生産国／韓国製

使用サイズ／幅61×奥行66×高さ
102×座面高51cm
収納サイズ／9×11×53cm
重量／1.45kg 耐荷重／120kg
ポール／ライトウェイト エアクラフ
トアルミニウムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェイ
トナイロン、300d リップストップポ
リエステル
生産国／韓国製

FBSCCB22
ブラック

FBSCCAG19
アスファルト/グレー

FMBCCG22
グリーン

FMBCCAG19
アスファルト/グレー

本当にコンパクトに持ち運びできるテーブルです。

Soul Kitchen Camp Table
FSKCT19

ソウルキッチン キャンプテーブル
¥19,580（税抜価格：¥17,800）
使用サイズ／幅61×奥行70×高さ61cm
収納サイズ／10×13×71cm 重量／1.93kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニ
ウムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェイトナイロン、
300d リップストップポリエステル
生産国／韓国製

高さ
61cm

アスファルト

ビッグアグネスファニチャーの特徴

Woodchuck Camp Table
FWCT19

ウッドチャックキャンプテーブル
¥16,940（税抜価格：¥15,400）

部に樹脂製のハブが
無いデザイン。テン
感的に接続でき、強
度も抜群。収納も非
常にコンパクトなの

アスファルト

ビッグアグネス／ファニチャー

ハブレスデザイン

ポールのジョイント

トポールのように直

使用サイズ／幅39×奥行55×高さ43cm
高さ
収納サイズ／9×11×55cm 重量／992g
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウ 43cm
ムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェイトナイロン、
300d リップストップポリエステル
生産国／韓国製
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すっきりとした

が特徴です。

ベース／カーキャンピングテント
ついに登場！広くて軽くて快適ベーシック大型テント

Spicer Peak

最もシンプル、ベーシックで軽量なファミリーテント。簡単設営、十分な通気性、高い天井、前後２ドアと
必要最小限の前室エリア、テント内部には便利なポケットを装備。迷ったらこのテントです。

NEW
TSP422

室内高さ
178cm!

スパイサーピーク ４
¥68,200（税抜価格：¥62,000）
使用人数／2名 ドア数／2 フロア面積／5.4㎡
前室面積／1.0㎡ / 1.0㎡
収納サイズ／67ｘ25cm 重量／5.67kg
カラー／オリーブ テント内ストレージポケット数／4
ペグ：ダートダガーULステイクｘ10本
生産国／中国製
●レンジ：ベース／カーキャンピングテント
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステルタフタ 耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ナイロンメッシュ
●ポール：曲げ加工済軽量アルミポール
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ 室内高さ178cm！

NEW
TSP622

スパイサーピーク ６
¥75,900（税抜価格：¥69,000）
使用人数／6名 ドア数／2 フロア面積／7.6㎡
前室面積／1.4㎡ / 1.4㎡
収納サイズ／69ｘ30cm 重量／7.51kg
カラー／オリーブ テント内ストレージポケット数／6
ペグ：ダートダガーULステイクｘ10本
生産国／中国製
●レンジ：ベース／カーキャンピングテント
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステルタフタ 耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ナイロンメッシュ
●ポール：曲げ加工済軽量アルミポール
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ 室内高さ203cm！

スパイサーピーク4

室内高さ
203cm!

スパイサーピーク6

スリーピングパッド

SELF-INFLATION PADS

Hinman

3.5シーズン対応のフォーム入のセルフインフレータブルマット。
快適6cm厚（ワイドロング）の冬場のキャンプにおすすめのエアマット。

ヒンマン
PHWL19 ワイドロング

バ ルブ・テ クノロジー

【ツートラック、ヒンマン】
双方向のプルタブバルブにより、
簡単に膨らませることができ、
簡単に空気を抜くことが可能です。

¥18,480（税抜価格：¥16,800）

カラー／ブルー 使用時サイズ／66×198cm 重量／1.67kg素材／高強度ポリエステル（表ス
トレッチ）、軽量フォーム入り 厚み：6cm 収納サイズ／69×15cm
R値：5 コンプレッションストラップ（2本）付
生産国／台湾製
PHR19 レギュラー ¥12,100（税抜価格：¥11,000）
カラー／ブルー 使用時サイズ／51×183cm 重量／964g 素材／高強度ポリエステル（表ストレッチ）、
軽量フォーム入り 厚み：4cm 収納サイズ／55×13cm R値：5 コンプレッションストラップ（2本）付
生産国／台湾製

ビッグアグネス／カーキャンピングテント・スリーピングパッド
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軽いから快適、軽くても快適

Light and comfortable, Comfortable and light

＠bigagnes̲japan

Who is Big Agnes?

私たちは心からみんなが外に出てアウトドア、自然を
丸ごと心行くまで楽しんでいただきたいと願っていま
す。私たちのオフィスは山までわずか数分のところに
ある会社です。
私たちはこれらの山で製品のテストを繰り返し、あな
たが実際にフィールドで使うときに、いつも楽しく快
適にそして信頼できる製品を妥協なく作り続けてい
ます。

Our Mission

キャンプしたい、テントで寝たい、そうみんなが思って
欲しい。
自然に対して、感謝の気持ちをもって欲しい。
そのための最高に品質の良い、最高に快適な道具を
作り続けます。

The Mother of
Comfort

ビッグアグネスのオフィスの北側にある
標高3,676mの山、ビッグアグネス、こ
れをブランド名にしてしまうほど、彼らの
地元、
コロラド、スチームボートを愛して
いるブランドです。この自然豊かなスチ
ームボートでの生活と仕事をしているか
らこそ、彼らのインスピレーションと活力
が産まれ続けています。

