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PRGR 2020 年「スポーツモデル」のゴルフグッズ新発売

スポーツモデル
※ PRCB-201（ホワイト・ブラック・オレンジレッド）、PRHC-201、PRHC-202F、

PRHC-203U、PRPC-202（ブラック）

PRGR ウェブサイト　https://www.prgr-golf.com

　　（株）プロギアは、力強さと柔らかさを合わせ持ったデザインと丈夫な作りに使いやすさを追
求した 2020 年「スポーツモデル」のゴルフグッズを 10 月から発売する。キャディバッグは数量
限定の契約プロ使用モデル「PRCB–201」を含む 4 モデル、ボストンバック 2 モデル、ヘッドカ
バーはドライバー用、フェアウェイウッド用、ユーティリティ用、アイアンカバー、パターカバー
2 モデルの全 12 商品をラインアップする。キャディバッグからヘッドカバーまでセットで使用す
ることを考慮して生地やデザインに統一感を持たせている。

キャディバッグ
・契約プロ使用モデル（PRCB-201）  ※数量限定生産
  カラー：ホワイト、ブラック、オレンジレッド　価格：55,000 円＋税　サイズ：9.5 型（47 インチ対応）
・プロ仕様コンパクトモデル（PRCB-202）
  カラー：ホワイト、ブラック、オレンジレッド　価格：40,000 円＋税　サイズ：9.0 型（47 インチ対応）
・スタンド付きモデル（PRCB-203）
  カラー：ホワイト、ブラック、オレンジレッド　価格：35,000 円＋税　サイズ：9.0 型（47 インチ対応）
・ベーシックモデル（PRCB-204）
  カラー：ホワイト、ブラック、オレンジレッド　価格：32,000 円＋税　サイズ：9.0 型（47 インチ対応）
ボストンバッグ
  カラー：ホワイト、ブラック
  自立式モデル（PRBB–201）              : 価格：16,000 円＋税　サイズ：W48 ㎝× H30 ㎝× D23 ㎝
  折りたたみ式モデル（PRBB–204）     : 価格：12,000 円＋税　サイズ：W46.5 ㎝× H29 ㎝× D24 ㎝
ヘッドカバー、アイアンカバー
  カラー：ホワイト、ブラック、オレンジレッド
  ドライバー用（PRHC-201）              ：価格：4,000 円＋税　サイズ：460 ㎤対応
  フェアウェイウッド用（PRHC-202F）：価格：4,000 円＋税　サイズ：200 ㎤対応
  ユーティリティ用（PRHC-203U）　   ：価格：4,000 円＋税
  アイアンカバー（PRIC-201）            ：価格：3,500 円＋税　サイズ：W24 ㎝× H23 ㎝× D6 ㎝
パターカバー
  ブレード型（PRPC-201）                 : 価格：4,000 円＋税
  マレット型（PRPC–202）　　　　　  : 価格：4,000 円＋税

ラインアップ



特長とスペック

品番　　　　 ：PRCB-201
素材　　　　 ：合成皮革（PU）
サイズ　　　 ：9.5 型（47 インチ対応）
重量　　　　 ：5.3kg
カラー　　　 ：ホワイト、ブラック、オレンジレッド
生産地　　　 ：Made in VIETNAM
価格　　　　 ：55,000 円＋税 ※数量限定生産
オウンネーム ：フロントポケット、背袋
特長  ：・力強さと柔らかさを持ち合わせたデザイン
     ・キャディバッグの柔軟性を高めることで使用感を追求
     ・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
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ホワイト ブラック オレンジレッド

品番  ：PRCB-202
素材  ：合成皮革（PU）
サイズ  ：9.0 型（47 インチ対応）
重量  ：4.2kg
カラー  ：ホワイト、ブラック、オレンジレッド
生産地  ：Made in VIETNAM
価格  ：40,000 円＋税
オウンネーム ：フロントポケット、背袋
特長  ：・力強さと柔らかさを持ち合わせたデザイン
     ・キャディバッグの柔軟性を高めることで使用感を追求
     ・持ちやすい成型ハンドル
     ・収納力抜群の各部ポケット
     ・2 点式ショルダー

ホワイト ブラック オレンジレッド

■契約プロ使用モデル

■プロ仕様コンパクトモデル

フード一体デザイン

フード一体デザイン

フロントポケット

背袋
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品番  ：PRCB-203
素材  ：合成皮革（PU）
サイズ  ：9.0 型（47 インチ対応）
重量  ：3.7kg
カラー  ：ホワイト、ブラック、オレンジレッド
生産地  ：Made in CHINA
価格  ：35,000 円＋税
オウンネーム ：フロントポケット
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

