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トリコロール （90） トリコロール （90）

ブラック （10）

ブラック （10）

ブラック （10）

ネイビー （30）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

ブラック （10）

ホワイト （00）

ブラック （10）

ホワイト （00） ネイビー （30）

シルバー （82）

シルバー （82）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

ブラック （10） イエロー （70）

ピンク （48）

THE FACE CB

THMG 7SC1

本体価格	 38,000 円＋税

サイズ	 9 型

重量	 4.7kg

長さ対応	 46 インチ

素材	 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

PRO TYPE CB

THMG 7FC1

本体価格	 50,000 円＋税

サイズ	 9.5 型

重量	 5.4kg
長さ対応	 46 インチ

素材	 合成皮革 （PU） × PVC
原産国	 CHINA

CONTRAST STAND BAG

THMG 7SC3

本体価格	 28,000 円＋税

サイズ	 8.5 型

重量	 3.0kg
長さ対応	 46 インチ

素材	 ポリエステル×合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

口枠６分割

口枠６分割

口枠６分割

口枠６分割

口枠５分割

口枠５分割

HONEYCOMB	CB

THMG 7FC2

本体価格	 37,000 円＋税

サイズ	 9 型

重量	 3.7kg
長さ対応	 46 インチ

素材	 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

口枠５分割

HONEYCOMB STAND BAG

THMG 7SC4

本体価格	 34,000 円＋税

サイズ	 9 型

重量	 3.3kg
長さ対応	 46 インチ

素材	 合成皮革 (PU）
原産国	 CHINA

TRAVEL CB

THMG 7SC2

本体価格	 58,000 円＋税

サイズ	 9 型

重量	 4.9kg
長さ対応	 46 インチ

素材	 ナイロン× PVC
原産国	 CHINA

TH QUILT CB

THMG 7FC4

本体価格	 32,000 円＋税

サイズ	 8.5 型

重量	 3.2kg
長さ対応	 46 インチ

素材	 ポリエステル×合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

口枠５分割

TRAVEL CB

THMG 7FC3

本体価格	 48,000 円＋税

サイズ	 9 型

重量	 4.5kg
長さ対応	 46 インチ

素材	 ナイロン× PVC
原産国	 CHINA

CADDIE BAG
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ブラック （10） ブラック （10）

ブラック （10）

ブラック （10）

ブラック （10）

ネイビー （30） ネイビー （30） ホワイト （00）ホワイト （00） ホワイト （00）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

ブラック （10）

ブラック （10）ブラック （10）

ブラック （10）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

シルバー （82）

シルバー （82）

シルバー （82）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

ブラック （10） イエロー （70） ピンク （48）

BAG

THE FACE BOSTON BAG

THMG 7FB1

本体価格	 15,000 円＋税

サイズ	 W48× D24× H29cm
素材	 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

THE FACE CLUB CASE

THMG 7SK4

本体価格	 10,000 円＋税

収納	 5 ～ 6 本用、 46 インチ対応

素材	 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

HONEYCOMB BACKPACK

THMG 7FB2

本体価格	 12,000 円＋税

サイズ	 W30× D15× H41cm

素材	 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

THE FACE ROUND TOTE

THMG 7SB2

本体価格	 5,200 円＋税

サイズ	 W21× D12× H19cm
素材	 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

THE FACE POUCH

THMG 7SB4

本体価格	 3,800 円＋税

サイズ	 W19× D10× H12cm

素材	 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

THE FACE TOTE BAG

THMG 7SB1

本体価格	 12,000 円＋税

サイズ	 W38× D18× H38cm
素材	 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

THE FACE SQUARE POUCH

THMG 7SB3

本体価格	 3,500 円＋税

サイズ	 W19× D5× H11cm
素材	 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

HONEYCOMB BOSTON BAG

THMG 7FB3

本体価格	 13,000 円＋税

サイズ	 W45× D26× H29cm

素材	 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

HONEYCOMB MEN'S POUCH

THMG 7FB4

本体価格	 6,000 円＋税

サイズ	 W25× D13× H8cm

素材	 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

CONTRAST TOTE BAG

THMG 7FB5

本体価格	 10,000 円＋税

サイズ	 W42× D19× H32cm

素材	 ポリエステル

原産国	 CHINA
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ブラック （10） ブラック （10）