２００１年創業とまだ歴史は浅いものの本道を行くオーソドックスなテントから超軽量なテントまで幅広いラインナップを誇るビッグアグネ
スは、スリーピングマットや寝袋、ダウンジャケットなどアパレルまで展開する、
アウトドア遊び大好き人間が集まった、
アウトドアギアメーカ
ーです。高い開発技術に加え独自の視点から発想し送り出されるユニークで斬新な唯一の商品は、常に世界の注目を集めます。日本国内で
は、
日本の気候・山岳条件に対応する、
日本のためのＥＸシリーズも展開しています。

3

ビッグアグネス

SUSTAINABLE

サステナブルの取り組み

ビッグアグネスは環境への影響を減らすことに取り組んでいます。
リサイクル素材の使用をはじめ
●ソリューションダイ生地のテント ●サトウキビ再生素材のマット ●テントのメッシュには難燃剤を含まない生地を使用 ●テント
ポールに酸を使用しないDAC GreenAnodizingを使用 ●ダウン製品にはRDS認定、Bluesign®認証、GRS認証、PFOA/PFOSフ
リーのダウンを使用 ●ファニチャーは梱包にビニールを使用せず、収益の一部をコロラドの地元のトレイルやリバーの保護基金に寄
付するなど

REDUCING OUR IMPACT
ONE TENT AT A TIME.

あなたが選ぶ１張のテントから地球への影響を減らすことができます。

業界初 の生地に業界で唯一採用しています。

ビッグアグネスは、ソリューションダイ・ファブリックをテント

ソルーションダイ ファブリックを使うことのメリット
⇒生産時の環境負荷を大幅に削減
> 80％の削減。エネルギーの消費量。

> 50％の削減。生産に必要な水の使用量。
（テント１張の生産あたり約２０Lを節約）
> 80％の削減。染色と仕上げに使用される化学薬品。
*従来の染色方法と比較した場合
ソルーションダイ（染色）
ソルーションダイファブリック（素材）って何？
ソルーションダイとは、生地を織ってから染色する従来の染色方法と比べて、糸が生地に織り込まれる前に着色さ
れていることを意味します。ソルーションダイファブリックは、最初から着色されたナイロン、またはポリエステル
のチップを使った糸から作られており、内側から外側まで着色されているため、紫外線に対して非常に強く、色落
ちしないファブリックです。
このソルーションダイのプロセスは、環境に優しく、高品質、これからのテントの素材として最適と言えるでしょう。

業界初

サトウキビ再生素材を採用
サトウキビ由来の再生素材を６０％以上使用し、
石油への依存を大幅に削減。環境に配慮した製法が
私たちの遊びのフィールドを1日でも長く持続してい
くことへつながります。
クッション性に優れた柔らかな素材で優しい寝心地
を提供してくれます。
※サトウキビは再生可能な原材料で、CO²排出削減、
温室効果ガス排出削減に貢献している素材です。

ビッグアグネス
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ウルトラライトテント ソリューションダイシリーズ

日本の気候に合わせた日本の為の特別なフライクリーク 〈日本別注〉

Fly Creek HV UL EX Solution Dye

日本の気候に合うようアップデートされた、日本の為のフライクリーク。USモデルと比べメッシュ部分を無く
し、1年を通じて長く快適にお使い頂けます。とても軽量で設営、撤収が簡単なのでどこまでも歩いて行ける。
そんなビッグアグネスの代名詞とも言えるテントです。

TEXHVFLY221

フライクリークＨV ＵL２ＥX ソルーションダイ
¥59,950（税抜価格：￥54,500）

使用人数／2名 ドア数／1 フロア面積／2.6㎡ 前室面積／0.7㎡
収納サイズ／14×35cm（ポール別収納：45cm） 総重量／1.06kg カラー／グレー/グレージュ
●レンジ／EX（日本仕様）ウルトラライトバックパッキング
●フライシート＆フロア／ソルーションダイ リップストップナイロン、耐水圧：1,200mm PU/SILコーティング
●本体／ソルーションダイ 通気加工リップストップナイロン、ポリエステルメッシュ
●ポール／DACフェザーライトNFL
●ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイクｘ11本
●バックル／ティップロックテントバックル™
●ガイライン／自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●テント内ストレージポケット／3
●インナードア／閉じることもできるハーフメッシュ＆ナイロン
NEW［別売オプション］TFFHVFLY221
フットプリント：フライクリークＨV２、２ＥX用
カラー／グレー 重量／142g
￥8,470（税抜価格：￥7,700）
※写真は本体メッシュモデル（US）です。

フライクリークＨV ＵL2
ソルーションダイ

人気急上昇中のULテントを日本別注モデルに 〈日本別注〉

Copper Spur HV UL EX

昨年大幅なリニューアルで使い勝手が格段にアップして人気のコッパースプールをインナーテントのメッシュを無くした日本仕様EXシリーズに追加。全ての前室跳ね上げ
構造などの特徴はそのままに、長いシーズン使用していただけて、日本の山のテント場での使用を考えつくしたテントが完成しました。
TEXHVCS221

コッパースプールＨV ＵL２ＥX
¥73,700（税抜価格：￥67,000）

使用人数／2名 ドア数／2 フロア面積／2.7㎡ 前室面積／0.8 / 0.8㎡
収納サイズ／16×35cm（ポール別収納：45cm）
総重量／1.43kg カラー／オリーブグリーン
●レンジ／EX（日本仕様）ウルトラライトバックパッキング
●フライシート＆フロア／ソルーションダイリップストップグリッド 超軽量ダブル
リップストップミックスデニールナイロン、耐水圧：1,200mm PU/SILコーティング
●本体／ソルーションダイリップストップグリッド
通気加工ダブルリップストップミックスデニールナイロン、ポリエステルメッシュ
●ポール／DACフェザーライトNFL & NSL
●ペグ／DACスーパーライトアルミニウムステイクｘ8本
●バックル／ティップロックテントバックル™
●ガイライン／自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●テント内ストレージポケット／3
●インナードア／閉じることも出来る
ハーフメッシュ＆ナイロン

