
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 1-4-16
エース株式会社

PRESS RELEASE

ニューヨーク発トラベルコンセプトストア

FLIGHT 001（フライトワン）
2013 年 10 月 10 日　原宿に国内第一号店オープン

　エース株式会社（代表取締役：森下　宏明）は、ニューヨーク発のトラベルコンセプトストアで
ある、 「FLIGHT 001（フライトワン）」の日本第一号店を、2013 年 10 月 10 日（木）原宿にオープ
ンすることを発表いたします。
「FLIGHT 001」とは、デザイン感度の高いトラベルアイテムを提案し、アメリカを中心に世界中で
絶大な人気を誇るニューヨーク発のトラベルコンセプトストアです。機能的かつユーモアにあふれ
た便利なトラベルアイテムが揃う同店舗は、現在世界で 18 店舗を展開しており、このたび満を持
して日本に上陸いたします。
日本 本格初上陸のブランド「FLIGHT 001」を国内に展開することで、旅にまつわるアイテムを通
し、旅をより楽しくより快適になるようサポートしていくと共に、原宿エリアに集まる感度の高い
方々やトレンドに敏感なターゲットに効果的に訴求をすることでブランドの認知を高めて参ります。
原宿の国内第一号店を皮切りに、首都圏を中心に年内計３店舗、2014 年中に約 10 店舗の出店を計
画しております。
国内各地へ展開されていく「FLIGHT 001」にご注目ください。

報道関係者各位

ジェット機の機内をイメージとした店舗デザインにも注目！

・店舗名　：　FLIGHT 001 原宿店
・住所　　：　〒150-0001　東京都渋谷区神宮前 6丁目 17 番 11 号　JPR 原宿ビル 1階
　　　　　　　　　※東京メトロ 明治神宮前〈原宿〉駅７出口より徒歩５分
・坪数　　：　約 27 坪　　・営業時間：　11：00 ～ 20：00　　・定休日　：　不定休
・初年度売上目標　：　1億 5千万円（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（03-5843-0606）

※電話・FAX に関しましては、決定次第発表いたします。

・ジェット機の機内を思わせる店舗デザイン
・白と木目を基調とした、レトロモダンな空間
・トラベルグッズからトラベルバッグ、スーツケースまで旅にまつわる商品が幅広く揃います

FLIGHT 001 JAPAN 公式 Facebook : https://www.facebook.com/Flight001Japan

2013 年 8 月



●FLIGHT 001（フライトワン）とは
デザイン感度の高いトラベルアイテムを提案し、アメリカを中心に

世界中で絶大な人気を誇る、ニューヨーク発のトラベルコンセプト

ストアです。機能的でユーモアにあふれるトラベルアイテムを豊富

に揃えます。

●ブランドヒストリー
1998 年、ジョン・センシオンとブラッド・ジョンは、かねてから旅の準備に時間が掛かりすぎている
ことに頭を痛めていました。二人はニューヨークとパリを結ぶ、エールフランス 023 便の機上で出会い、
空の上でお互いの夢を語り合ううちに、” 飛行機の旅そのもののように合理的なトラベルストア” を思い
描きました。そして二人の夢は現実のものとなり、すべてのトラベラーを満足させるようなレトロ・モ
ダンなトラベルストア「FLIGHT 001」が誕生しました。

「FLIGHT 001」は空の旅の黄金時代であった、1950－60 年代をイメージソースとしています。

●ミッション
トラベラーを刺激し、快適でスタイリッシュな世界を体験していただくこと。

●ビジョン
旅と文化的意識の目覚めを促進する、世界的なトラベルオーソリティとなること。

PRESS RELEASE

●ストアについて
現在、世界中に 18 店舗を展開。
ーアメリカ６店舗（ニューヨーク /ロサンゼルス /バークレー /シカゴ /ブルックリン /サンフランシスコ）
ーオーストラリア２店舗（シドニー）
ーアジア 10 店舗（シンガポール：２/インドネシア：２/マレーシア：２/フィリピン：３/台湾：１）

店舗はジェット機の機内を思わせるデザイン。
ユニークかつオリジナリティにあふれる機能的なアイテムに加え、こうした店舗デザインも「FLIGHT 001」
を特別な存在にしています。

--- ブランド紹介参考資料 ---

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（03-5843-0606）

FLIGHT 001 JAPAN 公式 Facebook : https://www.facebook.com/Flight001Japan



F1 Car Go

COLOR : 4 色（グレー /ピンク /イエロー /ブルー）
SIZE : 1 型（H52×W36×D22cm）※機内持込OK
MATERIAL：ポリプロピレン
PRICE : ￥29,400

