2013 年 12 月 24 日

日頃の感謝を多くのゴルファーへ

PRGR「30 周年サンクスキャンペーン」を実施
横浜ゴム（株）は 1983 年のゴルフ用品販売開始から今年 11 月で 30 周年を迎えたことを記念し、ゴ
ルフ用品販売会社（株）プロギアを通じて「PRGR 30 周年サンクスキャンペーン」を実施する。キャンペー
ンの内容は下記の 4 つで、スタートは 2014 年 1 月 1 日から（クラブレンタルキャンペーンはすでに実
施中）。
（記）
①「iD nabla BLACK ／ X」シリーズを新価格で販売
ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアン、ウェッジ全てのクラブが対象。レディ
スモデルも含む。（2014 年 1 月 1 日から）
②「NEW eggbird ドライバー」「iD nabla RED ドライバー」 のご購入で特典
上記ドライバー 1 本ご購入のお客様に 5,000 円分のオリジナル QUO カードをプレゼント。レディス
モデルも含む。（2014 年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで）
③「NEW egg アイアン」「iD nabla RED アイアン」のご購入で特典
上記アイアン 5 本セット以上ご購入のお客様に同一スペックの単品アイアン 1 本をプレゼント。
（2014 年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで）
④試打クラブレンタルの送料半額

全アイテムの PRGR 試打クラブのレンタル無料、送料半額。
（2014 年 3 月 31 日まで）

PRGR ウェブサイト

http://www.prgr-golf.com

キャンペーンの詳細
①「iD nabla BLACK ／ X」シリーズ新価格表
iD nabla BLACK シリーズ
ドライバー

フェアウェイウッド

ユーティリティ

アイアン

対象クラブ

装着シャフト
価格

カーボン

カスタム

カーボン

カスタム

カーボン

スチール

スチール
#5 〜 Pw

#3,#4/ 各 1 本

ダイナミックゴールド
ツアーイシュー
#5 〜 Pw
#3,#4/ 各 1 本

51,000 円＋税 61,000 円＋税 23,000 円＋税 38,000 円＋税 18,000 円＋税 16,200 円＋税 66,000 円＋税 11,000 円＋税 75,600 円＋税 12,600 円＋税

※フェアウェイウッドのカスタムシャフト FUBUKI AX 装着モデルは 30,000 円＋税

iD nabla X シリーズ
ドライバー

フェアウェイウッド

ユーティリティ

アイアン

対象クラブ

装着シャフト
価格

カーボン

カスタム

カーボン

カスタム

カーボン

51,000 円＋税 61,000 円＋税 22,000 円＋税 37,000 円＋税

18,000 円＋税

カーボン
#6 〜 Pw
#5/ 各 1 本

63,000 円＋税 12,600 円＋税 55,000 円＋税 11,000 円＋税

※ドライバーはストレートモデル、ドローモデルともに対象となります。
※フェアウェイウッドのカスタムシャフト FUBUKI AX 装着モデルは 29,000 円＋税

iD nabla ウェッジ
ウェッジ

対象クラブ

装着シャフト
価格

カーボン

スチール

12,600 円＋税 11,000 円＋税

iD nabla X WOMAN'S
ドライバー

フェアウェイウッド

ユーティリティ

装着シャフト

カーボン

カーボン

カーボン

価格

45,000 円＋税

22,000 円＋税

18,000 円＋税

アイアン

対象クラブ

※詳しくは PRGR Web サイト（www.prgr-golf.com）でご確認ください。
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スチール
#6 〜 Pw
#5/ 各 1 本

カーボン
#7 〜 Pw
Aw,Sw/ 各 1 本
50,400 円＋税 12,600 円＋税

② 5,000 円分のオリジナル QUO カードの特典がつくドライバー

NEW eggbird ドライバー

iD nabla RED ドライバー

オリジナル QUO カード（5,000 円分）

※詳しくは PRGR Web サイト（www.prgr-golf.com）でご確認ください。

③ 5 本セット以上のご購入で単品アイアン 1 本の特典がつくアイアン

NEW egg アイアン

iD nabla RED アイアン

※一部実施していない店舗もございます。
※詳しくは PRGR Web サイト（www.prgr-golf.com）でご確認ください。

④送料が半額になる試打クラブのレンタル

キャンペーン Web サイトのイメージ
※クラブレンタル料は無料、送料は通常 2,000 円 + 税のところ 1,000 円 + 税。ご利用日数は 3 泊 4 日。
※送料はフルセットでのレンタルの場合や地域などによって異なります。詳細は PRGR レンタルサービス
（TEL0120-67-2727）または PRGR Web サイト（www.prgr-golf.com）でご確認ください。

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、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
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