メッシュの生地を
無くした安心の
インナーテント

［別売オプション］TFFHVCS220
フットプリント:
コッパースプール HV UL2用
重量／142g
￥9,020（税抜価格：￥8,200）

ドアの窓は
メッシュとナイロンの２重仕様
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コッパースプールＨV ＵL２ＥX

クレイジーライトテント

業界初の新素材「ソリューションダイ」を使用し、使いやすく機能もリニューアル！

Fly Creek HV UL Solution Dye

ビッグアグネスの代名詞ともいえるフライクリーク。2010年にアメリカのBACKPACKER誌のエディターズチョイスを受賞して10年経った今も尚、進化を続けるULテントのベス
トセラーモデルです。昨年からの変更点はソリューションダイファブリックを使用し強度軽さはそのままでUVカット効果がUP。
フライシート入口ジッパー位置を変えることで出入りと開放感がUP。新しいTiplokテントバックルを使用してポールセット、フライセットがより簡単に。
フロアの立ち上がりがより安定して雨風の侵入をより軽減できるように。新開発のダートダガーステイクが付属。

フライクリークＨV ＵL１
ソルーションダイ

NEW
THVFLY121

フライクリークＨV ＵL１ ソルーションダイ
¥52,800（税抜価格：￥48,000）

使用人数／1名 ドア数／1 フロア面積／1.9㎡ 前室面積／0.5㎡
収納サイズ／13×47cm 総重量／907g カラー／グレー/グレージュ
THVFLY221

フライクリー ＨＶ ＵL２ ソリューションダイ
¥56,100（税抜価格：￥51,000）

使用人数／２名 ドア数／1 フロア面積／2.6㎡ 前室面積／0.7㎡
収納サイズ／15ｘ50cm 総重量／1.02kg カラー／グレー/グレージュ
フライクリークＨV ＵL１・ＵL2 共通仕様
●レンジ／ウルトラライトバックパッキング
●フライシート＆フロア／ソルーションダイ リップストップナイロン、耐水圧：1,200mm PU/SILコーティング
●本体／ソルーションダイ 通気加工リップストップナイロン、ポリエステルメッシュ
●ポール／DACフェザーライトNFL ●ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイクｘ11本
●バックル／ティップロックテントバックル™
●ガイライン／自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●テント内ストレージポケット／3●インナードア／フルメッシュ

［別売オプション］
TFFHVFLY121
フライクリークＨV UL1 ソリューションダイ用フットプリント
￥7,370（税抜価格：￥6,700）
TFFHVFLY221
フライクリークＨV UL2 ソリューションダイ用フットプリント
￥8,470（税抜価格：￥7,700）

フライクリークＨV ＵL2
ソルーションダイ

私たちは軽さを求めるだけではなく、機能的なテントのパフォーマンスの限界に挑戦し続けます。
クレイジーライトシリーズのテントは今考えられる最も軽量で優れた素材と最もテクニカルで軽量なポールセットを使用して生産されており、フィールドでの長
距離移動、そして最もタフさが求められるバックカントリートラベルでの使用を想定して設計されています。
あなたが今、最も軽くて、最もコンパクトで、フルスペックで機能的なテントを探しているなら、今あなたは正しい場所にいます！

重量の限界に挑戦、クレイジーライトなフルスペックテント

Fly Creek HV Carbon with Dyneema

ビッグアグネスのクレイジーな発想のテント。超軽量なフルスペックテント。
軽さと強さをバランスよくあわせ持ったEaston社製のカーボンポールと世界最強ファイバー、引き裂き
強度、防水性能に優れたDyneemaファブリックを採用。

56cm

46cm

THVFCC119

フライクリーク HV1カーボン W/ダイニーマ
¥140,800（税抜価格：￥128,000）
使用人数／1名 ドア数／1 フロア面積／1.8㎡ 前室面積／0.46㎡
収納サイズ／13×46cm 総重量／595g カラー／グレー
THVFCC219

フライクリーク HV2カーボン W/ダイニーマ
¥151,800（税抜価格：￥138,000）
使用人数／2名 ドア数／1 フロア面積／2.6㎡ 前室面積／0.65㎡
収納サイズ／13×47cm 総重量／652g カラー／グレー

フライクリーク HV1・2 共通仕様
●レンジ：クレイジーライトバックパッキング
●フライシート素 材：超軽 量の世界最強ファイバー、
Dyneema®（ 12g/㎡）優れた耐久性と高い防水性を
あわせ持った素材。
● フ ロ ア 素 材：超 軽 量 の 世 界 最 強 フ ァイバ ー 、
Dyneema®（ 18g/㎡） 優れた耐久性と高い防水性
をあわせ持った素材。
●本体：7d通気加工リップストップナイロン
●ポール：カーボン+アルミニウムハブ（Easton®製）軽
量で強度もあり柔軟性もある素材です。
●ペグ：ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイ
クｘ6本
●テント内ストレージポケット：3
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：フルクローズドナイロン

61cm

71cm
97cm

219cm

132cm

219cm

71cm

107cm

102cm

99cm

フライクリーク HV1

フライクリーク HV2

ビッグアグネス／クレイジーライトテント
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軽さと居住性を高次元での両立を可能にしたテント

Tiger Wall UL Solution Dye

天井部にサブポールを設けることで、フライクリークよりも居住性をアップさせています。
2人用と3人用は両サイドに出入り口と全室を設け、広々快適に過ごすことができます。
フライクリークと同じく新しいTiplokテントバックルを使用してポールセット、フライセットがより簡単に。
新開発のダートダガーステイクが付属。

T TWUL221

タイガーウォールＵL2 ソルーションダイ
¥61,600（税抜価格：￥56,000）

使用人数／2名 ドア数／2 フロア面積／2.6㎡ 前室面積／0.7/0.7㎡ 収納サイズ／14×46cm
総重量／1.13kg カラー／グレー/イエロー テント内ストレージポケット／3
ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイク×9本
●レンジ：ウルトラライトバックパッキング
●フライシート＆フロア：ソルーションダイ リップストップナイロン、耐水圧：1,200mm PU/SILコーティング
●本体／ソルーションダイ 通気加工リップストップナイロン、ポリエステルメッシュ
●インナードア:フルメッシュ ●ポール：DACフェザーライトNFL
●バックル：ティップロックテントバックル™ ●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン

