
2020 ONOFF 
No.20004
2020.Jun

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
キャディバッグ「OB1420」をオノフ取扱い店ならびに、クラブオノフオンラインショップにて、2020年2月から販売します。
今回発売の「OB1420」は、 オノフ定番のナイロンツイル素材を使用した、2.0kgの軽量モデルです。7型のコンパクトサイズ
で、クラブは10本程度収納が可能です。ラウンドだけでなく、練習場でも使用しやすいシリーズです。また3個のフロント
ポケットが付いており、小物の収納も整理しやすく、出し入れも簡単です。年齢・男女問わず使いやすいデザインに仕上げ
ており、カラーラインアップも豊富な5カラーとなっています。 

ONOFF定番のナイロンツイル素材の
7型軽量コンパクトデザインモデル
オノフキャディバッグOB1420を新発売

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
「OB1420」ホームページ　https://onoff.globeride.co.jp/equipment/caddie-bag/ob1420.html

ONOFF CADDIE BAG 
OB1420

価格：17,000 円＋税 / サイズ：7型  2.0kg / 素材：ナイロン ( ツイル織 ) / 47 インチ対応 / made in China
カラー：ブルー・イエロー・カーキ・ネイビー・グレー



2020 ONOFF 
No.20003
2020.Jun

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
キャディバッグ「OB0420」をオノフ取扱い店ならびに、クラブオノフオンラインショップにて、2020年2月から販売します。
今回発売の「OB0420」は、 オノフ定番のナイロンツイル素材を使用した、2.9kg の軽量モデルです。またシューズ収納が可能
な大型背袋には、抗菌消臭効果のあるデオドラントネームを付けました。合計で7個のポケットが付いていることから収納
力も抜群です。オノフを代表するベーシックデザインモデルで、年齢・男女問わず使いやすいデザインに仕上げており、
カラーラインアップも豊富な5カラーとなっています。 

ONOFF定番のナイロンツイル素材の
代表的なベーシックデザインモデル
オノフキャディバッグOB0420を新発売

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
「OB0420」ホームページ　 https://onoff.globeride.co.jp/equipment/caddie-bag/ob0420.html

ONOFF CADDIE BAG  OB0420
価格：27,500 円＋税 / サイズ：9型  2.9kg / 素材：ナイロン ( ツイル織 ) / 47 インチ対応 / made in China
カラー：ブルー・イエロー・カーキ・ネイビー・グレー



2020 ONOFF 
No.20002
2020.Jun

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
キャディバッグ「OB3620」をオノフ取扱い店ならびに、クラブオノフオンラインショップにて、2020年2月から販売します。
今回発売の「OB3620」は、 オノフ定番のナイロンツイル素材を使用した、2.9kgの軽量モデルです。またシューズ収納が可能
な大型背袋には、抗菌消臭効果のあるデオドラントネームを付けました。合計で7個のポケットが付いていることから収納
力も抜群です。「ONOFF」ロゴを側面に大きく表現したスポーティモデルで、年齢・男女問わず使いやすいデザインに仕上げ
ており、カラーラインアップも豊富な5カラーとなっています。

ONOFF定番のナイロンツイル素材に
ロゴを大きく表現したスポーティデザインモデル
オノフキャディバッグOB3620を新発売

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
「OB3620」ホームページ　https://onoff.globeride.co.jp/equipment/caddie-bag/ob3620.html

ONOFF CADDIE BAG OB3620
価格：27,500 円＋税 / サイズ：9型  2.9kg / 素材：ナイロン ( ツイル織 ) / 47 インチ対応 / made in China
カラー：ブルー・イエロー・カーキ・ネイビー・グレー



2020 ONOFF 
No.20008
2020.Jun

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
ヘッドカバー・パターカバー・アイアンカバー「OH0420・OH0520・OH0620・OP0420・OI0420」をオノフ取扱い店ならびに、
クラブオノフオンラインショップにて、2020年2月から販売します。
今回発売のシリーズは、 オノフ定番のナイロンツイル素材を使用したベーシックデザインモデルです。同時に発売する
キャディバッグ・ボストンバッグなどのアイテムとトータルコーディネートすることができる、他の人とは一味違う
オシャレを好むゴルファーに最適なアイテムです。年齢・男女問わず使いやすいデザインに仕上げており、カラーライン
アップも豊富な5カラーとなっています。 商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。

