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Let's enjoy nature ! 







　JAGUYのBLACK LINE   8つのﾎﾟｲﾝﾄ機能

　内部にﾍﾞﾙｸﾛで取外し・位置調整が

　可能な仕切り板が2枚付属

ｺﾝﾊﾟｸﾄに収納可能 　上部にElastic Cord配備

　止水ファスナー完備

ｶｯﾌﾟなどを掛ける 　内側にメッシュポケット

ｶﾗﾋﾞﾅﾙｰﾌﾟを装備

　使い易い 全面保護ﾊﾟｯﾄﾞ入りで

ｼﾞｯﾊﾟｰﾌﾟﾙ 内部のｷﾞｱをしっかり保護 カラビナ型

全面ﾀｰﾎﾟﾘﾝ素材を使用　　 　4箇所に持ち手を装備 ボトルオープナー付

JAG-1959

サイズ: 約50×30×15cm (約22L）

カラー: ブラック JAGUYカラビナ×1

素  材: ターポリン/PVCコーティング（表地/内貼）表面/撥水加工

JAGUYのマルチオーガナイザーが

ぴったり収納できます。

コンパクトツーバーナーなどもOK

重ねて入れたくないキャンプギアの

収納や今までにない薄型のギアコンテナ

BLACK LINE STACK GEAR CONTAINER SERIES



JAG-1960

サイズ: 約50×30×32cm (約48L）

カラー: ブラック JAGUYカラビナ×1

素  材: ターポリン/PVCコーティング（表地/内貼）表面/撥水加工

 外側ポケットを配備して

 機能的にも見た目にもカッコいいスタックギアコンテナ

 幅と奥行きが同サイズ

 きれいに無駄なく

スタッキングが可能

幅と奥行きが同サイズ

車にも

ピタッときれいに

積込み出来ます。

4箇所に持ち手を装備

サイドポケットは

メッシュ素材 　1.5L-2.0Lのペットボトルがジャストの高さ

　JAGUYのランタンケースMがピッタリ収納

BLACK LINE STACK GEAR CONTAINER SERIES



JAG-1961

サイズ: 約50×30×46cm (約69L）

カラー: ブラック JAGUYカラビナ×1

素  材: ターポリン/PVCコーティング（表地/内貼）表面/撥水加工

MOLLEシステムを搭載したMHサイズ

全面の大型ポケット・

サイドのメッシュポケットも搭載した

欲張りな究極のBLACK LINE ﾓﾃﾞﾙ

サイズ感にこだわりキャリーカートに

つけられるようにしたので

旅行や出張にも使えるマルチタイプ

取外し可能ショルダー付き

肩にも背負える仕様

4箇所に持ち手を装備 　JAGUYのランタンケースL/ギアコンテナSが

サイドポケットは 　たてにぴったり収納できます。

メッシュ素材

BLACK LINE STACK GEAR CONTAINER SERIES



JAG-1962

サイズ: 約60×55cm JAGUYカラビナ×1

素  材: 共通　ターポリン（表地）表面/撥水加工

カラー: 共通　ブラック

　大型ファニチャーや薪の運搬など

サイドファスナーが全開 になるキャリーケース

　ポケット/カラビナループ ダブルファスナー仕様

JAG-1963 JAG-1964

サイズ: 約115×13×14cm サイズ: 約44×17cm

（折りたたみ状態）

ポールケースは

内張PVCコーティング

　長い物はお任せの 全長115ｃｍ 仕様になっています。 ステッチの間隔を広く

　内側には 2本PPベルトが内蔵 され安心設計 　ポケットサイズは深く設定

フルオープン型 なので出し入れが便利！ 　使いやすいペグケース

BLACK LINE SERIES



　JAGUYのGEAR CONTAINER  8つのﾎﾟｲﾝﾄ機能

　MOLLE SYSTEM搭載

　内部にﾍﾞﾙｸﾛで取外し・位置調整が

　可能な仕切り板が2枚付属 　内側にメッシュポケット

ｺﾝﾊﾟｸﾄに収納可能

ｶｯﾌﾟなどを掛ける

ｶﾗﾋﾞﾅﾙｰﾌﾟを装備

　使い易い 全面保護ﾊﾟｯﾄﾞ入りで

ｼﾞｯﾊﾟｰﾌﾟﾙ 　　内部のｷﾞｱをしっかり保護 カラビナ型

　底部は汚れを落としやすいターポリンを使用 ボトルオープナー付

JAG-1902

サイズ: 約38×17×15cm (約10L） カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

JAGUYカラビナ×1 素  材: ポリエステル600D/900D　PVCコーティング

内貼: PVCコーティング　　表面/撥水加工