［別売オプション］TFFTWUL221
タイガーウォールＵＬ２ ソリューションダイ用フットプリント
カラー／グレー
￥7,920（税抜価格：￥7,200）

タイガーウォールＵL２
ソルーションダイ

ULテントのアメリカ国内人気No.1モデル

Copper Spur HV UL
ビッグアグネスが展開するULテントの中で、アメリカで最も人気のモデルがコッパースプールです。
湿気の多いサマーシーズンでも結露が少ないダブルウォール仕様。完全自立式で簡単設営。全室のジッパー
を2個所にすることでトレッキングポールなどを使用して跳ね上げてタープのように使用することができます。
室内ポケットも多数あり。そんな機能満載でありながら軽量なトータルバランスに優れるモデル。

コッパースプール HV UL1
¥60,500（税抜価格：￥55,000）
THVCSO120

オレンジ

THVCSG120

オリーブグリーン

紹介動画

使用人数／1名 ドア数／1
フロア面積／1.9㎡ 前室面積／0.8㎡
収納サイズ／14×44cm 重量／1.08kg
カラー／オレンジ、オリーブグリーン
ペグ／DACスーパーライトアルミニウムステイク×7本
テント内ストレージポケット数／5
［別売オプション］TFFHVCS120
フットプリント:コッパースプール HV UL1用／
重量／113g
￥7,920（税抜価格：￥7,200）

コッパースプール HV UL2
¥75,900（税抜価格：￥69,000）
THVCSO220

オレンジ

THVCSG220

オリーブグリーン

コッパースプールＨV ＵL1

使用人数／2名 ドア数／2
フロア面積／2.7㎡ 前室面積／0.8㎡/0.8㎡
収納サイズ／15×50cm 重量／1.42kg
カラー／オレンジ、オリーブグリーン
ペグ／DACスーパーライトアルミニウムステイク×8本
テント内ストレージポケット数／4
［別売オプション］TFFHVCS220
フットプリント:コッパースプール HV UL2用／
重量／142g
￥9,020（税抜価格：￥8,200）

コッパースプールHV UL1・2共通仕様
●レンジ：ウルトラライトバックパッキング
●フライシート＆フロア：ソルーションダイリップストップグリッド 超軽量ダブルリップストップミックスデニールナイロン、耐水圧：
1,200mm PU/SILコーティング
●本体：ソルーションダイリップストップグリッド 通気加工ダブルリップストップミックスデニールナイロン、ポリエステルメッシュ
●ポール：DACフェザーライトNFL & NSL ●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●バックル：ティップロックテントバックル™ インナードア：ハーフメッシュ
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コッパースプールＨV ＵL2

クレイジーライトテント&バイクパッキング
今、欧米で大ブームとなっている「バイクパッキング」。ビッグアグネスは日本国内では最多のバイクパックモデルをリリースします。
全てのバイクパックモデルは自転車のハンドルバー、サドルバック、バニエバックに積載しやすいようにポールの収納サイズが短く設計されています。
また収納ケースは3本のコンプレッションベルトが標準で付き、素材も外付け時を考慮して通常の軽量スタッフサックから丈夫なリップストップ素材に変更しています。
更にはヘルメットを乾かしながら保管するためのウェイビングテープ、通常よりも大きな収納用の室内メッシュポケット、フライにもウェイビングテープがありウェアやグロー
ブを乾かしたりできるバイクパック特別使用です。

元祖ULテント「フライクリーク」のバイクパッキングモデルが通常版では
採用済の環境に優しい新素材にアップデート。

Fly Creek HV UL Bikepack

UPDATED
THVFCBP122

フライクリークＨＶ ＵＬ１ バイクパック
ソリューションダイ
¥59,400（税抜価格：￥54,000）

使用人数／1名 ドア数／1 フロア面積／1.77㎡ 前室面積／0.5㎡
収納サイズ／13×17×36cm 総重量／1.08kg カラー／イエロー／グレージュ

［別売オプション］TFFHVFCBP122
フライクリークＨＶ ＵＬ１ バイクパック ソリューションダイ用フットプリント
カラー／グレー
￥7,480（税抜価格：￥6,800）

NEW
THVFCBP222

フライクリークＨＶ ＵＬ２ バイクパック
ソリューションダイ
¥61,600（税抜価格：￥56,000）

使用人数／2名 ドア数／1 フロア面積／2.6㎡ 前室面積／0.7㎡
収納サイズ／14×17×36cm 総重量／1.19kg カラー／イエロー／グレージュ

［別売オプション］TFFHVFCBP222
フライクリークＨＶ ＵＬ２ バイクパック ソリューションダイ用フットプリント
カラー／グレー
￥8,580（税抜価格：￥7,800）

【共通仕様】
●レンジ／バイクパッキング
●フライシート&フロア／ソルーションダイ リプストップナイロン、
耐水圧：1,200mm PU/SILコーティング
●本体／ソルーションダイ 通気加工ナイロン、ポリエステルメッシュ
●ポール／DACフェザーライトNSL
●ペグ／ダートダガーULステイクｘ8本
●バックル／ティップロックテントバックル™
●ガイライン／自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●テント内ストレージポケット／3 インナードア／ハーフメッシュ

フライクリークHV UL１
バイクパック

フライクリークHV UL2
バイクパック

Copper Spur HV UL Bikepack
THVCSBP121

コッパースプールＨV ＵL１ バイクパック
¥74,800（税抜価格：¥68,000）
使用人数／1名 ドア数／1 フロア面積／1.9㎡ 前室面積／0.8㎡
収納サイズ／15×34cm 総重量／1.28kg カラー／グレー/シルバー
ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイクｘ7本
テント内ストレージポケット／5