ONOFF定番のナイロンツイル素材の
代表的なベーシックデザインモデル
オノフヘッドカバー・パターカバー・アイアンカバーを新発売

ONOFF
NYLON COVER
SERIES

・HEAD COVER    (OH0420=1W用 460cm³ 対応 ):3,000 円 +税
                                (OH0520=FW用 3,4,5,7,X 番手付 ):3,000 円 +税
                                (OH0620=UT 用 U3,U4,U5,U6 番手付 ):3,000 円 +税
・PUTTER COVER(OP0420=PT 用 ブレード・マレット型兼用、ネオマレットは不可 ):2,500 円 +税
・IRON COVER     (OI0420= アイアン用 ):3,700 円 +税
・素材：ナイロン ( ツイル織 )
・カラー：ブルー・イエロー・カーキ・ネイビー・グレー 
・ made in China

「OH0420」ホームページ   https://onoff.globeride.co.jp/equipment/head-cover/oh0420.html
「OH0520」ホームページ   https://onoff.globeride.co.jp/equipment/head-cover/oh0520.html
「OH0620」ホームページ   https://onoff.globeride.co.jp/equipment/head-cover/oh0620.html
「OP0420」ホームページ   https://onoff.globeride.co.jp/equipment/head-cover/op0420.html
「OI0420」   ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/head-cover/oi0420.html



2020 ONOFF 
No.20007
2020.Jun

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
シューズケース「OC0420」をオノフ取扱い店ならびに、クラブオノフオンラインショップにて、2020年2月から販売します。
今回発売の「OC0420」は、 オノフ定番のナイロンツイル素材を使用したベーシックデザインモデルです。手軽で軽量な
巾着型で、抗菌・消臭効果のあるデオドラントネームを付けました。年齢・男女問わず使いやすいデザインに仕上げており、
カラーラインアップも豊富な5カラーとなっています。 

ONOFF定番のナイロンツイル素材の
代表的なベーシックデザインモデル
オノフシューズケースOC0420を新発売

ONOFF SHOES CASE OC0420
価格：2,700 円＋税 / サイズ：30×40(cm) / 素材：ナイロン ( ツイル織 ) / made in China
カラー：ブルー・イエロー・カーキ・ネイビー・グレー

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
「OC0420」ホームページ　https://onoff.globeride.co.jp/equipment/accessories/oc0420.html



2020 ONOFF 
No.20006
2020.Jun

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
ラウンドバッグ「OA1420」をオノフ取扱い店ならびに、クラブオノフオンラインショップにて、2020年2月から販売します。
今回発売のラウンドバッグ「OA1420」は、 オノフ定番のナイロンツイル素材を使用したベーシックデザインモデルです。
新しく保温保冷機能付きのペットボトルホルダーを採用しました。インナーポケットを細分化することで、小物収納にも
優れた商品になっています。
ボディバッグ「OA0420」は、オノフ定番のナイロンツイル素材を使用したベーシックデザインモデルです。メインポケット
内側にインナーポケットを入れることで、小物収納にも優れており、前ポケットにはネット付きのポケット採用。ゴルフの
ラウンドはもちろん、タウンユースにも便利なモデルです。
年齢・男女問わず使いやすいデザインに仕上げており、カラーラインアップも豊富な5カラーとなっています。 

ONOFF定番のナイロンツイル素材の
代表的なベーシックデザインモデル
オノフラウンドバッグOA1420/ボディバッグOA0420を新発売

ONOFF ROUND BAG 
OA1420
価格：6,400 円＋税
サイズ：25×12×23(cm)
素材：ナイロン ( ツイル織 )
made in China
カラー：ブルー・イエロー・カーキ・ネイビー・グレー

