
2015 年 10 月 16 日

PRGR 2016 年「スポーツモデル」のゴルフグッズ新発売
　横浜ゴム（株）の子会社（株）プロギアは、PRGR（プロギア）の 2016 年「スポーツモデル」のゴルフグッ
ズを 11 月中旬から順次発売する。キャディバッグ 4モデル、ボストンバッグ 2モデル、ヘッドカバー
4種類、アンブレラ 2モデル、タオル 3サイズをラインアップする。

　「スポーツモデル」はエンジョイゴルファーからアスリートゴルファーまで幅広く対応するゴルフ
グッズ。PRGRのロゴを大胆に配するなどの力強いデザインと丈夫な作りに加え、キャディバッグやヘッ
ドカバーなどは契約プロの意見を取り入れラウンド中の使いやすさを追求した。

　キャディバッグは「契約プロ使用モデル（数量限定）」をはじめ、「コンパクトモデル」「スタンド付
モデル」「スタンダードモデル」を用意し、両サイドには立体感のある PRGRの大きなロゴを配置し存
在感を持たせた。また、ティーやマーカー、ボール、ドリンクから、シューズ、アウター、レインウェ
アなどのかさばるものまで、荷物に応じて出し入れしやすいポケットをモデルごとに装備した。「契約
プロ使用モデル（数量限定）」「コンパクトモデル」には持ちやすい成型ハンドルを付け、両サイド型
押しパネルでハードな使用にも耐える作りになっている。ボストンバッグは縦からも横からも収納で
きるモデルと、使わないときは折りたためるモデルを用意。ヘッドカバーはラウンド中に取り外しや
すいようそれぞれにハンドルを付けた。また、キャディバッグ、ボストンバッグ、ヘッドカバーは同
生地を使用し統一感を持たせている。

　契約プロ使用予定のアンブレラは晴雨兼用ながら、雨傘使用を重視したサイズの大きいモデルと、
日傘使用を重視し骨にカーボンを使用した軽量モデルを用意。タオルはバスタオル、スポーツタオル、
ハンドタオルのサイズ展開で、SEK抗菌防臭加工※を施した今治タオルを採用した。
※SEK抗菌防臭加工・・・繊維上の細菌の増殖を抑制し、細菌が持つ悪臭を防ぐ加工

PRGR ウェブサイト　http://www.prgr-golf.com

スポーツモデルのキャディバッグ
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契約プロ使用 コンパクト
品番 PRCB-161 PRCB-162

材質 合成皮革（PU） 合成皮革（PU）
サイズ 9.5 型（47 インチ対応） 9.0 型（47 インチ対応）
カラー ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック、シルバー
重量 本体 4.7kg、フード 0.5kg 本体 3.7kg、フード 0.4kg

オウンネーム フロントポケット、背袋 フロントポケット、背袋

特長

・ハードな使用に耐える両サイド型押しパネル
・持ちやすい成型ハンドル
・マグネット式ドリンクポケット（保冷機能付き）
・収納力抜群の各部ポケット
・3 点式ショルダー

・ハードな使用に耐える両サイド型押しパネル
・持ちやすい成型ハンドル
・ドリンクポケット（保冷機能付き）
・収納力抜群の各部ポケット
・2 点式ショルダー

原産国 Made in VIETNAM Made in VIETNAM
価格 50,000 円 + 税 37,000 円 + 税

発売日 2015 年 11 月中旬（数量限定） 2015 年 11 月中旬

スタンド付 スタンダード
品番 PRCB-163 PRCB-164

材質 合成皮革（PU） 合成皮革（PU）
サイズ 9.0 型（47 インチ対応） 9.0 型（47 インチ対応）
カラー ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック、シルバー
重量 本体 3.2kg、フード 0.3kg 本体 3.4kg、フード 0.4kg

オウンネーム フロントポケット フロントポケット、背袋

特長
・持ちやすいハンドル付き成型口枠
・ドリンクポケット（保冷機能付き）
・使いやすい各部ポケット

・持ちやすい成型ハンドル
・使いやすい各部ポケット
・2 点式ショルダー

原産国 Made in CHINA Made in VIETNAM
価格 32,000 円 + 税 27,000 円 + 税

発売日 2015 年 11 月中旬 2015 年 11 月中旬

ホワイト ブラック ホワイト ブラック シルバー

ホワイト ブラック ホワイト ブラック シルバー

2016 年「スポーツモデル」のスペック



ボストンバッグ ボストンバッグ
品番 PRBB-161 PRBB-164

材質 合成皮革（PU） 合成皮革（PU）
サイズ 44cm × 34.5cm × 18cm 46cm × 29cm × 18.5cm
カラー ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック

特長

・キャディバッグと同生地

・縦からも横からも収納可能

・シューズポケット、シューズ袋付き

・ショルダー付き

・キャディバッグと同生地

・収納に便利な折りたたみ式

・シューズポケット

・ショルダー付き
原産国 Made in VIETNAM Made in VIETNAM
価格 13,000 円 + 税 10,000 円 + 税

発売日 2015 年 11 月中旬 2015 年 11 月中旬

ドライバー用ヘッドカバー フェアウェイウッド用ヘッドカバー
品番 PRHC-161 PRHC-162F

材質 合成皮革（PU）/ ポリエステル 合成皮革（PU）/ ポリエステル
サイズ 460 ㎤ヘッド対応 200 ㎤ヘッド対応
カラー ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック

特長

・キャディバッグと同生地

・出し入れしやすいマグネットタイプ

・ハンドル付きで外しやすい

・キャディバッグと同生地

・出し入れしやすいマグネットタイプ

・ハンドル付きで外しやすい

・番手表示ダイヤル式（#3、5、7、X）
原産国 Made in CHINA Made in CHINA
価格 3,800 円 + 税 3,800 円 + 税

発売日 2015 年 11 月中旬 2015 年 11 月中旬

ホワイト ブラック ホワイト ブラック

ホワイト

ブラック

ホワイト

ブラック
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ユーティリティー用ヘッドカバー アイアンカバー
品番 PRHC-163U PRIC-161

材質 合成皮革（PU）/ ポリエステル 合成皮革（PU）
サイズ 26cm × 22cm × 7cm
カラー ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック

特長

・キャディバッグと同生地

・出し入れしやすいマグネットタイプ

・ハンドル付きで外しやすい

・番手表示ダイヤル式（#3、4、5、6）

・キャディバッグと同生地

・立体縫製でクラブを収納しやすい

・ハンドル付きで外しやすい

原産国 Made in CHINA Made in CHINA
価格 3,600 円 + 税 3,500 円 + 税

発売日 2015 年 11 月中旬 2015 年 11 月中旬

契約プロ使用モデル大型アンブレラ 契約プロ使用モデル軽量アンブレラ
品番 PRUM-161 PRUM-162

カラー 表：ホワイト×ブラック　裏：シルバー 表：シルバー　裏：ブラック

材質

生地：ポリエステル 100%

骨：グラスファイバー

シャフト：アルミ

生地：ポリエステル 100%

骨：カーボン

シャフト：アルミ
サイズ・重量 77cm（半径）、約 550g 65cm（半径）、約 280g

特長
・晴雨兼用、UV カット率 99% 以上

・雨傘使用重視の大きなサイズ

・晴雨兼用、UV カット率 99% 以上

・傘骨はカーボン採用で軽量
原産国 Made in CHINA Made in CHINA
価格 7,000 円 + 税 7,000 円 + 税

発売日 2015 年 11 月中旬 2015 年 11 月中旬

ホワイト ブラック
ホワイト ブラック
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バスタオル スポーツタオル ハンドタオル
品番 PRT-161 PRT-162 PRT-163

材質 綿 100%
サイズ 60cm × 120cm 34cm × 110cm 34cm × 40cm
カラー ホワイト×ブラック

特長

・今治タオル

・SEK 抗菌防臭加工※

・ジャガード織

・化粧箱入り
原産国 Made in JAPAN
価格 3,300 円 + 税 2,200 円 + 税 1,100 円 + 税

発売日 2015 年 11 月中旬
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ご掲載時の読者の問い合わせ先
株式会社プロギア

TEL:0120-81-5600　　FAX:03-3578-8930

このリリースに関するお問い合わせ先
横浜ゴム（株）　広報部　担当：田中

TEL：03-5400-4531     FAX：03-5400-4570

※ SEK 抗菌防臭加工・・・繊維上の細菌の増殖を抑制し、細菌が持つ悪臭を防ぐ加工
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