ソロ用のワンセットがジャスト ギアコンテナLにバックインバック

MOLLE SYSTEM GEAR CONTAINER SERIES



JAG-1951

サイズ: 約50×30×32cm (約48L） カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

JAGUYカラビナ×1 素  材: ポリエステル600D/900D　PVCコーティング

内貼: PVCコーティング　　表面/撥水加工

JAGUYで一番使い勝手が良いサイズ感と人気のMサイズ

1.5L-2.0Lのペットボトルがジャストで入る高さです。

JAGUYのランタンケースMもぴったり収納できます。

MOLLEシステム部分にJAGUYのボトルクーラー(別売）を装着

ソフトギアコンテナなので

折りたたむとこんなに

コンパクトになります。

マルチツールポケット（別売）とセットアップできます。 2Lのペットボトルがジャスト

MOLLE SYSTEM GEAR CONTAINER SERIES



JAG-1952

サイズ: 約60×38×30cm (約68L） カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

JAGUYカラビナ×1 素  材: ポリエステル600D/900D　PVCコーティング

内貼: PVCコーティング　　表面/撥水加工

JAGUYはこのアイテムから始まりました。

不滅の定番　Lサイズ68L です。

MOLLEシステムが搭載されてバージョンアップしました。

JAGUYのMOLLEシリーズ 集合

ソフトギアコンテナなので

折りたたむとこんなに

コンパクトになります。

ギアコンテナのSサイズがバックインバックでピッタリ

MOLLE SYSTEM GEAR CONTAINER SERIES



JAG-1953

サイズ: 約50×30×46cm (約69L） カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

JAGUYカラビナ×1 素  材: ポリエステル600D/900D　PVCコーティング

内貼: PVCコーティング　　表面/撥水加工

使いやすいサイズを追求して生まれたMHサイズです。

奥行と高さにこだわりキャリーカートに付けられるようにしました

もちろんMOLLEシステムが搭載されてバージョンアップ

幅は50cm

ギアコンテナMと同じで

高さを14ｃｍ高くしました。

取外し可能ショルダー付き

ランタンケースL・ギアコンテナSが縦にジャストサイズ 肩にも背負える仕様

ヘリノックスも縦に向きに収納可能

MOLLE SYSTEM GEAR CONTAINER SERIES



JAG-1919

サイズ: 約60×30×42cm (約75L） カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

JAGUYカラビナ×1 素  材: ポリエステル600D/900D　PVCコーティング

内貼: PVCコーティング　　表面/撥水加工

JAG-1954

サイズ: 約53×37×32cm (約62L） カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

JAGUYカラビナ×1 素  材: ポリエステル600D/900D　PVCコーティング

内貼: PVCコーティング　　表面/撥水加工

コンテボックスとしても簡易テーブルとしても使えるワンタッチバケット

使わないときは蓋に収まるコンパクト収納 　　　　両端のワイヤーを外すと

　　　　蓋の中にコンパクトに収納できます テーブルとしても使えます

大迫力 ！！

蓋はトレーとしても使えます

GEAR CONTAINER ACC SERIES



JAG-1921 JAG-1922

カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

サイズ: 約20×20×26cm サイズ: 約20×20×43cm 　素  材 :  ポリエステル600D/900D PVCコーティング

　  内貼: PEVA　　表面/撥水加工

内側は防水素材

オイルがこぼれてもさっと拭けて安心 上蓋内側に サイド内側にメッシュポケット

Mサイズ対応ランタン メッシュポケット Lサイズ対応ランタン 　PPベルト　2本付き

・ベアボーンズレイルロード ・ペトロマックス