ONOFF BODY BAG 
OA0420
価格：6,800 円＋税
サイズ：17×8×31(cm)
素材：ナイロン ( ツイル織 )
made in China
カラー：ブルー・イエロー・カーキ・ネイビー・グレー

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
「OA1420」ホームページ　https://onoff.globeride.co.jp/equipment/accessories/oa1420.html
「OA0420」ホームページ　https://onoff.globeride.co.jp/equipment/accessories/oa0420.html



2020 ONOFF 
No.20005
2020.Jun

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
ボストンバッグ「OV0420」/トートバッグ「OV1420」をオノフ取扱い店ならびに、クラブオノフオンラインショップにて、
2020年2月から販売します。今回発売のバッグシリーズは、 オノフ定番のナイロンツイル素材を使用したベーシック
デザインモデルです。ボストンバッグはサイドフルオープンシューズインポケットに、抗菌消臭効果のあるデオドラント
ネームを付けました。メイン収納口は、ダブルジップになっており、開口面積が非常に広くなっています。小旅行にも使
えるほど収納力があり、出し入れも簡単です。
トートバッグは内外に大小9個のポケットが有り、両サイドにペットボトルが収納可能なポケットなど、小物の整理・収納
にとても便利です。メイン収納口は開口面積が非常に広く出し入れもしやすく、身の回り品も楽々収納可能です。
どちらも年齢・男女問わず使いやすいデザインに仕上げており、カラーラインアップも豊富な5カラーとなっています。

ONOFF定番のナイロンツイル素材の
代表的なベーシックデザインモデル
オノフボストンバッグOV0420/トートバッグOV1420を新発売

ONOFF BOSTON BAG 
OV0420
価格：14,000 円＋税 
サイズ：48×29×31(cm) 
 素材：ナイロン ( ツイル織 ) 
 made in China
カラー：ブルー・イエロー・カーキ・ネイビー・グレー

ONOFF TOTE BAG 
OV1420
価格：12,000 円＋税
サイズ：36×18×40(cm)
素材：ナイロン ( ツイル織 )
made in China
カラー：ブルー・イエロー・カーキ・ネイビー・グレー

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
「OV0420」ホームページ     https://onoff.globeride.co.jp/equipment/bag/ov0420.html
「OV1420」ホームページ　 https://onoff.globeride.co.jp/equipment/bag/ov1420.html



2020 ONOFF 
No.20012
2020.Jun

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
メンズグローブ「OG0420・OG0520 / OG0620・OG0720」をオノフ取扱い店ならびに、クラブオノフオンラインショップにて、
2020年2月から販売します。
「OG0420・OG0520」は、こだわりの素材により抜群の柔らかさとフィット感を実現。上質な大人のための本格グローブです。
「OG0620・OG0720」は、グリップ力を向上させた、カジュアルで使いやすいグローブです。

ONOFFからグローブが新発売

・GLOVE OG0420( 左手用 ) / OG0520( 右手用 )
・価格 :2,500 円 +税
・素材 : 羊革 ( ピュアエチオピアシープ )
・カラー：ホワイト・ブラック
・made in Thailand & Bangladesh

・GLOVE OG0620( 左手用 ) / OG0720( 右手用 )
・価格 :1,800 円 +税
・素材 : 合成皮革×ナイロン、ポリウレタン
・カラー：ホワイト・ブラック
・made in Bangladesh

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
「OG0420・OG0520」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/glove/og0420.html
「OG0620・OG0720」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/glove/og0620.html



2020 ONOFF 
No.20011
2020.Jun

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
メンズキャップ「YOK0120・YOK0220・YOK0320」をオノフ取扱い店ならびに、クラブオノフオンラインショップにて、
2020年 2月から販売します。
今回発売のシリーズは、オノフロゴを正面にデザインした、契約プロも使用している人気モデルです。

ONOFFからキャップ・バイザーが新発売

・価格 :3,000 円 +税
・素材 : 綿
・カラー：ホワイト×ネイビー、ホワイト×レッド、
　　　　  ネイビー×レッド、ネイビー、ブラック
・サイズ：フリーサイズ
・made in China

