
2013 年 11 月 18 日

ツアープロが求める「使いやすさ」「強さ」を搭載

PRGR 2014 年「プログッズ」シリーズ新発売

　横浜ゴム（株）は、PRGR（プロギア）の 2014 年「プログッズ」シリーズを（株）プロギアを通じ
て 12 月 13 日から発売する。キャディバッグ 3モデル、ボストンバッグ 2モデル、ヘッドカバー 5種
をラインアップする。

　「プログッズ」はツアーでの使い勝手の良さを重視して開発したグッズシリーズで、ハードな使用に
耐える丈夫さ、クラブやボールなどの出し入れの良さを追求するとともに、キャディバッグに「PRGR」
のロゴを大胆に使用したのが特長。

　2014 年シリーズのキャディバッグは「契約プロ使用ツアーモデル（数量限定）」とコンパクトサイズ
の「プロ仕様コンパクトモデル」、「スタンダードモデル」の 3モデルを用意した。剛性アップにつな
がる成型サイドパネル、持ちやすい成型ハンドル、開閉しやすいマグネットタイプのポケット（契約
プロ使用ツアーモデルのみ）などをモデルごとに備えている。

　ボストンバッグは「プロ仕様ボストンバッグ」と「スタンダードボストンバッグ」を用意した。い
ずれもキャディバッグと同生地を使用しシューズポケット付き。「プロ仕様ボストンバッグ」はサイド
両面に成型パネルを使用し剛性を高めたほか、使わない時は折りたためるようになっている。また同
時発売するヘッドカバー 5種（ドライバーからパター用）はいずれもキャディバッグと同生地を使用し、
グッズ全体での統一感を持たせている。

　「プログッズ」は PRGRブランドを全面的に打ち出したグッズとして、アスリートゴルファーを中心
に販売拡大を進める考え。

PRGR ウェブサイト　http://www.prgr-golf.com

契約プロ使用ツアーモデルのキャディバッグ（カラー：ホワイト）



2

2014 年「プログッズ」のスペック

品名 契約プロ使用ツアーモデル
品番 PRCB-141

カラー ホワイト、　　ブラック、　　ブラック×ホワイト×レッド、　　ブラック×ブルー
素材 合成皮革（PU）

サイズ 9.5 型（47 インチ対応）
重量 本体 4.8kg、フード 0.5kg

オウンネーム フロントポケット、背袋

特長

　　　・契約プロ使用ツアーモデル
　　　・持ちやすい成型ハンドル
　　　・ハードな使用に耐える両サイド成型パネル　　　
　　　・マグネット式ドリンクポケット（保冷機能付き）
　　　・マグネット式ジュエリーポケット
　　　・3 点式ショルダー

原産国 Made in VIETNAM
価格 本体価格 50,000 円＋税

発売日 2013 年 12 月 13 日　※数量限定発売

品名 プロ仕様コンパクトモデル
品番 PRCB-142

カラー ホワイト、　　ブラック、　　ブラック×ホワイト×レッド、　　ブラック×ブルー
素材 合成皮革（PU）

サイズ 9.0 型（47 インチ対応）
重量 本体 4.0kg、フード 0.4kg

オウンネーム フロントポケット、背袋

特長

　　　・プロ仕様コンパクトモデル
　　　・持ちやすい成型ハンドル
　　　・ハードな使用に耐える両サイド成型パネル　　　
　　　・ドリンクポケット（保冷機能付き）
　　　・2 点式ショルダー

原産国 Made in VIETNAM
価格 本体価格 35,000 円＋税

発売日 2013 年 12 月 13 日

＜ホワイト＞ ＜ブラック＞ ＜ブラック×ホワイト×レッド＞ ＜ブラック×ブルー＞

＜ホワイト＞ ＜ブラック＞ ＜ブラック×ホワイト×レッド＞ ＜ブラック×ブルー＞
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品名 スタンダードモデル
品番 PRCB-144