・ノーススターLPガスランタン PPベルト　1本付き ・コールマン　ノーススターチューブマントルランタン

・パワーハウスツーマントルランタン

JAG-1956

サイズ: 約44×17cm （折りたたみ状態） カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

　素  材 :  ポリエステル600D/900D PVCコーティング

    表面/撥水加工

ペグケースをリニューアル

入口のサイズを大きくしてさらに使いやすくバージョンアップ

ステッチの間隔を広く　ポケットサイズを深く

ペグを押さえるゴムベルトも変更しました

ギアコンテナと同じクッション材/PVCコーティング素材を使用したランタンケース

GEAR CONTAINER ACC SERIES



JAG-1933 JAG-1934

       カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

ｻｲｽﾞ：　約Φ14.5×15ｃｍ ｻｲｽﾞ：約上部Φ13.5　下部Φ9×7ｃｍ 　　　素  材:  ポリエステル600D/900D PVCコーティング

JAGUYｶﾗﾋﾞﾅ×1 JAGUYｶﾗﾋﾞﾅ×1 　                表面/撥水加工

　　　　上蓋内側にメッシュポケット付き 　　　　上蓋内側にメッシュポケット付き

　　　　クッカーケースは内貼がPEVA仕様 　　　　　　　シェラカップ4～5ヶ入ります

JAG-1938 JAG-1939

       カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

サイズ: 約36×20×31cm サイズ: 約47×23×35cm 　　　素  材:  ポリエステル600D/900D PVCコーティング

　　 　JAGUYｶﾗﾋﾞﾅ×1 　                表面/撥水加工

　　　日常の買い物や旅行にも便利に使えます 汚れてもさっと拭けるので安心

クッカーがジャストで収納 丸いもの色々OK バラバラ＆ガチャガチャはこれで解決

GEAR CONTAINER ACC SERIES



JAG-1955

サイズ: 約46×28cm        カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

　　　素  材:  ポリエステル600D/900D PVCコーティング

　                表面/撥水加工   

                  JAGUYカラビナ×2

専用のアタッチメントが付いているので

椅子のポールに差し込み取り付け可能

JAG-1957

サイズ: 約27×16×18cm        カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

　　　素  材:  ポリエステル600D/900D PVCコーティング

　                表面/撥水加工   

　　　　　キャンプだけでなく旅行にも出張にも        2気室に分かれているので濡れたものを区分けしたり

　　　　　便利に使えるマルチアイテム        こまごましたものを区分けたり便利なポーチ

アイディア満載！ギアコンテナ＆椅子に付けられるツールポケット

完全2気室の使い勝手の良いマルチオーガナイザー

GEAR CONTAINER ACC SERIES



JAG-1905  JAG-1904 JAG-1903

ｻｲｽﾞ：100×70ｃｍ ｻｲｽﾞ：140×100ｃｍ ｻｲｽﾞ：200×140ｃｍ

素  材:  ポリエステル600D/900D PVCコーティング

　表面/撥水加工

カラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

　73  ｸﾞﾘｰﾝｶﾓ (Mサイズのみ）

ペグホール付き

裏面 防水コーティング

JAG-1920 JAG-1929

カラー : 72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ  75  ｺﾖｰﾃ

サイズ: 約48/33×31cm サイズ: 約34×21/13cm 　素  材:  ポリエステル600D/900D PVCコーティング

　JAGUYｶﾗﾋﾞﾅ×1  表面/撥水加工 

ペグ撤収時に便利

汚れても水洗いOK

付けて良し＆使って良しの便利エプロン

