
2017 年 9 月 11 日

PRGR 2018 年「スポーツモデル」のゴルフグッズ新発売

　（株）プロギアは、力強いデザインと丈夫な作りに加え、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 2018 年「スポーツモデル」のゴルフグッズを 10 月中旬から発売する。ラインアッ
プは、契約プロがトーナメントで使用する「PRCB-181 キャディバッグ」を始めとし、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 3種類、アイアンカバー。

　キャディバッグは「契約プロ使用モデル（数量限定）」のほか、「コンパクトモデル」「スタンド付モデル」
「ベーシックモデル」を用意。いずれもサイドに PRGRのロゴを大きく配置した力強いデザインに加え、
持ちやすさや収納力抜群で荷物の出し入れを考慮したポケットを各部に装備するなど徹底的に使いや
すさを追求している。また、ボストンバッグは上からも横からも収納可能なモデル「PRBB-181 ボスト
ンバッグ」と折りたためるモデル「PRBB-184 ボストンバッグ」の 2種類を用意。ヘッドカバーはドラ
イバー用、フェアウェイウッド用、ユーティリティ用いずれもマグネット式の開口部で脱着しやすい
ほか、ラウンド中に外しやすいハンドルを装備している。アイアンカバーは立体縫製と開口部分のニッ
ト素材でクラブの収納が容易で、ヘッドカバー同様のハンドルで脱着しやすくしている。

PRGR ウェブサイト　http://www.prgr-golf.com

2018 年「スポーツモデル」
※ PRCB-181、PRHC-181、PRHC-182F、PRBB-181（ホワイト）
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契約プロ使用モデル コンパクトモデル
品番 PRCB-181 PRCB-182

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、シルバー ホワイト、ブラック、シルバー
重量 5.7kg 4.6kg

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
・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 53,000 円 + 税 38,000 円 + 税

発売日 2017 年 10 月中旬（数量限定生産） 2017 年 10 月中旬

スタンド付モデル ベーシックモデル
品番 PRCB-183 PRCB-184

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、シルバー ホワイト×レッド、ホワイト×シルバー、

ブラック×レッド、ブラック×シルバー
重量 3.7kg 4.2kg

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
・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 CHINA Made in VIETNAM
価格 35,000 円 + 税 28,000 円 + 税

発売日 2017 年 10 月中旬 2017 年 10 月中旬

ホワイト ブラック

2018 年「スポーツモデル」のスペック
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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-181 PRHC-182F

材質 合成皮革（PU） 合成皮革（PU）
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、シルバー ホワイト、ブラック、シルバー

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 2017 年 10 月中旬 2017 年 10 月中旬

ホワイト ブラック
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ボストンバッグ ボストンバッグ
品番 PRBB-181 PRBB-184

材質 合成皮革（PU） 合成皮革（PU）
サイズ W44cm × H34cm × D18cm W48cm × H30cm × D20cm
カラー ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック

特長
・上からも横からも収納可能なボストンバッグ
・シューズポケット、シューズ袋付き
・ショルダー付き

・収納可能な「折りたためる」ボストンバッグ
・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 15,000 円 + 税 12,000 円 + 税

発売日 2017 年 10 月中旬 2017 年 10 月中旬

ホワイト ブラック ホワイト ブラック

シルバー シルバーホワイト ブラック
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ユーティリティ用ヘッドカバー アイアンカバー
品番 PRHC-183U PRIC-181

材質 合成皮革（PU） 合成皮革（PU）
サイズ W21cm × H19.5cm × D5.5cm
カラー ホワイト、ブラック、シルバー ホワイト、ブラック、シルバー

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
・開口部分は絞りやすいニット素材

原産国 Made in CHINA Made in CHINA
価格 3,800 円 + 税 3,500 円 + 税

発売日 2017 年 10 月中旬 2017 年 10 月中旬

ホワイト ブラック

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、石川

TEL：03-5400-4740     FAX：03-3436-3814

ご掲載時の読者の問い合わせ先
（株）プロギア

TEL：0120-81-5600　　FAX：03-3578-8930

ホワイト ブラック シルバー シルバー