カラー ホワイト×ブラック、　　ブラック、　　ブラック×ホワイト×レッド、　　ブラック×ブルー
素材 合成皮革（PU）

サイズ 9.0 型（47 インチ対応）
重量 本体 3.4kg、フード 0.4kg

オウンネーム フロントポケット、背袋

特長
　　　・スタンダードモデル
　　　・持ちやすい成型ハンドル
　　　・仕分けやすい成型口枠

原産国 Made in VIETNAM
価格 本体価格 26,000 円＋税

発売日 2013 年 12 月 13 日

品名 プロ仕様ボストンバッグ スタンダードボストンバッグ
品番 PRBB-141 PRBB-144

カラー ホワイト、　　ブラック ホワイト、　　ブラック
材質 合成皮革（PU） 合成皮革（PU）

サイズ 42cm × 32cm × 26cm 45cm × 33cm × 25cm

特長
・キャディバッグと同生地のボストンバッグ
・収納可能な折りたためるボストンバッグ
・両面型押し成型で外からの衝撃を緩和
・シューズポケット（シューズ袋付属）

・キャディバッグと同生地のボストンバッグ
・軽量ソフトボンディングの合成皮革を使用
・シューズポケット

原産国 Made in VIETNAM Made in VIETNAM
価格 本体価格 12,000 円＋税 本体価格 10,000 円＋税

発売日 2013 年 12 月 13 日　※数量限定発売 2013 年 12 月 13 日

＜ホワイト×ブラック＞ ＜ブラック＞ ＜ブラック×ホワイト×レッド＞ ＜ブラック×ブルー＞

＜ホワイト＞ ＜ブラック＞ ＜ホワイト＞ ＜ブラック＞



品名 プロ使用ドライバー用ヘッドカバー プロ使用フェアウェイウッド用ヘッドカバー
品番 PRHC-141 PRHC-142F

カラー ホワイト、　　ブラック ホワイト、　　ブラック
素材 合成皮革（PU）／ナイロン／ネオプレーン 合成皮革（PU）／ナイロン／ネオプレーン

サイズ 460cm3 ヘッド対応 200cm3 ヘッド対応

特長

・契約プロ使用ツアーモデル
・キャディバッグと同生地のマグネット式
　ヘッドカバー
・背面側が大きく開いて出し入れしやすい
・伸縮素材使用でフィット感が向上
・化粧箱入り

・契約プロ使用ツアーモデル
・キャディバッグと同生地のマグネット式
　ヘッドカバー
・背面側が大きく開いて出し入れしやすい
・伸縮素材使用でフィット感が向上
・マグネット式番手変更タイプ（#3、#4、#5、#7）
・化粧箱入り

原産国 Made in CHINA Made in CHINA
価格 本体価格 3,800 円＋税 本体価格 3,800 円＋税

発売日 2013 年 12 月 13 日　※数量限定発売 2013 年 12 月 13 日　※数量限定発売

品名 プロ仕様アイアンカバー
品番 PRIC-141

カラー ホワイト、　　ブラック
素材 合成皮革（PU）／ナイロン

サイズ 25cm × 24cm × 6cm

特長
・キャディバッグと同生地のアイアンカバー
・立体縫製でクラブを収納しやすい
・絞り部分は開閉しやすいソフトな生地を使用
・化粧箱入り

原産国 Made in CHINA
価格 本体価格 3,500 円＋税

発売日 2013 年 12 月 13 日　※数量限定発売
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＜ホワイト＞ ＜ブラック＞ ＜ホワイト＞ ＜ブラック＞ ＜番手変更マグネット＞

＜ホワイト＞ ＜ブラック＞



品名 プロ仕様パターカバー プロ仕様パターカバー（センターシャフト用）
品番 PRPC-141 PRPC-141CS

カラー ホワイト、　　ブラック ホワイト、　　ブラック
素材 合成皮革（PU）／ナイロン 合成皮革（PU）

特長
・キャディバッグと同生地のマグネット式
　パターカバー
・背面側が大きく開いて出し入れしやすい
・化粧箱入り

・キャディバッグと同生地のマグネット式
　パターカバー
・センターマレット専用ヘッドカバー
・化粧箱入り

原産国 Made in CHINA Made in CHINA
価格 本体価格 2,800 円＋税 本体価格 2,800 円＋税

発売日 2013 年 12 月 13 日　※数量限定発売 2013 年 12 月 13 日　※数量限定発売
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横浜ゴム（株）スポーツ事業部　担当：石川、川越、西澤、松浦
TEL:03-5400-4740    FAX:03-3436-3814

横浜ゴム（株）　広報部　担当：入道、田中
TEL：03-5400-4531     FAX：03-5400-4570

株式会社プロギア
TEL:03-3436-3341（直）　　FAX:03-3578-8930

ご掲載時の読者の問い合わせ先

このリリースに関するお問い合わせ先

＜ホワイト＞ ＜ブラック＞

＜ホワイト＞

＜ブラック＞