・価格 :3,000 円 +税
・素材 : 綿
・カラー：ホワイト×ネイビー、ホワイト×レッド、
　　　　  ネイビー×レッド、ネイビー、ブラック
・サイズ：フリーサイズ
・made in China

・価格 :3,000 円 +税
・素材 : 綿
・カラー：ホワイト×ネイビー、ホワイト×ホワイト、
　　　　  ネイビー×レッド、ネイビー、ブラック
・サイズ：フリーサイズ
・made in China

 商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
「YOK0120」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/cap_sun-visor/yok0120.html
「YOK0220」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/cap_sun-visor/yok0220.html
「YOK0320」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/cap_sun-visor/yok0320.html

CAP YOK0120

CAP YOK0220

VISOR YOK0320



2020 ONOFF 
No.20010
2020.Jun

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
ヘッドカバー・アイアンカバー「OH1320・OH1420・OH1520・OI1320」をオノフ取扱い店ならびに、クラブオノフ
オンラインショップにて、2020 年 2 月から販売します。
今回発売のシリーズは、明るく、爽やかな、元気溢れるアイテムとなっています。オノフクラブ使用者はもちろんですが、
ゴルファー全てに向けた商品になっています。年齢・男女問わず使いやすいデザインに仕上げており、カラーラインアップ
はレッド・ネイビー・イエローの3カラーとなっています。 

ONOFFの人気定番シリーズからカバー類が新発売

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
「OH1320」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/head-cover/oh1320.html
「OH1420」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/head-cover/oh1420.html
「OH1520」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/head-cover/oh1520.html
「OI1320」    ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/head-cover/oi1320.html

・HEAD COVER   (OH1320=1W用  460cm³ 対応 ):3,500 円 +税
                                  (OH1420=FW用 3,4,5,7,9,X 番手付 ):3,500 円 +税
                                 (OH1520=UT 用 3,4,5,6,7,X 番手付 ):3,500 円 +税
・IRON COVER   (OI1320= アイアン用 ):3,800 円 +税
・素材 : 合成皮革 (PU)
・カラー：イエロー×ブルー・ネイビー×ホワイト・レッド×ネイビー
・ made in China



2020 ONOFF 
No.20009
2020.Jun

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
ラウンドバッグ・マルチケース・ミニマルチケース・ボールケース「OA2120・OA2220・OA2320・OA2420」をオノフ
取扱い店ならびに、クラブオノフオンラインショップにて、2020 年 2 月から販売します。
今回発売のシリーズは、 耐久性に強い丈夫なポリエステル素材になっており、ラウンドでの使いやすさ・便利さを追求した
アイテムです。年齢・男女問わず使いやすいデザインに仕上げており、カラーラインアップはレッド・グレー・ベージュの
3カラーとなっています。 

ONOFF多機能ラウンド小物シリーズを新発売

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
「OA2120」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/accessories/oa2120.html
「OA2220」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/accessories/oa2220.html
「OA2320」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/accessories/oa2320.html
「OA2420」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/accessories/oa2420.html

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 /本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、
ラウンドバッグ・マルチケース・ミニマルチケース・ボールケース「OA2120・OA2220・OA2320・OA2420」をオノフ
取扱い店ならびに、クラブオノフオンラインショップにて、2020 年 2 月から販売します。
今回発売のシリーズは、 耐久性に強い丈夫なポリエステル素材になっており、ラウンドでの使いやすさ・便利さを追求した
アイテムです。年齢・男女問わず使いやすいデザインに仕上げており、カラーラインアップはレッド・グレー・ベージュの
3カラーとなっています。 

ONOFF多機能ラウンド小物シリーズを新発売

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
「OA2120」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/accessories/oa2120.html
「OA2220」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/accessories/oa2220.html
「OA2320」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/accessories/oa2320.html
「OA2420」ホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/accessories/oa2420.html

