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オノフ 2022年モデル
イクイップメントを新発売。

グローブライド株式会社 ( 社長 : 鈴木一成 / 本社 : 東京 ) は、 主な製品特徴・スペックは、次ページ以降のアイテム別製品ページをご参照
上質な大人のゴルフを提案する
「オノフ」
ブランドより、2022 年
モデルのイクイップメントを 2 月下旬から新発売致します。
今回発売するラインアップはオノフを代表するナイロン（ツイル織）
シリーズのキャディバッグ 3 型、ボストンバッグ、
ラウンドバッグ、ヘッド
カバー、
アイアンカバー、
パターカバーとなります。

下さい。商品詳細は
「オノフ WEB サイト」にてご覧いただけます。

オノフ イクイップメント

https://onoﬀ.globeride.co.jp/equipment/index.html
本件に関するお問合せ先
報道関係の方からのお問合せ先

グローブライド株式会社 スポーツ営業本部 ゴルフ営業部
（ 担当 : 大澤・笠井・渡邉 ）
TEL:042-479-7730 FAX:042-479-7731
MAIL : pr-onoﬀ̲g3@globeride.co.jp
お客様からのお問合せ先

グローブライド株式会社 お客様センター
フリーダイヤル : 0120-506-204
受付時間 : 9 時 〜 17 時（ 土日祝日、当社休業日は除く ）

ONOFF EQUIPMENT

2022 年 2 月下旬 発売 https://onoff.globeride.co.jp/equipment/index.html

オノフ ナイロンツイル シリーズ
2022 COLLECTIONS

セパレーター
内側にセパレーターを搭載し、
クラブの絡まり
を防ぎ出し入れがスムーズになりました。
心地よくプレーするためのサポートをします。
グローブホルダー
面ファスナーを使用したグローブホルダー。
プレー中でも取り外しが簡単です。オノフの
シンボルマーク
「オーマーク」が目印です。

シューズ収納ポケット
キャディバッグの大型の背袋には、
シューズを
収納できます。
ボストンバッグには、
シューズ等
を収納できるポケットがあります。

パイルポケット
一部のポケットの裏地に起毛したパイル地を
使用。
柔らかく、
クッション性があるので、
モノが傷つかないよう保護してくれます。

デオドラントネーム®
キャディバッグ、
ボストンバッグ、
シューズケース
には消臭・抗菌効果を発揮するデオドラント
ネーム®が装着されています。
ネームが臭気
成分と触れることにより不快臭を減少させ、
銀のプラスイオンがネームに付着した菌の
繁殖を抑え、
臭いの発生を防ぎます。
（消臭・抗菌効果）

豊富なカラーリング
オノフのキャディバッグのカラーは
オノフオリジナルです。
お好みの色をお選びください。
クレイベージュ
オレンジ
ネイビー

転倒防止ボトムグリップ

グリーン

しっかりと地面を噛む安定感のあるボトム
グリップ。キャディバッグをカートへ搭載
した際の転がりや転倒を防止します。

ブラック

* オノフのキャディバッグには全てフードが付属しています。

Caddie Bag OB3622 33,000 円（税込）ナイロン（ツイル織）/

付 / 軽量タイプ / made in China

9

型

2.7

kg

47inch

ONOFF EQUIPMENT

2022 年 2 月下旬 発売 https://onoff.globeride.co.jp/equipment/index.html

オノフ ナイロンツイル シリーズ
2022 COLLECTIONS
Color

Caddie Bag OB0422 33,000 円（税込）ナイロン（ツイル織）/

クレイベージュ

オレンジ

付 / 軽量タイプ / made in China

Caddie Bag OB1422 19,800 円（税込）/ ナイロン（ツイル織）/ 収納可能クラブ本数 10 本程度 / made in China

ネイビー

グリーン

ブラック

9

型

2.8

kg

47inch

7

型

2.0

kg

47inch

ONOFF EQUIPMENT

2022 年 2 月下旬 発売 https://onoff.globeride.co.jp/equipment/index.html

オノフ ナイロンツイル シリーズ
2022 COLLECTIONS
Color

Boston Bag OV0422

クレイベージュ

16,500 円（税込） / 48×27×33cm / ナイロン
（ツイル織）/

Round Bag OA1422

オレンジ

ネイビー

グリーン

ブラック

付 / シューズポケット付 / made in China

7,700 円（税込）/ 25×12×23 cm / ナイロン（ツイル織）/ 抗菌素材ポケット付（マスク入れ等）/ made in China

Head Cover OH0422（ W1 用）460cm 3 ヘッド対応・ OH0522（FW 用）取替式番手バッジ 3、4、5、7、X 付・ OH0622（ UT 用）取替式番手バッジ U3、U4、U5、U6 付 各 3,630 円（税込）
/ ナイロン（ツイル織）/ made in China

Iron Cover OI0422

Putter Cover OP0422

4,400 円（税込）/ ナイロン（ツイル織）/ made in China

2,970 円（税込）/ 磁石式 / ブレード型、マレット型対応（ネオマレットは不可）/ ナイロン（ツイル織）/ made in China

Shoes Case OC0422

3,300 円（税込）/ 30×40cm / ナイロン（ツイル織 ）/

付 / made in China