THVCSBP221

コッパースプールＨV ＵL2 バイクパック
¥82,500（税抜価格：¥75,000）
使用人数／2名 ドア数／2 フロア面積／2.7㎡ 前室面積／0.8/0.8㎡
収納サイズ／18×34cm 総重量／1.59kg カラー／グレー/シルバー
ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイクｘ8本
テント内ストレージポケット／4
コッパースプールＨV バイクパック ＵL1・2 共通仕様
●レンジ：バイクパッキング ●インナードア：ハーフメッシュ ●ポール：
DACフェザーライトNSL
●フライシート＆フロア：ソルーションダイリップストップグリッド 超軽量ダ
ブルリップストップミックスデニールナイロン、耐水圧：1,200mm PU/SIL
コーティング
●本体：ソルーションダイリップストップグリッド 通気加工ダブルリップス
トップミックスデニールナイロン、ポリエステルメッシュ
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン ●バックル：ティップ
ロックテントバックル™

コッパースプールＨV ＵL１
バイクパック

コッパースプールＨV ＵL2
バイクパック

ビッグアグネス／クレイジーライトテント・バイクパッキング
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バックパッキング＆ツーリングテント

ライダーが使いやすい広い前室のブラックテイルホテルに積載しやすいショートポールモデルが新登場！

NEW

Blacktail Hotel Bikepack

TBTHBP221

ブラックテイル ２ ホテル バイクパック
¥52,800（税抜価格：¥48,000）

紹介動画

使用人数／2名 ドア数／2
フロア面積／3.1㎡ 前室面積／2.6㎡/0.8㎡
収納サイズ／22ｘ37ｘ20cm 重量／3.03kg
カラー／グリーン/グレー
テント内ストレージポケット数／6

ブラックテイル2・3、ブラックテイル2ホテル共通仕様
●レンジ：バイクパッキング
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステル
耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ポリエステルメッシュ
●ポール：曲げ加工済軽量アルミポール
●ペグ：ダートダガーULステイクｘ10本
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ

ブラックテイル2ホテル

大きな前室で超快適なテントです

Blacktail Hotel
TBTH220

ブラックテイル 2 ホテル
¥46,200（税抜価格：¥42,000）

紹介動画

使用人数／2名 ドア数／2
フロア面積／3.1㎡ 前室面積／2.6㎡/0.8㎡
収納サイズ／18×53cm 重量／2.78kg
カラー／グリーン/グレー
テント内ストレージポケット数／6
TBT330

ブラックテイル ３ ホテル
¥53,900（税抜価格：¥49,000）
使用人数／3名 ドア数／2
フロア面積／4,1㎡ 前室面積／2.6㎡ / 0.8㎡
収納サイズ／56ｘ18cm 重量／3.12kg
カラー／グリーン／グレー
テント内ストレージポケット数／6

91cm

76cm

ブラックテイル2・3ホテル共通仕様
●レンジ：スーパーライトバックパッキング
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステル
耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ポリエステルメッシュ
●ポール：曲げ加工済軽量アルミポール
●ペグ：アルミニウムペグｘ10本
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ

132cm

107cm

229cm

［別売オプション］TFFBT220
ブラックテイル２＆ホテル用フットプリント
カラー／グレー
¥4,620（税抜価格：¥4,200）

152cm

76cm

91cm

132cm

61cm

152cm

ブラックテイル2ホテル
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ビッグアグネス／バックパッキング＆ツーリングテント

203cm

ブラックテイル3ホテル

バックパッキング＆ツーリングテント
シンプルで使いやすい横側ドア、軽量で設営簡単。

Blacktail
TBT220

ブラックテイル 2
¥30,800（税抜価格：￥28,000）
使用人数／2名 ドア数／2
フロア面積／3.1㎡ 前室面積／0.8㎡/0.8㎡
収納サイズ／18×53cm 重量／2.24kg
カラー／グリーン
テント内ストレージポケット数／6
TBT320

ブラックテイル 3
¥38,500（税抜価格：¥35,000）
使用人数／3名 ドア数／2
フロア面積／4,1㎡ 前室面積／0.8㎡/0.8㎡
収納サイズ／18×56cm 重量／2.58kg
カラー／グリーン
テント内ストレージポケット数／6
ブラックテイル 2

ブラックテイル 3

ブラックテイル2・3ホテル共通仕様
●レンジ：スーパーライトバックパッキング
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステル
耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ポリエステルメッシュ
●ポール：曲げ加工済軽量アルミポール
●ペグ：アルミニウムペグｘ10本
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ

［別売オプション］TFFBT220
ブラックテイル２＆ホテル用フットプリント
カラー／グレー
¥4,620（税抜価格：¥4,200）

初めてのテント選び、
迷ったらこのテント！ 軽量で簡単設営。

C Bar

高品質で、コストパフォーマンスにも優れたバックパッキングテント。十分な広さの前室、室内の大型ギアポケットなど、便利装備も充実。
ベストセラーモデル「フライクリーク」のポールワークを継承し、天井部に１本ポールを追加することにより更に広々快適空間を提供。

TCB218

シーバー 2
¥30,800（税抜価格：￥28,000）
使用人数／2名 ドア数／1
フロア面積／2.6㎡ 前室面積／0.7㎡
収納サイズ／5×48cm
総重量／1.81kg カラー／バーチ/ヘナ
紹介動画

TCB318

シーバー 3
¥38,500（税抜価格：¥35,000）
使用人数／3名 ドア数／1
フロア面積／3.6㎡ 前室面積／1.0㎡
収納サイズ／16.5ｘ53cm
総重量／2.18kg カラー／バーチ/ヘナ