Roll - away

COLOR : 3 色（グレー /オレンジ /ブルー）
SIZE : 2 型（Ｓ・Ｍ）　　※Ｓサイズのみ機内持込OK
MATERIAL：ポリエステル /ナイロン 330/165dn PU 加工
PRICE : ￥31,500 / ￥38,850

Continuum

COLOR : 2 色（シルバー /ネイビー）
SIZE : 2 型
MATERIAL：アルミニウム合金
PRICE : ￥73,500　～　￥105,500（予定価格）

Dash

COLOR : 3 色（ホワイト /レッド /ブルー）
SIZE : 3 型（Ｓ・Ｍ・Ｌ）　※Ｓサイズのみ機内持込OK
MATERIAL：ポリカーボネイト樹脂
PRICE : ￥39,900 / ￥45,150  / ￥49,350

スタッ
キング

可能！

ラゲージ

PRESS RELEASE

●プロダクト　/　ＭＤ構成について
「FLIGHT 001」オリジナルアイテムは、”ＦＩＴ”と呼ぶプロダクトDNAに基づき、商品の開発を行います。
　　Ｆ　：　ＦＵＮＣＴＩＯＮＡＬ　（機能的）
　　Ｉ　：　ＩＮＮＯＶＡＴＩＶＥ　（革新的）
　　Ｔ　：　ＴＲＡＶＥＬ　　　　　（トラベル）

”ＦＩＴ” に基づき開発された、旅にまつわるアイテムを「FLIGHT 001」は幅広く取り揃えます。
　　ーバッグ＆ラゲージ　  
　　ーインフライトグッズ（機内をはじめとする移動中に使用するトラベルグッズ）
　　ーパッキンググッズ　  （スーツケース内の収納を助けるトラベルグッズ）
　　ーＩＤグッズ　　　　  （パスポートカバーやラゲージタグなどのトラベルグッズ）
その他セレクトされた旅にまつわるトラベルグッズや書籍・マップなども店頭に並び、トータル 1000 点以上
の品ぞろえを予定しています。「FLIGHT 001」オリジナルアイテムの一部をご紹介します。

--- ブランド紹介参考資料 ---

ドリンクが置ける窪み
をデザインとして取り
入れました。空港での
待ち時間はサイドテー
ブルに大変身。

くるくると折り畳みな
がら開閉ができ、内装
がキャビネットのよう
に仕切られています。
必要なものがさっと取
り出しやすい設計です。

スタッキングできるよう
にデザインされています。
部屋に置いてもインテリ
アとなるキュートなデザ
イン。

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（03-5843-0606）

FLIGHT 001 JAPAN 公式 Facebook : https://www.facebook.com/Flight001Japan
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世界初のプロダクトで
す。アルミニウムを本
体素材に使用した、
ジッパータイプのハー
ドトローリー。すっき
りとしたリブデザイン
もポイントです。

※商品の仕様・価格等に変更が発生する可能性がございます。



バッグ

ＪＦＫ
６型
３色（ネイビー /ホワイト /グレー）
ポリウレタン合皮
￥8,400 ～￥18,900

ＤＥＮ
８型
２色（グレー /ブルー）
ナイロン　ポリカーボネート加工
￥10,500 ～￥42,000

ＬＧＡ
６型
３色（ベージュ /グレー /イエロー）
ナイロン　ポリウレタン加工
￥5,250 ～￥14,700

ＮＲＴ
６型
３色（ブラウン /グレー /レッド）
ナイロン
￥7,350 ～￥18,900

IN-FLIGHT 機内で便利なトラベルグッズ

アイマスク

ファニーな絵柄がきいたアイマスクで
隣の人と差をつけて！
￥3,150

ネックピロー

心地よく眠れるネックピローは、
本物の救命具みたい？？
￥2,415

インフライトパック

機内で必要なものだけを収納する、
マルチジップポーチ。サイドの
ループは座席にハンギングできる
優れもの。２サイズ（￥3,360 / ￥3,885）

PACKABLES 旅に便利な収納アイテム

SPACEPAK（スペースパック）

限られたスーツケースの空間の、
最大活用を助ける収納パックシリーズ。
１から５までふられた番号を、
スーツケース内でパズルのように
組み合わせて使用します。
￥3,675 ～￥9,450

GO CLEAN（ゴー クリーン）

パッキングをするうえで重要なことのひとつは、クリーンさを保つこと。
旅の持ち物を、内容ごとに賢くまとめるパッキングバッグです。
８種類（￥2,625 ～￥4,200）