ブラック （10）
ブラック （10）

ブラック （10）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

ネイビー （30）
ホワイト （00）

ホワイト （00）ブラック （10）ブラック （10）

ブラック （10）

カーキ （65）

カーキ （65）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

ブラック （10）

イエロー （70）

イエロー （70）

イエロー （70）

イエロー （70）

イエロー （70）

イエロー （70）ピンク （48）

ピンク （48）

ピンク （48）

ピンク （48）

ピンク （48）

ピンク （48）

BAG

CONTRAST SQUARE ROUND TOTE

THMG 7SB7

本体価格	 5,500 円＋税

サイズ	 W21× D16× H16cm

素材	 ポリエステル×合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

CONTRAST ROUND TOTE

THMG 7SB6

本体価格	 5,200 円＋税

サイズ	 W22× D11× H20cm

素材	 ポリエステル×合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

TRAVEL TOTE BAG

THMG 7SB5

本体価格	 18,000 円＋税

サイズ	 W34× D20× H34cm

素材	 ナイロン× PVC
原産国	 CHINA

TRAVEL 2WAY DAFFEL BAG

THMG 7FB6

本体価格	 20,000 円＋税

サイズ	 W55× D28× H26cm

素材	 ナイロン×PVC

原産国	 CHINA

TRAVEL POUCH

THMG 7FB8

本体価格	 8,000 円＋税

サイズ	 W27× D14× H11cm

素材	 ナイロン× PVC
原産国	 CHINA

TH QUILT TOTE BAG

THMG 7FB9

本体価格	 12,000 円＋税

サイズ	 W45× D16× H35cm

素材	 ポリエステル×合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

CONTRAST POUCH

THMG 7SK3

本体価格	 2,500 円＋税

サイズ	 W10× D4.5× H10cm

素材	 ポリエステル×合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

CONTRAST CLUB CASE

THMG 7SK1

本体価格	 8,000 円＋税

収納	 5 ～ 6 本用、 46 インチ対応

素材	 ポリエステル×合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

CONTRAST SHOES BAG

THMG 7SB8

本体価格	 3,500 円＋税

サイズ	 W35.5× H43cm

素材	 ポリエステル

原産国	 CHINA

CONTRAST HALF STAND

THMG 7FK1

本体価格	 9,500 円＋税

サイズ	 4.5 型

重量	 1.3kg
収納	 5 ～ 6 本用

素材	 ポリエステル×

　　　　　	　　 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

TH QUILT ROUND TOTE

THMG 7FBA

本体価格	 7,000 円＋税

サイズ	 W27× D9× H21cm

素材	 ポリエステル×合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

STRIPE TOTE BAG

THMG 7FBD

本体価格	 15,000 円＋税

サイズ	 W43× D17× H30cm

素材	 本体 : ポリエステル×ウール×コットン

　　　　　	　　	ハンドル : 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA

STRIPE ROUND TOTE

THMG 7FBE

本体価格	 7,500 円＋税

サイズ	 W27× D18× H14cm

素材	 本体 : ポリエステル×ウール×コットン

　　　　　　　		ハンドル : 合成皮革 （PU）
原産国	 CHINA
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ブラック （10）