【共通仕様】
●レンジ／スーパーライトバックパッキング
●フライシート＆フロア／PU加工ポリエステルタフタ
耐水圧：1,500mm
●本体／通気加工ポリエステル、ポリエステルメッシュ
●ポール／DACプレスフィット
●ペグ／アルミニウムペグ x 8本
●ガイライン／自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●テント内ストレージポケット／3
●インナードア／ハーフメッシュ

104cm

76cm
61cm

132cm

219cm

107cm

シーバー 2

シーバー 3

ビッグアグネス／バックパッキング＆ツーリングテント
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ベース／カーキャンピングテント
元祖大型前室テントが大幅アップデートして復刻

Wyoming Trail2

2012年に初期型が、2015年に第二世代がデビュー、そして惜しまれながらの廃番から約６年、お待た
せ致しました！ ワイオミングトレイル復活です。 こいつが元祖快適リビングを持つテントです。

NEW
TW T222

ワイオミングトレイル２
¥89,100（税抜価格：¥81,000）
使用人数／2名 ドア数／2 フロア面積／インナーテント：3.2㎡、リビング：4.09㎡
前室面積／4.1㎡ / 1.0㎡
収納サイズ／51ｘ30ｘ23cm 重量／5.44kg
カラー／オリーブ テント内ストレージポケット数／6
ペグ：ダートダガーULステイクｘ11本
NEW［別売オプション］TFFWT222
●レンジ：ベース／カーキャンピングテント
ワイオミングトレイル２用フットプリント
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステルタフタ 耐水圧：1,500mm
カラー／グレー
●本体：通気加工ポリエステル、ポリエステル＆ポリエステルメッシュ
¥9,020（税抜価格：¥8,200）
●ポール：DAC 軽量アルミポールDA 12mm
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ

全室立ち上げ用ポールは付属しません

ショートポールで
コンパクト収納が可能。
ミニマルキャンプや
ソロキャンプにも！

ワイオミングトレイル2
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ビッグアグネス／ベース／カーキャンプテント

ベース／カーキャンピングテント
元祖大型前室テントが大幅アップデートして復刻

Wyoming Trail4

2012年に初期型が、2015年に第二世代がデビュー、そして惜しまれながらの廃番から約６年、お待た
せ致しました！ ワイオミングトレイル復活です。 こいつが元祖快適リビングを持つテントです。

NEW
TW T422

ワイオミングトレイル4
¥137,500（税抜価格：¥125,000）
使用人数／4名 ドア数／2 フロア面積／インナーテント：3.2㎡/3.2㎡、リビング：3.72㎡
前室面積／1.0㎡ / 3.7㎡
収納サイズ／64ｘ42ｘ24cm 重量／9.92kg
カラー／オリーブ テント内ストレージポケット数／6
NEW［別売オプション］TFFWT422
ペグ：ダートダガーULステイクｘ14本
ワイオミングトレイル4 用フットプリント
●レンジ：ベース／カーキャンピングテント
カラー／グレー
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステルタフタ 耐水圧：1,500mm
¥12,100（税抜価格：¥11,000）
●本体：通気加工ポリエステル、ポリエステル＆ポリエステルメッシュ
●ポール：DAC 軽量アルミポールDA 14.5mm
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ

全室立ち上げ用ポールは付属しません

ワイオミングトレイル4

ビッグアグネス／ベース／カーキャンピングテント
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ベース／カーキャンピングテント
ついに登場！広くて軽くて快適ベーシック大型テント

Spicer Peak

最もシンプル、ベーシックで軽量なファミリーテント。簡単設営、十分な通気性、高い天井、前後２ドアと
必要最小限の前室エリア、テント内部には便利なポケットを装備。迷ったらこのテントです。

NEW
TSP422

室内高さ
178cm!

スパイサーピーク ４
¥68,200（税抜価格：¥62,000）
使用人数／2名 ドア数／2 フロア面積／5.4㎡
前室面積／1.0㎡ / 1.0㎡
収納サイズ／67ｘ25cm 重量／5.67kg
カラー／オリーブ テント内ストレージポケット数／4
ペグ：ダートダガーULステイクｘ10本
●レンジ：ベース／カーキャンピングテント
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステルタフタ 耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ナイロンメッシュ
●ポール：曲げ加工済軽量アルミポール
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ 室内高さ178cm！

NEW
TSP622

スパイサーピーク ６
¥75,900（税抜価格：¥69,000）
使用人数／6名 ドア数／2 フロア面積／7.6㎡
前室面積／1.4㎡ / 1.4㎡
収納サイズ／69ｘ30cm 重量／7.51kg
カラー／オリーブ テント内ストレージポケット数／6
ペグ：ダートダガーULステイクｘ10本
●レンジ：ベース／カーキャンピングテント
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステルタフタ 耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ナイロンメッシュ
●ポール：曲げ加工済軽量アルミポール
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ 室内高さ203cm！

スパイサーピーク4

室内高さ
203cm!

スパイサーピーク6

自立式簡単サンシェイドシェルター

Three Forks Shelter
T TFS20

スリーフォークスシェルター
¥38,500（税抜価格：¥35,000）
フロア面積／9.3㎡ サイズ／長さ305×幅305×高さ201cm
収納サイズ／70×15cm 重量／3.26kg カラー／オレンジ/トープ/グレー
●レンジ：タープ・シェルター
●フライシート：PU加工ポリエステルタフタ 耐水圧：1,500mm
●ポール：DAC DA17 ライトウェイトアルミニウムポール
●ペグ：アルミニウムペグ×8本
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
［別売オプション］
TWALLTFS20
アクセサリーウォール
スリーフォークスシェルター用
重量／312g カラー／グレー
収納サイズ／27×15cm
￥3,520（税抜価格：￥3,200）
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ビッグアグネス／ベース／カーキャンピングテント

ビッグアグネスのベストセラーシェルターです。設営は３本のポールをスリーブに通すだけ。
ペグを使う前に自立するので設営後の移動もラクラク。また４〜６人用のドーム型テントとドッキ
ングさせやすいデザインなので大きな快適前室的な使い方も！