グランドシートとしてもタープとしても使えるすぐれもの

ギアコンテナにも付けられるエプロンポケット

S

L

M

GEAR CONTAINER ACC SERIES



　素材：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ600D/900D PVCｺｰﾃｨﾝｸﾞ

高い保冷力を誇る5層構造 　　表面:撥水加工

　内張り： ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾋﾞﾆｰﾙｱｾﾃｰﾄ

　断熱材：発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　

厚み15ｍｍ（極厚断熱材）

　保冷剤を入れる 　　表面は撥水加工 　【保冷性能検査】 ※第三者機関

メッシュポケット 　底部は汚れを落としやすい 持ちやすく痛くならない ● 外気温30℃（約36時間）

　耐久性ターポリンを使用 ラバーの持ち手 ● 外気温40℃（約25時間）

両サイドに丈夫な 　【試験方法】

　　持ち手付き  外気温30℃・40℃に設定した環境下で

取外し可能ショルダー  本体容量の約25％の氷を入れ完全に

ストラップ付き  溶けるまでの時間を計測しました。

内張りは縫い目のない 　ジッパー部を立ち上げて カラビナ型  ※（試験体）JAGUYソフトクーラーM/20L

高周波圧着仕様/仕切り板1枚付属 　保冷力をキープ ボトルオープナー ※使用条件によって保冷時間は異なります。

JAG-1924

カ ラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

サイズ: 約27×16×15cm (約6L） 重量:650g

SOFT COOLER SERIES

15

2.5

5
アウター生地（ポリエステル）

PVCコーティング

発泡ポリエチレン（厚さ15㎜）

ｐｐ不織布

内張 PEVA:高周波圧着仕様

JAGUY-SOFT COOLER  8



JAG-1966

　　 　カ ラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

サイズ: 約27×17×22cm (約10L） 重量:890g

SHはSサイズのHL(ﾊｲﾗｰｼﾞ)型　縦に500ｍLの

ペットボトルが8本ジャストで入ります

JAG-1925

　　 　カ ラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

サイズ: 約30×21×33cm (約20L） 重量:1050g

　　　　2L×4本+500ml×3本　OK

S 6L SH 10L M 20L

SOFT COOLER SERIES



JAG-1926

　　 　カ ラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

サイズ: 約45×21×38cm (約35L） 重量:1500g

　        両サイドに

大容量のトート型ソフトクーラーです。 　           持ち手付き

奥行を大きくしないで縦長にして持ちやすい形にしました。       重さを支えるハンドル付き

JAG-1927

断熱フォーム10㎜厚 　　 　カ ラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

ｻｲｽﾞ：  約直径45×高さ72ｃｍ（約30L)

ｸｰﾗｰﾊﾞｯｸ本体:直径45ｃｍ×高さ35ｃｍ　収納袋付き

重量：  本体　約650ｇ　ｽﾀﾝﾄﾞ 約1500g   

　　　　　本体＋ｽﾀﾝﾄﾞ 2150g

蓋がｵｰﾌﾟﾝﾌｧｽﾅｰで

全部とれるので

ﾏﾙｼｪﾊﾞｯｸとしても持てます

★ 収納袋付き

3点がバラバラになるので    （スタンド収納時/76cm)

わいわいスタンドクーラー/氷を入れてビールを冷やして ｺﾝﾊﾟｸﾄに収納することができます

楽しいパーティーの始まりです。

SOFT COOLER SERIES



JAG-1967 JAG-1968

カ ラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

サイズ: 約18×12×6.5cm サイズ: 約27×18×9.5cm  素 材：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ600D/900D PVCｺｰﾃｨﾝｸﾞ

