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PRGRと Trianglesquare のコラボレーションウェア
2017 年秋冬モデルを新発売

　（株）プロギアは、「PRGR（プロギア）」ブランドと「Trianglesquare（トライアングルスクエア）」
ブランドのメンズ向けコラボレーションウェアの 2017 年秋冬モデルを 9 月から順次発売する。体温を
利用して体を保温する素材、光電子®を採用したハイネックインナーと伸縮性に優れたスーパーマイク
ロフリースを使用したインナー、ファインメリノウール使用のニット、ハイスペックファブリックの
DiAPLEX®を使用したブルゾンに加え、パンツ 2 モデルをラインアップする。どれもスタイリッシュ
なデザインに加え、厳選された素材で機能性も兼ね備えているのが特長。販売は PRGR 直営店 5 店舗
と一部正規取扱店、PRGR GINZA 公式ショッピングサイト（http://prgr-ginza.com/）で行う。
　
　「Trianglesquare」は（株）キューブ（代表取締役社長：松村智明、本社：東京都渋谷区）が次世代
のゴルフカルチャーを支えるファッションアイテムの開発を目的に立ち上げたブランドで、「TEAM 
PRGR」を牽引しツアー通算 3 勝を挙げている矢野 東（やの あずま）選手がアドバイザーを務めている。
"PLAYMODE" をブランドコンセプトにシャープでスピード感のあるゴルフファッションを提案。プレ
イを妨げない厳選された素材やパターンを採用するなどアスリートが求めるアイテムを展開すると同
時に、グリーンからのフィードバッグを大切にしたウェア開発を行っている。プロギアでは、機能的
かつスタイリッシュな「Trianglesquare」とのコラボレーションウェアの販売を通じて、「PRGR」ブ
ランドのイメージアップを図っていく。

PRGR × Trianglesquare
2017 年秋冬モデルのコーディネートイメージ

PRGR ウェブサイト　http://www.prgr-golf.com
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ハイネックインナー
品番 SH.PG-17W-U01
サイズ M、L、XL、XXL
カラー GREY、CHARCOAL
素材 ポリエステル 95%, ポリウレタン 5%

デザインの特長
体温を利用して体を保温する素材、光電子 ®を使用したハイネックのインナー
トップス。温かさの源は着る人の体温なので、とても穏やかな温かさを持続
して感じることが可能です。

素材の特長 体温域で効率よく遠赤外線を輻射する保温繊維、光電子 ®を採用。体温を利
用して保温することが可能。

生産地 Made in JAPAN
価格 15,000 円＋税

2017 年秋冬モデルのラインアップ

インナー
品番 SH.PG-17W-U02
サイズ M、L、XL、XXL
カラー CHARCOAL、BLACK

素材 本体 アクリル 59% レーヨン 35% ポリウレタン 6% 別布 ポリエステル 86% 
ポリウレタン 14%

デザインの特長

ソフトな肌触りとストレッチ性に優れたマイクロフリース素材のスタンドカ
ラーインナートップス。フロントは着脱が容易なジップ仕様、グレイッシュ
カラーでまとめたクールなチャコールと、ブルーのコントラストが目を引く
ブラックの 2 色展開。インナーとしてだけではなく、ニットウェアの代わり
としても着用できるアイテム。

素材の特長 伸縮性に優れたスーパーマイクロフリース素材を採用し、湿気や汗を熱に変
え保温。余分な湿気を逃し、いつでも快適な状態を保つ。

生産地 Made in JAPAN
価格 21,000 円＋税

ニット
品番 SW.PG-17W-B01
サイズ M、L、XL
カラー NAVY、BLACK
素材 ウール 73% ポリエステル 27%

デザインの特長

上質な光沢感としなやかな風合いが特長的なニュージーランド産ファインメ
リノウールと高伸縮性・柔軟性に優れる軽量ポリエステル糸を使用したスタ
ンドニットブルゾン。ブランドの象徴であるトライアングルマークをジャカー
ドで表現したデザイン。確かな温かさと動きやすさを兼ね備えたハイブリッ
ドなアイテム。

素材の特長 ニュージーランド産の高級ファインメリノウールと高伸縮性・柔軟性に優れ
た軽量ポリエステル糸を使用したジャカード素材。

生産地 Made in JAPAN
価格 31,000 円＋税
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ブルゾン
品番 BLSN.PG-17W-D01
サイズ M、L、XL、XXL
カラー WHITE、BLACK

素材

表地 : ポリエステル 100% 
裏地 : ナイロン 100% 
別布 ( 袖・後ろ身頃・後裾口 ): ポリエステル 64% 綿 32% ポリウレタン 4% 
別布 ( 衿裏 ): 綿 85% ポリエステル 15%

デザインの特長

撥水性に優れた表地・袖・後ろ身頃は毛足が長く暖かみのあるボンバー裏毛
を採用したスタンドジャケット。上質で保温性に優れたホワイトダックダウ
ンを使用。素材は伸縮性に特化しノンストレスで快適なウィンターゴルフを
サポート。胸部にコンシールジッパーを使用したマルチポケット。肌寒い時
のアウター、真冬のインナーダウンとして重宝します。

素材の特長
快適条件を記憶し、環境に応じて反応する高機能な素材、DiAPLEX®を採用。

（耐水圧 20,000mmH2O 以上、耐水度 30,000g/ ㎡・24h）防水・透湿、
さらに結露防止機能も備えもつ。

生産地 Made in VIETNAM
価格 36,000 円＋税

パンツ
品番 PANT.PG-17W-T01
サイズ M、L、XL、XXL
カラー GREY、BLACK

素材
本体 : ポリエステル 64% アクリル 33% 毛 3% 
別布 ( 本体切り替え ): アクリル 43% ナイロン 29% レーヨン 26%
ポリウレタン 2% 

デザインの特長

シルエットが映えるテーパードトラウザー。背面ヨーク部に発熱保温性に優
れた別素材を配置することでデザイン性と実用性を両立。ブランドを象徴す
るデザインで素材とディティールともに機能性をもたせたパフォーマンスト
ラウザー。右後ろポケット上にはシックなブラックカーボンパターンとホワ
イトコンビの <Trianglesquare x PRGR> の秀逸なロゴマークを配置。

素材の特長
優れた保温性で暖かさを維持する機能素材・Sun Warm カルゼニットを採用。
衣服内の湿度を吸収、蒸れにくくフレッシュな着心地。また、ヨーク部にも
発熱保温性に優れた SOFTTHERMO 素材を採用。

生産地 Made in JAPAN
価格 30,000 円＋税

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

パンツ
品番 PANT.PG-17W-T02
サイズ M、L、XL、XXL
カラー GREY、BLACK
素材 本体 : 綿 98% ポリウレタン 2%

別布 ( 本体切り替え ): ポリエステル 100% 
別布 ( ポケット袋布 ): ポリエステル 100%

デザインの特長

ゴルファーズトレンドでもあるテーパーシルエットです。しっかりとした生
地感でありながらしなやかに伸縮するためウィンターゴルフに重宝します。
右脇の特殊切り替え部分にブランドロゴ、左前にはブラックカーボンパター
ンとホワイトコンビの <Trianglesquare x PRGR> の秀逸なロゴマークを配置。

素材の特長 暖かみがあり上品なコーデュロイ素材を使用したチノーズ。別布は空気をつ
かんで暖かさを維持する特殊な AIR HOLD 生地を採用。

生産地 Made in JAPAN
価格 28,000 円＋税


