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米国ラゲージブランド『 ZERO HALLIBURTON 』
2013 年 4 月 26 日
東南アジア初となる旗艦店をシンガポールにオープン
エース株式会社 （代表取締役社長 ： 森下 宏明） は、 シンガポールにゼロハリバートンブランドで東南アジア初と
なる旗艦店を、 2013 年 4 月 26 日 （金） にシンガポールにオープンすることを発表致します。
アジアでいま最も勢いのあるシンガポールに旗艦店をオープンすることで、 ゼロハリバートンの世界観を発信すると
共に、 アジアでのブランドの認知度向上を目指します。
またここシンガポールの店舗は、 ブランドの象徴であるアルミニウムの色と質感の美しさを最大限に引き立たせる白
を基調に、 月面から見た地球のようにクリアなブルーを効果的に用いたクリーンで上質な空間に仕上げました。
伝統のダブルリブを３次元的に変化させた新しいデザインモデル 「ZR-Geo」 をはじめとする、 ゼロハリバートン製
品の全てがご覧頂けると共に、 ゼロハリバートンの提案する移動のスタイルを発信して参ります。
ブランド創立 75 周年を迎えた本年、 シンガポールの旗艦店オープンを皮切りに、 本格的なグローバル戦略を図っ
て参ります。 プレミアムラゲージブランドとして更なるグローバルでの認知度向上を目指します。

ZERO HALLIBURTON Singapore Mandarin Gallery Store 完成予想パース

【店舗詳細情報】
店名 ： ZERO HALLIBURTON Singapore Mandarin Gallery Store
住所 ： Mandarin Gallery 2F
333A Orchard Road Singapore 238897
※マンダリンオーチャードホテル併設ショッピングセンター内
面積 ： 約 75 ㎡ (25 坪 )
【目的】
①ゼロハリバートンの世界観を発信
②ゼロハリバートンブランドのグローバル戦略の推進
【MD】
ブランドの象徴ともいえるアルミニウム素材の製品を中心に、
トータルプレミアムラゲージブランドとしてオールフルラインナップ取り揃える予定。
【初年度売上目標】
１億円 （リテールベース）
■本件に関するお問合せ
エース株式会社 マーケティング部 山田絢音
MAIL ： a-yamada@ace.jp
TEL ： 03-5843-0607 FAX ： 03-5843-0608

■お客様（読者様）お問合せ先
ゼロハリバートンカスタマーサービス
TEL： 0120-729-007
HP : www.zerohalliburton.jp
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新商品紹介

ブランド創立 75 周年を迎えた本年、 日本及び世界各国へ向け、 ブランドの象徴的なプレスラインであ
るダブルリブを用いた製品群の一新や、 同リブを受け継ぐ新たなデザインシリーズである ”ＺＲ－Ｇｅｏ
（ジオ）” を販売開始致します。 伝統あるダブルリブを更に美しく、 魅力あるラインに変化させました。
Ｇｅｏ（ジオ） とは旅を連想させる 「地球」 や 「大地」 をギリシャ語で指すと共に、
「幾何学 （Ｇｅｏｍｅｔｒｉｃ）」 を意味します。 従来のプレス加工とは異なる、ベンダー加工 （折り曲げ加工）
を用いた工法で、 幾何学的に伝統のダブルリブに三次元的な変化を持たせ、 新しいリブ形状の実現
に成功しました。 比類なき機能と耐久性、 そして現代的な美しいフォルムは、 次世代へのキーとなる
逸品です。

ＺＲ－Ｇｅｏ（ＴＲ）
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１） 多段階調節可能のシステムレバーは、 ハンドル両サイドにプッシュ
ボタンを配置した特殊システムを採用
２） ＴＳＡロック標準装備
３） 安定性の高い双輪キャスターを採用し、 駆動性を向上させていま
す。 ２４inch 以上のサイズにはキャスターストッパー機能を搭載。
４） １９inch 以上のサイズには、 投げ込み式のバリースを搭載。