ホワイト ブラック オレンジレッド

■スタンド付きモデル

品番  ：PRCB-204
素材  ：合成皮革（PU）
サイズ  ：9.0 型（47 インチ対応）
重量  ：4.0kg
カラー  ：ホワイト、ブラック、オレンジレッド
生産地  ：Made in VIETNAM
価格  ：32,000 円＋税
オウンネーム ：フロントポケット、背袋
特長  ：・持ちやすい成型ハンドル
     ・収納力抜群の各部ポケット
     ・2 点式ショルダー

■ベーシックモデル

ホワイト ブラック オレンジレッド
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品番 ：PRBB-201
素材 ：合成皮革（PU）
サイズ：W48cm × H30cm × D23cm
カラー：ホワイト、ブラック
生産地：Made in VIETNAM
価格 ：各 16,000 円＋税
特長 ：・キャディバッグ（PRCB-201、202、203）と同生地
　　　　・荷物を収納する時に便利な自立式
　　　　・使いやすい各部ポケット
　　　　・シューズポケット、シューズケース付き

PRBB-201
（ホワイト）

PRBB-201
（ブラック）

■ボストンバッグ

品番 ：PRBB-204
素材 ：合成皮革（PU）
サイズ：W46.5cm × H29cm × D24cm
カラー：ホワイト、ブラック
生産地：Made in VIETNAM
価格 ：各 12,000 円＋税
特長 ：・キャディバッグ（PRCB-204）と同生地
　　　　・使用しない時は折りたためる
　　　　・使いやすい各部ポケット
　　　　・シューズポケット付き

PRBB-204
（ホワイト）

PRBB-204
（ブラック）
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品番　：PRIC-201
素材　：合成皮革（PU）
サイズ：W24 ㎝× H23 ㎝× D6 ㎝
カラー：ホワイト、ブラック、オレンジレッド
生産地：Made in CHINA
価格　：各 3,500 円＋税
特長　：・キャディバッグ（PRCB-201、202、203）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
　　　　・口部分は絞りやすいニット素材

■アイアンカバー

品番 ：PRHC-201（ドライバー用）、PRHC-202F（フェアウェイウッド用）、
         　PRHC-203U（ユーティリティ用）
素材 ：合成皮革（PU）
サイズ：460 ㎤対応（ドライバー用）、200 ㎤対応（フェアウェイウッド用 )
カラー：ホワイト、ブラック、オレンジレッド
生産地：Made in CHINA
価格 ：各 4,000 円＋税
特長 ：・キャディバッグ（PRCB-201、202、203）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
　　　　・フェアウェイウッド用とユーティリティ用にはダイヤル式番手表示
　　　　　（フェアウェイウッド用：No. ３、５、７、X）（ユーティリティ用：No. ３、４、５、６）

PRHC-201
（ホワイト・ブラック・オレンジレッド）

PRHC-202F
（ホワイト・ブラック・オレンジレッド）

PRHC-203U
（ホワイト・ブラック・オレンジレッド）

■ヘッドカバー

PRIC-201
（ホワイト）

PRIC-201
（ブラック）

PRIC-201
（オレンジレッド）
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ご掲載時の読者の問い合わせ先
（株）プロギア
TEL：0120-81-5600

このリリースに関するお問い合わせ先
（株）プロギア　担当：川越、武政、石川
TEL：03-5400-4740     FAX：03-3436-3814
〒 105-0004　東京都港区新橋 5-36-11 浜ゴムビル 3F

品番 ：PRPC–201
素材 ：合成皮革（PU）
カラー：ホワイト、ブラック、オレンジレッド
生産地：Made in CHINA
価格 ：各 4,000 円＋税
特長 ：・キャディバッグ（PRCB-201、202、203）と同生地
　　　　・ブレード型パターカバー
　　　　・ベルトや腰に装着でき、簡単に脱着可能

PRPC-201
（ホワイト）

PRPC-201
（ブラック）

PRPC-201
（オレンジレッド）

■パターカバー

品番 ：PRPC–202
素材 ：合成皮革（PU）
カラー：ホワイト、ブラック、オレンジレッド
生産地：Made in CHINA
価格 ：各 4,000 円＋税
特長 ：・キャディバッグ（PRCB-201、202、203）と同生地
　　　　・大型マレット型パターカバー
　　　　・ベルトや腰に装着でき、簡単に脱着可能
　　　　・ベント / センターシャフト問わず使用可能

PRPC-202
（ホワイト）

PRPC-202
（ブラック）

PRPC-202
（オレンジレッド）

PRPC-201
装着時

PRPC-202
装着時