ファニチャー
ビッグアグネスのファニチャーは、ただ軽くてコンパクトというだけではありません。最高の快適性を求めて開発されています。革新的なデザインは見ためをくすぐります。
直感的にセットアップができるので素早く組み立て、素早く撤収が可能。フレーム形状は開発中に何度も何度も見直し、高い耐久性があります。
そして、、、出し入れ簡単な収納ケース付。さあ、ビッグアグネスのファニチャーとキャンプに出掛けよう。

山でもしっかり休憩できます。

Skyline UL Stool

スカイラインUL スツール
¥12,980（税抜価格：¥11,800）
使用サイズ／幅53×奥行34×高さ41×座面高38cm
収納サイズ／9×30cm 重量／539g 耐荷重／100kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
素材／70d Robic™ ウルトラライトナイロン、66リップストップナイロン

FSULSB19
ブラック

FSULSY19
イエロー

NEW
Color

FSULSO22
オレンジ

もっと軽く！

紹介動画

ウルトラライトチェア。

Skyline UL Chair

スカイラインUL チェア
¥16,940（税抜価格：¥15,400）
使用サイズ／幅53×奥行44×高さ66×座面高38cm
収納サイズ／9×9×43cm 重量／794g 耐荷重／110kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
素材／70d Robic™ ウルトラライトナイロン、66リップストップナイロン

FSULCB19
ブラック

NEW
Color

FSULCY19
イエロー

NEW
Color

FSULCO22
オレンジ

FSULCBL21
ブルー

【Robic™について】

同じデニールの通常の素材と比較して軽量で、25%〜30%強度のある素材です。UTS防水コーティングは生地を柔らかい感触にし、引き裂き強度を高めてくれます。

ビッグアグネス／ファニチャー
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ファニチャー

しっかり背もたれ、超リラックスできるコンパクトチェア

ビッグシックス キャンプチェア
¥24,970（税抜価格：¥22,700）

Big Six Camp Chair

使用サイズ／幅61×奥行66×高さ102×座面高51cm
収納サイズ／9×11×53cm 重量／1.45kg 耐荷重／120kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェイトナイロン、300d リップストップポリエステル

NEW
Color

FBSCCG22
グリーン

FBSCCB22
ブラック

FBSCCAG19
アスファルト/グレー

紹介動画

NEW
Color

人気のチェアにドリンクホルダー標準装備のアームチェアが新登場！

Big Six Armchair

NEW
Color

FBSACG22

ビッグシックス アームチェア
¥32,670（税抜価格：¥29,700）
使用サイズ／幅61×奥行66×高さ102 x 座面高51cm
収納サイズ／56×13×15cm 重量／1.87kg 耐荷重／120kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェイトナイロン、300d リップストップポリエステル

グリーン

どこにでも持って出掛けよう。 安定感抜群のコンパクトチェア

Mica Basin Camp Chair
NEW
Color

NEW
Color

FMBCCB22
ブラック

FMBCCAG19
アスファルト/グレー

FMBCCG22
グリーン

マイカベイスン キャンプチェア
¥19,580（税抜価格：¥17,800）

使用サイズ／幅56×奥行50×高さ74×座面高41cm
収納サイズ／9×11×44cm 重量／1.05kg 耐荷重／120kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェイトナイロン、300d リップストップポリエステル
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ビッグアグネス／ファニチャー

紹介動画

ファニチャー

本当にコンパクトに持ち運びできるテーブルです。

Woodchuck Camp Table
FWCT19

ウッドチャックキャンプテーブル
¥15,950（税抜価格：¥14,500）
使用サイズ／幅39×奥行55×高さ43cm
収納サイズ／9×11×55cm 重量／992g
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェイトナイロン、300d リップストップポリエステル

高さ
43cm

アスファルト

Soul Kitchen Camp Table
FSKCT19

ソウルキッチン キャンプテーブル
¥19,580（税抜価格：¥17,800 ）
紹介動画

使用サイズ／幅61×奥行70×高さ61cm
収納サイズ／10×13×71cm 重量／1.93kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェイトナイロン、300d リップストップポリエステル

高さ
61cm

アスファルト

アクセサリー

Camp Chair Drink Holder
ACH16

キャンプチェアドリンクホルダー
￥1,980（税抜価格：￥1,800）

ビッグアグネスの全てのチェアに簡単に取り付ける
ことのできるドリンクホルダー。
スマホを入れたり小物入れ的にもキャンプで便利
に使えます。
サイズ／9×13cm
重量／43g カラー／ブラック

※イスは
付属しません

ビッグアグネス／ファニチャー
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スリーピングパッド
AIR PADSには簡易ポンプが標準装備。

AIR PADS

Rapid SL Insulated Regular

軽量・コンパクト、そして丈夫なプリマロフト中綿入りの新作３シーズン対応パッド。

NEW
ラピッド ＳＬ インシュレーテッド レギュラー
PRSLIR22 レギュラー

¥23,100（税抜価格：¥21,000）
カラー／オレンジ 使用時サイズ／51×183cm 重量／539g
素材／高強度、軽量ダブルリップストップナイロン、熱反射フィルム
中綿／プリマロフトシルバー
厚み／中心：9cm、両サイド：11cm 収納サイズ／11ｘ20cm R値：4.2
空気入れ（アップサイクル品）、収納ケース、リペアパッチ付属

ポンプ付

Insulated Air Core Ultra

軽量でコンパクトなインサレーション（中綿）入りの3シーズン対応の快適8cm厚のエアマット。

インシュレーテッドエアコアウルトラ
PIACUR20 レギュラー

￥15,180（税抜価格：￥13,800）
カラー／オレンジ 使用時サイズ／51×183cm 重量／624g
素材／高強度リップストップナイロン
中綿／プリマロフト・シルバー＆ヒートリフレクティブフィルム
厚み／中心：8cm、両サイド：9cm 収納サイズ／10×20cm R値：4.5
空気入れ（アップサイクル品）、収納ケース、リペアパッチ付属