 表面:撥水加工

 内張り： ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾋﾞﾆｰﾙｱｾﾃｰﾄ

 断熱材：発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　

厚み8ｍｍ（極厚断熱材）

内側にはしっかりフォームが

入っているので保冷も万全

お肉や魚など傷みやすい食材を

バックインクーラーに入れてソフトクーラーへ

バックインクーラーには 2重保冷が安心 ★ バックインクーラーLはソフトクーラーSHにジャストサイズ

メスティンがジャストフィット ★ バックインクーラーはソフトクーラーSHに2ヶ入るサイズ

クーラーの上についた巾着袋には食べ物や

食器など入れられる一体型巾着袋です。

SOFT COOLER SERIES



JAG-1969              JAG-1970

     カ ラー :  72  ﾘｱﾙﾂﾘｰ    75  ｺﾖｰﾃ    76  ﾌﾞﾗｯｸｷｬﾝﾌﾟ

サイズ: 約Φ7.5×23ｃｍ サイズ: 約Φ9×21ｃｍ 　   素 材：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ600D/900D PVCｺｰﾃｨﾝｸﾞ

　　　  　   表面:撥水加工

　　　       内張り： ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾋﾞﾆｰﾙｱｾﾃｰﾄ

　　    　   断熱材：発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　

厚み8ｍｍ（極厚断熱材）

★　JAG-1969＆1970共にショルダーストラップ付き

しっかりフォームで安心保冷力

モールペットボトルクーラー ポーチがついているので

には500ｍｌのペットボトルが お散歩やウォーキング・公園遊びなど

ジャストに入ります。 ショルダーがついているので

　　　　　MOLLE SYSTEM に取付が可能 バックインクーラーには 気軽に持っていけるボトルクーラー

ナルゲンがジャストフィット

SOFT COOLER SERIES



雨の侵入を防ぐドローコード

ファスナーフラップが

両側についています

　裾部分のベルクロで風による裾まくれを防止

　ザックを背負わないときはタックで留められる 袖口ベルクロで雨を防ぎます 　ゆったりしているシルエットでザックを

　ので広がらずきれいに着れます。 袖がついているので動きやすい 　背負ってもゆとりがあるので安心。

RAIN SERIES

JAGUY-RAIN-SERIES



JAG-1930          カラー :  73  ｸﾞﾘｰﾝｶﾓ     72B ﾌﾞﾗｯｸﾘｱﾙﾂﾘｰ 

　　　サイズ： 

　　　　　　73  ｸﾞﾘｰﾝｶﾓ     72B ﾌﾞﾗｯｸﾘｱﾙﾂﾘｰ

  目止めシームテープ

JAG-1971          カラー :  23 ﾈｲﾋﾞｰ    48 ｵﾘｰﾌﾞ    75 ｺﾖｰﾃ 

　　　サイズ： 

23 ﾈｲﾋﾞｰ    48 ｵﾘｰﾌﾞ    

 75 ｺﾖｰﾃ

RAIN SERIES



JAG-1972 サイズ: 約21×16×12cm

JAG-1973 約38×24×15cm カラー :  73  ｸﾞﾘｰﾝｶﾓ     72B ﾌﾞﾗｯｸﾘｱﾙﾂﾘｰ

JAG-1974 約54×28×18cm  23 ﾈｲﾋﾞｰ    48 ｵﾘｰﾌﾞ    75 ｺﾖｰﾃ

       目止めシームテープが施された

ウォータープルーフバック

サイズを3種類作りました。

jaguy_2020
発売元

アスティーはアウトドアー・山とスキーの用品を販売してきた会社です。

　様々なブランドを扱ってきたノウハウを生かしながら、2020年自分たちのブランド

 ” JAGUY "  を立ち上げました。正直に真摯な物作りをしていくことを開発の信念と

　しています。私たちの企画したアイテムが工場の方々の手を通して商品になり

　そしてそれを皆さんにお届けする。私たちの商品で1人でも多くの人が笑顔に

　なってくれたら…アスティーは笑顔と笑顔の懸け橋でありたいと思っています。

3L 10L 20L

Let's enjoy nature !

RAIN SERIES