PRESS RELEASE

丸みを帯びたシルエットがレト
ロな、トラベルバッグシリーズ。
シックなカラーリングは普段使
いもしやすい落ち着いた印象。

旅先でも使いやすいカジュアル
なナイロン素材。国内旅行に便
利なトート形状を豊富に揃えま
す。ラインテープ使いがポイント。

ポリカーボネイト加工を施し
た、タフなナイロン生地を使用
したアクティブトラベルバッグ
シリーズです。

ショルダーバッグからバック
パック、ボストンバッグまで幅
広く取り揃えたNRT シリーズ
は、週末旅行にぴったり。

--- ブランド紹介参考資料 ---

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（03-5843-0606）

FLIGHT 001 JAPAN 公式 Facebook : https://www.facebook.com/Flight001Japan

衣装ケースは洗濯物と
分けられるよう二重構造。

IＤ

HELLO MY NAME IS（ハロー マイ ネーム イズ）

ラゲージタグやパスポートカバーなどのトラベルグッズ

世界各国の言葉で書かれた、ＩＤシリーズです。
ラゲージタグ￥2,625 / カードケース￥2,625 / パスポートカバー￥2,835

※商品の仕様・価格等に変更が発生する可能性がございます。



PRESS RELEASE

「FLIGHT 001」のユニークで機能的なトラベルグッズは、旅をより楽しく、より快適になるよ
うサポートいたします。旅のスタイルや行先に合わせて、グッズを選んででみてください。
また、旅の準備に困ったら、ぜひ「FLIGHT 001」に訪れてみてください。
きっと探していたものが見つかるはずです。

海外旅行
　行先：ハワイ
　滞在期間：1週間

ビジネストリップ（出張）
　行先：ニューヨーク
　滞在期間：４日

国内旅行
　行先：京都
　滞在期間：２日

海外旅行
　行先：シンガポール
　滞在期間：３日間
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１：HELLO / ラゲージタグ (￥2,625) ２：X-RAY / レシートホルダー (￥2,835) ３：Dash / 
スーツケースＬ(￥49,350)　４：EYE MASK / サングラス (￥3,150)　５：GO CLEAN / 
SANDALS(￥3,150)　６：GO CLEAN / BEACH WEAR(￥4,200)　７：SEAT PAK / SET

(￥14,175)　８：Expand-a-Bag / ボストン (￥10,500)

１：Car Go / 機内持込スーツケース (￥29,400) ２：LGA / トートバッグ (￥12,075) ３：ICON 
RUBBER TUG / FLYIN’ DRUNK(￥945)　４：IN-FLIGHT PAK / SEAT PAK (￥3,885)　５：EYE 
MASK / I SLEEP WITH...(￥3,150)　６：PILLOW  / SAFETY NECK REST(￥2,415)

１：Continnum / アルミ製機内持込トローリー (￥73,500) ２：TRAVEL BLANKET(￥5,250) 
３：EYE MASK / PANORAMA EYE MASK(￥3,150)　４：SPACE PAK / ネクタイケース
(￥4,200)　５：SPACE PAK / SET(￥14,175)　６：IN-FLIGHT PAK / LANDING PAK(￥3,360)

１：NRT  / ボストンバッグ (￥18,900) ２：LEATHER GOODS  / コインパース (￥6,825)
３：X-RAY  / ドキュメントホルダー (￥2,205)　４：JFK  / ショルダーバッグ (￥14,700)　

1

4

カラフルなアイテムで、バカンス気分を
盛り上げよう。お土産を買い過ぎても
安心な折り畳みバッグも忘れずに！

週末弾丸旅行には機内で快適に過ごす
ことが重要！ユーモアの効いたフライト
グッズと、東南アジアのイメージカラーの
黄色のスーツケースでＧＯ！

出張時にはシックな色味のアイテムで
揃えてみましょう。なかでも、しわにな
らずに収納できるネクタイケースは必需品！
スマートに出張をサポートします。

国内旅行にはボストンバッグとショルダー
バッグで、身軽に動きましょう。
新幹線のチケットやバスカードを収納する、
ドキュメントホルダーは優れものです。

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（03-5843-0606）

FLIGHT 001 JAPAN 公式 Facebook : https://www.facebook.com/Flight001Japan

旅の行き先別！おすすめ「FLIGHT 001」グッズ

※商品の仕様・価格等に変更が発生する可能性がございます。



FLIGHT 001 JAPAN / PRESS CONTACT
　山田　絢音 / AYANE YAMADA 　( エース株式会社）
　TEL：03-5843-0606
　FAX：03-5843-0608
　MAIL：a-yamada@ace.jp

FLIGHT 001 JAPAN 公式 Facebook : https://www.facebook.com/Flight001Japan

PRESS RELEASE

エース株式会社　会社概要

社名　　　：　エース株式会社　ACE CO.,Ltd
創業　　　：　1940 年 1月 1日
資本金　　：　14 億 1000 万円
代表者　　：　代表取締役社長　森下宏明
従業員数　：　1210 名（2012 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　　：　310 億円（2012 年度・連結）
ＵＲＬ　　：　http://www.ace.jp
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.

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　大阪府大阪市中央区博労町 4-5-2