ブラック （10）

ブラック （10）ブラック （10） ブラック （10）

ブラック （10）

ブラック （10）

ブラック （10）

ブラック （10）

ブラック （10）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

トリコロール （90）

イエロー （70）

イエロー （70）

イエロー （70）

ピンク （48）

ピンク （48）

ピンク （48）

ACCESSORY

FLAG H/C （F/W）

THMG 7SH2
　

本体価格   3,200 円 + 税

対応ヘッド　 　200cc
素材   アクリルニット

原産国   CHINA

CONTRAST TRAVEL COVER

THMG 7SK2
　

本体価格   9,000 円 + 税

対応バッグ　 　9 型 46 インチ

素材   ポリエステル

原産国   CHINA

BASIC H/C （#1W）

THMG 7FH1
　

本体価格   3,800 円 + 税

対応ヘッド　 　460cc
素材   合成皮革 （PU）×

　　　　　　　　　アクリル×ポリエステル

原産国   CHINA

BASIC H/C （U/T） 

THMG 7FH3
　

本体価格 3,600 円 + 税

素材 合成皮革 （PU）×ポリエステル

原産国 CHINA

BASIC PUTTER COVER

THMG 7FH5
　

本体価格 3,500 円 + 税

素材 合成皮革 （PU）

原産国 CHINA

MASCOT H/C （#1W）

THMG 7FH6
　

本体価格   5,000 円 + 税

対応ヘッド　 　460cc
素材   ポリエステル×アクリル

原産国   CHINA

FLAG H/C （#1W）

THMG 7SH1
　

本体価格   3,500 円 + 税

対応ヘッド　 　460cc
素材   アクリルニット

原産国   CHINA

FLAG IRON COVER 

THMG 7SH4
　

本体価格 3,500 円 + 税

素材 アクリルニット

原産国 CHINA

FLAG H/C （U/T） 

THMG 7SH3
　

本体価格 3,200 円 + 税

素材 アクリルニット

原産国 CHINA

FLAG PUTTER COVER

THMG 7SH5
　

本体価格 3,200 円 + 税

素材 アクリルニット

原産国 CHINA

BASIC H/C （F/W）

THMG 7FH2
　

本体価格   3,600 円 + 税

対応ヘッド　 　200cc
素材   合成皮革 （PU）×

　　　　　　　　　アクリル×ポリエステル

原産国   CHINA

※番手 #3、 #5、 #7、 #X

※番手 #3、 #4、 #5、 #X

※番手 #3、 #5、 #7、 #X

※ボール 2 個収納可能

MASCOT BALL POUCH

THMG 7FBC
　

本体価格 4,000 円 + 税

素材 ポリエステル

原産国 CHINA

ブラック （10）ネイビー （30）

ホワイト （00）

BASIC IRON COVER 

THMG 7FH4
　

本体価格 4,000 円 + 税

素材 合成皮革 （PU）×ポリエステル

原産国 CHINA

FLAG TOWEL SMALL

THMG 7SM5
　

本体価格 2,200 円 + 税

サイズ W34 × H36cm

素材 コットン

原産国 CHINA

FLAG TOWEL LARGE

THMG 7SM6
　

本体価格 3,500 円 + 税

サイズ W108 × H40cm

素材 コットン

原産国 CHINA

ブラック （10） ブラック （10）

トリコロール （90）

トリコロール （90）
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ホワイト （00） ホワイト （00）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

