2012 年 10 月 12 日

PRGR 2013 年「PRO GOODS」シリーズ新発売
横浜ゴム（株）は、PRGR（プロギア）ブランドのゴルフグッズとして、2013 年「PRO GOODS（プ
ログッズ）」シリーズを（株）プロギアを通じて 10 月下旬から発売する。キャディバッグ 2 モデル、
ボストンバッグ、ヘッドカバー 5 種をラインアップする。
キャディバッグは PRGR の契約プロゴルファーがツアーで実際に使用する「PRO キャディバッグ
（数量限定）」とコンパクトサイズの「PRO レプリカキャディバッグ」の 2 モデルを用意した。い
ずれも安定感に優れる「オリジナルソフトボトム」や持ち運びしやすい「オリジナル成型ハンドル」、
保冷機能付きドリンクポケットを装備し、使い勝手の良さを追求した。さらに「PRO キャディバッ
グ」は 9 月に発売開始した新ゴルフクラブシリーズ「iD nabla」のロゴをフロントポケット、背袋
上部、ショルダーの 3 ヶ所に入れることで、よりプロモデルらしく仕上げた。また、ハードな使
用にも耐える両サイド全面型押しパネルやジュエリーポケットを採用するなど、アスリートゴル
ファーが求める機能性と装備を持たせた。
ボストンバッグ、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、アイアンカ
バー、パターカバー（2 タイプ）は、シンプルなデザインに高い機能性を持たせたアイテムで全て
数量限定発売。キャディバッグとのトータルコーディネートを意識したデザイン、素材、カラー
展開で、「PRO GOODS」シリーズ全体で統一感を持たせている。

PRO キャディバッグ（ホワイト）
PRGR ウェブサイト

http://www.prgr-golf.com

2013 年 PRO GOODS のスペック
品名
品番

PRO キャディバッグ
PRCB-131

＜ホワイト＞

カラー
材質
サイズ
重量
オウンネーム

特長

原産国
価格
発売日

原産国
価格
発売日

＜マグネット式ドリンク・
ジュエリーポケット＞

・契約プロ使用ツアーモデル
・iD nabla のロゴ入り（フロントポケット／背袋上部／ショルダー）
・安定感に優れる「オリジナルソフトボトム」
・持ち運びしやすい「オリジナル成型ハンドル」
・マグネット式ドリンクポケット（保冷機能付き）
・マグネット式ジュエリーポケット
・3 点式ショルダー
Made in VIETNAM
47,250 円（本体価格 45,000 円）
2012 年 10 月下旬 ※数量限定発売
PRO レプリカキャディバッグ
PRCB-132

＜ホワイト＞

特長

＜ブラック＞

ホワイト、シルバー、ブラック
合成皮革（PU）
9.5 型（47 インチ対応）
本体 4.9kg、フード 0.6kg
背袋のみ

品名
品番

カラー
材質
サイズ
重量
オウンネーム

＜シルバー＞

＜シルバー＞

ホワイト、シルバー、ブラック
合成皮革（PU）
9.0 型（47 インチ対応）
本体 4.0kg、フード 0.5kg
背袋のみ

・プロ仕様コンパクトモデル
・安定感に優れる「オリジナルソフトボトム」
・持ち運びしやすい「オリジナル成型ハンドル」
・ドリンクポケット（保冷機能付き）
・2 点式ショルダー
Made in VIETNAM
33,600 円（本体価格 32,000 円）
2012 年 10 月下旬
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＜ブラック＞

品名
品番

PRO ボストンバッグ
PRBB-131

PRO ドライバー用ヘッドカバー
PRHC-131

＜シルバー＞
＜シルバー＞

＜ホワイト＞

カラー
材質
サイズ
特長
原産国
価格
発売日

品名
品番

＜ブラック＞

＜ホワイト＞

＜ブラック＞

ホワイト、シルバー、ブラック
ホワイト、シルバー、ブラック
合成皮革（PU）
合成皮革（PU）
42 × 33 × 24cm
460cm3 ヘッド対応
・キャディバッグと同生地のボストンバッグ
・マグネット式開口
・エナメル調の高級感のある合成皮革
・契約プロ使用モデル
・キャディバッグとセット感のあるステッチデザイン
・化粧箱入り
・シューズポケット（シューズ袋付属）
Made in VIETNAM
Made in CHINA
12,600 円（本体価格 12,000 円）
3,675 円（本体価格 3,500 円）
2012 年 10 月下旬 ※数量限定発売
2012 年 10 月下旬 ※数量限定発売

PRO フェアウェイウッド用ヘッドカバー
PRHC-132F

＜番手変更マグネット＞

PRO アイアンカバー
PRIC-131

（表）

＜ホワイト＞

（裏）

＜シルバー＞

＜ホワイト＞

カラー
材質
サイズ
特長
原産国
価格
発売日

＜シルバー＞

＜ブラック＞

＜ブラック＞

ホワイト、シルバー、ブラック
ホワイト、シルバー、ブラック
合成皮革（PU）
合成皮革（PU）／ネオプレーン
200cm3 ヘッド対応
・サイドファスナー式開口
・契約プロ使用モデル
・合成皮革とネオプレーンの組み合わせで絞りやすい
・マグネット式番手変更タイプ（#3、#4、#5、#7）・化粧箱入り
・化粧箱入り
Made in CHINA
Made in CHINA
3,150 円（本体価格 3,000 円）
3,675 円（本体価格 3,500 円）
2012 年 10 月下旬 ※数量限定発売
2012 年 10 月下旬 ※数量限定発売
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品名
品番

PRO パターカバー
PRPC-131

PRO パターカバー（センターシャフト用））
PRPC-131CS

＜ホワイト＞
＜シルバー＞

＜シルバー＞

＜ホワイト＞

カラー
材質
特長
原産国
価格
発売日

＜ブラック＞

ホワイト、シルバー、ブラック
合成皮革（PU）
・マグネット式開口
・化粧箱入り
Made in CHINA
2,940 円（本体価格 2,800 円）
2012 年 10 月下旬 ※数量限定発売

＜ブラック＞

ホワイト、シルバー、ブラック
合成皮革（PU）
・センターシャフト専用
・マグネット式開口
・化粧箱入り
Made in CHINA
2,940 円（本体価格 2,800 円）
2012 年 10 月下旬 ※数量限定発売

ご掲載時の読者の問い合わせ先
株式会社プロギア
TEL:03-3436-3341（直）
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）スポーツ事業部 担当：石川、渡辺、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、石塚
TEL：03-5400-4531
FAX：03-5400-4570

4