・ROUND BAG OA2120 : サイズ :25×13×22(cm):6,000 円 +税
・MULTI CASE OA2220: サイズ :9×3×15(cm):3,000 円 +税 
・MINI MULTI CACE OA2320: サイズ :5×2.5×9(cm):2,500 円 +税 
・BALL CASE OA2420: サイズ :4.5×4.5×9.5(cm):2,500 円 +税 
・素材：ポリエステル
・カラー : レッド・グレー・ベージュ 
・made in China



2020 ONOFF 
No.20013
2020.Feb

紙面等に掲載する問い合わせ先は下記の番号を掲載してください。
グローブライドお客様センター  フリーダイヤル　0120-506-204　受付時間（土・日・祝日、当社休業日を除く） 9:00～17:00

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
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16  TEL:042-479-7730  FAX:042-479-7731

新商品の画像は、オノフ ウェブサイトよりダウンロードしていただけます。〈Press Room URL〉https://onoff.globeride.co.jp/pr/login 

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成/本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、レディ
スキャディバッグ「OB0720」、ボストンバッグ「OV0720」、ラウンドバッグ「OA0720」、シューズケース「OC0720」、ボール
ケース「OA1720」をオノフ取扱い店ならびに、クラブオノフオンラインショップにて、2020年2月から販売します。ピンク、
カーキ、ネイビー、パープル、ベージュの5色展開になっており、年齢を問わず使いやすいデザインに仕上げております。 

ONOFFからレディスイクイップメントが新発売

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。
レディスイクイップメントホームページ    https://onoff.globeride.co.jp/equipment/lady/index.html



ONOFF LADY CADDIE BAG

製品特徴
・オノフレディ史上最軽量の 2.5kg
・ロゴリボンがアクセントな女性らしいデザイン
・ナチュラルなコルク素材ネームプレート付
・１０個のポケットで収納力抜群
・シューズが入る大型背袋に抗菌消臭効果のある
    デオドラントネーム付

ONOFF LADY BOSTON BAG
OV0720

￥13,500+ 税

ポリエステル

43x25x32(cm)

カーキ (00), ネイビー (04),

ピンク (07), パープル (14), ベージュ (15)

OB0720

￥26,000+ 税

ポリエステル

8.5 型　2.5kg　46 インチ対応

ピンク (07), カーキ (00), ネイビー (04),

パープル (14), ベージュ (15)

品 番

価 格

素 材

サイズ

カラー

Made in China

品 番

価 格

素 材

サイズ

カラー

Made in China

製品特徴
・底面にシューズインポケット
・抗菌消臭効果のあるデオドラントネーム付
・インナーポケット細分化し、小物収納可能
・肩がけしやすいハンドル
・開口面積が広く出し入れしやすい
・大きなフロントポケットで、
　 身の回り品も楽々収納



ONOFF LADY SHOSE CASE
OC0720

￥3,500+ 税

ポリエステル

30x40(cm)

カーキ (00), ネイビー (04),

ピンク (07), パープル (14), ベージュ (15)

ONOFF LADY BALL CASE
OA1720

￥2,500+ 税

ポリエステル

5x5x10(cm)

カーキ (00), ネイビー (04),

ピンク (07), パープル (14), ベージュ (15)

ONOFF LADY ROUND BAG
OA0720

￥5,500+ 税

ポリエステル

サイズ　20x10x22(cm)

カーキ (00), ネイビー (04),

ピンク (07), パープル (14), ベージュ (15)

品 番

価 格

素 材

サイズ

カラー

Made in China

品 番

価 格

素 材

サイズ

カラー

Made in China

品 番

価 格

素 材

サイズ

カラー

Made in China

製品特徴
・正面小物ポケット
・保温保冷機能ペットボトルホルダー付
・インナーポケット細分化し、小物収納可能
・開口面積が広く出し入れしやすい

製品特徴
・手軽で軽量な巾着型（当社 CB背袋収納可）
・26cmまで収納可能（当社シューズ基準）
・デオドラントネーム付（消臭・抗菌効果）
・背面ポケット付でシューズ小物収納可能

製品特徴
・3ＷＡＹ仕様
　（ベルト通し、ループ引っ掛け、キャディバッグ　　
　　引っ掛け）
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