ネイビー （30）

SKELETON NY MARKER

THMG 7SM1
　

本体価格 2,000 円 + 税

素材 メタル

原産国 CHINA

FLAG MARKER

THMG 7SM2
　

本体価格 2,200 円 + 税

素材 メタル

原産国 CHINA

PUNCHING BELT

THMB 7SV1
　

本体価格 6,800 円 + 税

サイズ L110cm
　　　　　　　  （ウェスト中心 95cm）

　　　　　 　　 × W4.0cm
　　　　　　  　　　 ※フリーカット可能仕様

素材 合成皮革

原産国 CHINA

REVERSIBLE BELT

THMB 7SV3
　

本体価格 6,000 円 + 税

サイズ L110cm
　　　　　　　  （ウェスト中心 95cm）

　　　　　 　　　× W3.0cm
　　　　　　  　　　 ※フリーカット可能仕様

素材 表 : ナイロン×ポリエステル　

　　　　 　　　 裏 : 合成皮革

原産国 CHINA

合皮 BELT

THMB 7SV2
　

本体価格 5,000 円 + 税

サイズ L105cm
　　　　　　　  （ウェスト中心 90cm）

　　　　　 　　  × W2.5cm
　　　　　　  　　　  ※フリーカット可能仕様

素材 合成皮革

原産国 CHINA

TH LOGO CAP

THMB 7DAF
　

本体価格 3,800 円 + 税

サイズ フリー （57cm）

素材 コットン

原産国 CHINA

TH LOGO VISOR

THMB 7DBF
　

本体価格 3,600 円 + 税

サイズ フリー （57cm）

素材 コットン

原産国 CHINA

FLAG VISOR

THMB 7DDF
　

本体価格 4,000 円 + 税

サイズ フリー （57cm）

素材 コットン

原産国 CHINA

３段 LOGO VISOR

THMB 7DFF
　

本体価格 4,000 円 + 税

サイズ フリー （57cm）

素材 コットン

原産国 CHINA

３段 LOGO CAP

THMB 7DEF
　

本体価格 4,200 円 + 税

サイズ フリー （57cm）

素材 コットン

原産国 CHINA

BEANIE

THMB 7FBF
　

本体価格 3,500 円 + 税

サイズ フリー

素材 アクリル 100%

原産国 CHINA

KNIT CAP

THMB 7FAF
　

本体価格 3,800 円 + 税

サイズ フリー

素材 アクリル 100%

原産国 CHINA

FLAG CAP

THMB 7DCF
　

本体価格 4,200 円 + 税

サイズ フリー （57cm）

素材 コットン

原産国 CHINA

表

表

表

裏

裏

裏

サックスブルー （39）

サックスブルー （39）

サックスブルー （39）

サックスブルー （39）

サックスブルー （39）レッド （40）

レッド （40）

レッド （40）

レッド （40）レッド （40）

レッド （40）

レッド （40）

シルバー （82）

シルバー （82）

ネイビー （30） ネイビー （30）

イエロー （70） イエロー （70）

イエロー （70）

イエロー （70）

ブルー （34）

ホワイト （00）

ホワイト （00）

ネイビー（30）

ホワイト （00） UMBRELLA

THMG 7SK5
　

本体価格 9,000 円 + 税

サイズ 全長 132cm、 骨 65cm
重量 280g
素材 ポリエステル

原産国 CHINA

※遮光率 99.9%、 遮蔽率 99.7%

ACCESSORY HEAD WEAR

レッド （40） レッド （40）

ネイビー （30）

ネイビー （30）ホワイト （00）

ホワイト （00）

グレー （19）

シルバー （82）

NECK WARMER

THMB 7FCF

本体価格 3,500 円＋税

サイズ フリー

素材 表地 : アクリル 100%

　　　　　 　　 裏地 : ポリエステル 100%

原産国 CHINA

レッド （40）

ネイビー （30） ホワイト （00）

ネイビー （30）

ホワイト （00）

LEG WARMER

THMB 7FDF
　

本体価格 4,000 円 + 税

素材 アクリル 100%

原産国 CHINA

台座付 NY MARKER

THMG 7SM3
　

本体価格 2,400 円 + 税

素材 メタル

原産国 CHINA

シルバー （82）
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■ゴルフ事業部	 〒111-0041	東京都台東区元浅草1-1-1-8F

	 TEL.03-5806-8055			FAX.03-5806-8057

■大阪支店	 〒564-0063	大阪府吹田市江坂町1-23-43	ファサード江坂9F

	 TEL.06-6337-8902			FAX.06-6337-8903

■日本梱包運輸倉庫（株）	〒367-0206	埼玉県本庄市児玉町共栄800-13

　児玉営業所	 TEL.0495-72-2929

●当カタログの価格はすべて消費税を含んだメーカー希望小売価格です。

●掲載商品のカラーは印刷インキの関係により、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

●やむをえない事情により、掲載のデザイン・仕様、または価格を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●2017年８月発行