ポンプ付

Air Core Ultra

軽量コンパクトな寒い時期以外に使える最もベーシックな
快適8cm厚のエアマット。

エアコアウルトラ
PACUR20 レギュラー

¥10,780（税抜価格：￥¥9,800）
カラー／ゴールド 使用時サイズ／51×183cm
重量／510g 素材／高強度ナイロン
中綿／なし
厚み／中心：8cm、両サイド：9cm 収納サイズ／10×18cm R値：1.4
空気入れ（アップサイクル品）、収納ケース、リペアパッチ付属

ポンプ付

バルブ・テクノロジー

クイック
デフレーションバブル

【エアコアシリーズ】

大容量のバルブにより、効率よく
簡単に膨らませることができ、
一瞬で空気を抜くことが可能です。

逆止弁付
大型インフレーション
バブル

付属のポンプ（空気入れ）は、アップサイクル素材（パッド生産時の余り素材）から作られています。よってポンプの色は生産時に利用可能な余分な素材によって異なり選べません。
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ビッグアグネス／スリーピングパッド

スリーピングパッド

SELF-INFLATION PADS

Hinman

バ ルブ・テクノロジー

3.5シーズン対応のフォーム入のセルフインフレータブルマット。
快適6cm厚（ワイドロング）の冬場のキャンプにおすすめのエアマット。
【ツートラック、ヒンマン】
双方向のプルタブバルブにより、
簡単に膨らませることができ、
簡単に空気を抜くことが可能です。

ヒンマン
PHWL19 ワイドロング

¥18,480（税抜価格：¥16,800）

カラー／ブルー 使用時サイズ／66×198cm 重量／1.67kg
素材／高強度ポリエステル（表ストレッチ）、軽量フォーム入り
厚み：6cm 収納サイズ／69×15cm R値：5 コンプレッションストラップ（2本）付

PHR19 レギュラー ¥12,100
（税抜価格：¥11,000）
カラー／ブルー 使用時サイズ／51×183cm
重量／964g 素材／高強度ポリエステル（表ストレッチ）、軽量フォーム入り
厚み：4cm 収納サイズ／55×13cm R値：5 コンプレッションストラップ（2本）付

CLOSED-CELL FOAM PADS
持続可能なサトウキビ樹脂を60％以上含む独自のEVAフォームを使用しており、石油への依存を減らし、より環境に配慮した素材を採用しています。
これは業界初となります。このサトウキビは再生可能な原材料であり、CO 2 排出削減に加えて温室効果ガス排出削減に貢献します。
単体での使用はもちろん寒い時期にはエアマットの上や下に敷いて使うこともおすすめです。より暖かく快適に使って頂けます。さらに、中綿入りのパッドと組み合わせて使う
ことで、４シーズン対応のパッドシステムとしても使えます。この2層構造のクローズドセルフォームパッドは断熱性に優れ、ダイカットされた凹凸の谷部分に空気を閉じ込め暖
かさと快適さを提供します。デコボコの表面を上にしても下にしても同じパフォーマンスでご使用可能です。軽量でコンパクト、耐久性にも優れています。

TwisterCane Bio Foam

PTCBFR21

ツイスターケイン バイオフォーム レギュラー
￥7,590（税抜価格：￥6,900）

カラー／グリーン/グレー 厚み／13mm
使用時サイズ／51×183cm 収納サイズ／18×51cm R値／1.7
重量／397g 素材／持続可能なサトウキビ樹脂を60％以上含むEVAフォーム
紹介動画

PTCBFHS21

ツイスターケイン バイオフォーム ハイキングシート
￥3,740（税抜価格：￥3,400）

カラー／グリーン/グレー 厚み／13mm
使用時サイズ／51×30cm 収納サイズ／8×28cm R値／1.7
重量／57g 素材／持続可能なサトウキビ樹脂を60％以上含むEVAフォーム

ビッグアグネス／スリーピングパッド
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アクセサリー

Dirt Dagger UL Tent Stakes Pack
I-beam型で頑丈！

ADDPK621

ダートダガーＵL6インチ テントステイク15cm（6本入）
¥1,980（税抜価格：￥1,800）
サイズ／15cm 重量
（1本）
／9g カラー／オレンジ
素 材／航空機グレード7A04アナダイズド加工アルミニウム合金

ADDPK7521

ダートダガーＵL7.5インチ テントステイク19cm（6本入）
¥2,640（税抜価格：￥2,400）
サイズ／19cm 重量
（1本）
／19g カラー／オレンジ
素 材／航空機グレード7A04アナダイズド加工アルミニウム合金

ADDPK1021

ダートダガーＵL10インチ テントステイク25cm（6本入）
¥4,620（税抜価格：￥4,200）
サイズ／25cm 重量
（1本）
／47g カラー／オレンジ
素 材／航空機グレード7A04アナダイズド加工アルミニウム合金

AXL Air Pillow
AAXLP19

AXL エアピロー
¥5,280（税抜価格：￥4,800）

サイズ／41×25×10cm 重量／45g
収納サイズ／10×6×5cm

コンパクト収納！

Pumphouse
ビッグアグネスマットを簡単に素早く膨らますことができる便利アイテム。
マットと接続してからスタッフサック内に息を吹き込んで思い切り本体を
丸めれば、大量の空気を一度に送り込むことができます。
この動作をたった4回繰り返すだけでレギュラーサイズのマットを
膨らますことが可能です。
シュラフの収納バッグとしてもおすすめ。
ライムグリーン
APUMP17

ポンプハウス ウルトラ
￥3,300（税抜価格：￥3,000）
紹介動画
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ビッグアグネス／アクセサリー

スタッフバッグサイズ
（ポンプ時）
／50 (+46) ×34×20 cm
スタッフバッグ容量
（目安）
／約20L 重量／82g
カラー／ライムグリーン 素材／リップストップナイロン