ZR-Geo
19inch
20inch
24inch
26inch
29inch
30inch
BIZ TR

size
54×39×21
54×39×21
68×46×25
73×50×25
79×55×25
83×57×26
43×43×23

wheels

capacity

weight

4wheels/機内持込可
2wheels/機内持込可
4wheels
4wheels
4wheels
4wheels
2wheels/機内持込可

31L
31L
58L
68L
83L
95L
29L

4.7kg
4.7kg
6.0kg
6.5kg
7.1kg
7.4kg
4.3kg

本体素材 ： アルミニウム
カラー
： ２色展開 （シルバー／ブラック）
■本件に関するお問合せ
エース株式会社 マーケティング部 山田絢音
MAIL ： a-yamada@ace.jp
TEL ： 03-5843-0607 FAX ： 03-5843-0608

silver
¥84,000
¥84,000
¥105,000
¥126,000
¥141,750
¥147,000
¥84,000

black
¥92,400
¥92,400
¥115,500
¥136,500
¥152,250
¥157,500
¥92,400

※仕様 ・ 価格等に変更が生じる可能性がございます。
※サイズは外寸表記

■お客様（読者様）お問合せ先
ゼロハリバートンカスタマーサービス
TEL： 0120-729-007
HP : www.zerohalliburton.jp
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参考資料
●ゼロハリバートンとは

「ゼロハリバートン」 は徹底した機能へのこだわりと、 時をこえても変わらないスタイル
が魅力のトータルラゲージブランドです。ＮＡＳＡの依頼によりアポロ１１号用 「月面採取
標本格納器」 を製造し、 1969 年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その
名が世界に知られるようになりました。 ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備
える、 その確かな機能性と優雅なフォルムは、 世界中の熱狂的な支持者から愛され
ています。 2013 年の本年でブランド創立 75 周年を迎え、 伝統のプレスラインを三次
元的に変形させた新しいデザインモデル 『ZR-Geo』 を 3 月より発売開始。 進化する
伝統として歩み続けます。

ゼロハリバートン社 概要
＊社名

Zero Halliburton Inc

＊所在地

371 Hoes Lane,Suite 201 Piscataway , N.J. 08554 U,S,A,

＊創業

1938 年（昭和 13 年）

＊代表者

大崎 敦司

＊事業内容

ラゲージ、ビジネスケースの製造・販売

＊URL

http://www.zerohalliburton.com

エース株式会社 概要
＊社名

エース株式会社

ACE Co.,Ltd.

＊創業

1940 年（昭和 15 年）1 月 1 日

＊資本金

14 億 1.000 万円

＊代表者

代表取締役社長 森下 宏明

＊従業員数

1159 名（2011 年 12 月 21 日現在・連結）

＊事業内容

旅行バッグ、スポーツバッグ、ビジネスバッグ、ファッション
バッグ、スーツケース、旅行小物などの、製造、卸

＊売上高

290 億円（2011 年度・連結）

＊URL

http://www.ace.jp

■東京本社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-4-16 神宮前 M-SQUARE
■大阪本店 〒541-0059 大阪市中央区博労町 4-5-2

＜系列会社＞
エースラゲージ株式会社、エース物流サービス株式会社、エースサービス株式会社、
株式会社エーストレーディング、株式会社グローバルプロジェクト、ゼロハリバートンＩｎｃ、
ACE ITALIA S.R.L 、SINGAPORE ACE PTE.LTD. 、ACE HONG KONG LUGGAGE Co.,Ltd.

■本件に関するお問合せ
エース株式会社 マーケティング部 山田絢音
MAIL ： a-yamada@ace.jp
TEL ： 03-5843-0607 FAX ： 03-5843-0608

■お客様（読者様）お問合せ先
ゼロハリバートンカスタマーサービス
TEL： 0120-729-007
HP : www.zerohalliburton.jp