修理価格表

口枠ゴルフバッグの生地素材についてのご注意

表示マークの説明

キャディバッグ類

超軽量 軽量 フルオープン

ボア パイル エアーメッシュ ソフトメッシュ

イージーハンドル

セパレーター スタンド ボトムストラップ 背袋シューズ入れ

●天然皮革
現在の染色技術では色落ちは避けられません。特に、汗や雨等の湿気を含んだ状態や淡色の衣類等と

の接触にはご注意ください。

●ナイロン（ボンディング）生地　

●ポリエステル（ボンディング）生地
生地ウラのナイロン樹脂は、水分を吸収して湿度や温度の変化で伸縮するため、本体にシワが発生す

ることがあります。また、長い時間太陽光線にさらすのは、生地が変色する原因となりますので、お避

けください。

●合成皮革、人工皮革生地
表面のウレタン樹脂は、時間とともに劣化しますので、特に水分や湿度、温度にご注意ください。長い時間

太陽光線にさらすと、生地が変色することがあります。また、シンナーなど汚れ落しのための揮発剤の使用

は、色落ちや変質の原因となりますので、お避けください。

●PVCレザー生地
長い時間太陽光線にさらすのは、生地が変色する原因となりますので、お避けください。密閉した高温多

湿の場所などに保管すると、可塑剤が生地の表面に浮き出て、汚れたようになることがあります。また、汚

れを落す時シンナーなどの揮発剤の使用は、色落ちや変色の原因となりますので、お避けください。

当社では2.5㎏未満を超軽量バ

ッグといいます。

当社では３.０㎏未満２.５㎏以上

を軽量バッグといいます。

大きく開いて物が取り出し易い

フロントポケット。

口枠の内部にボアを使用。シ

ャフトの摩擦を最小限に抑えて

くれます。

口枠の内部にフレンチパイルを

使用。シャフトの摩擦を最小限

に抑えてくれます。

シャフトをしっかりと保護しなが

ら、キャディバッグ全体の軽量

性を高めます。

シャフトを保護し、摩擦も最小限

に抑えかつキャディバッグ全体

の軽量性を高めます。

キャディバッグを持ち運びしやす

いように、口枠の外部にハンド

ルが設置されています。

内部にクラブのからみを防ぐた

めの「セパレーター」が内蔵され

ています。

セルフプレーに最適なスタンド

付バッグ。

車のトランクルームからの出し

入れ等を容易にします。

バッグ背部にシューズが入る機

能が付いています。

※修理価格は参考価格ですので ､ 修理前には必ずお問合せください ｡　※その他の修理等に関しましては、 修理前に必ずお問合せください。

※他社商品の修理等は、 ご容赦戴いております。 　※別途 ､ 消費税がかかります ｡

1.	ナイロン	 ：	ナイロンを主材料とした合成繊維

2.	ポリエステル	 ：	ポリエステルを主材料とした合成繊維

3.	P	U	 ：	ポリウレタンを主材料とした合成皮革

4.	P	V	C		 ：	塩化ビニールを主材料とした合成皮革

口枠の規定寸法表

メンテナンス項目 参考価格

１.		フードファスナー交換 ¥7,000
２.		本体ホック交換 ¥7,000
３.		フードホック交換（一律） ¥1,500
４.		フード作製 ¥8,000
５.		仕切（ボア）交換 ¥8,000
６.		ポーレン交換 ¥18,000

メンテナンス項目 参考価格

7.		本体ハンドル交換 ¥7,000
8.		本体底交換 ¥7,000
9.		前ポケット・背袋・ポケット修理 ¥10,000

10.		前ポケットファスナー交換 ¥20,000
11.		セパレーター交換 ¥8,000

型 口枠部のトップ外周

5型 ３８〜４１㎝

6型 ４６〜４９㎝

6.5型 ５０〜５３㎝

7型 ５４〜５７㎝

7.5型 ５８〜６１㎝

型 口枠部のトップ外周

８型 ６２〜６５㎝

8.5型 ６６〜６９㎝

９型 ７０〜７３㎝

9.5型 ７４〜７７㎝

10型 ７８〜８１㎝

その他注意事項

素材表示について
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