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NEWS RELEASE

報道関係者各位

ニューヨーク生まれのトラベルコンセプトストア

（フライトワン）　が主催する

　エース株式会社（本社：渋谷区　代表取締役社長：森下宏明　以下エース）は、JR大阪駅前に今春誕生した、

話題の商業施設「LUCUA 1100（ルクア イーレ）」のイセタン シューズ＆バッグス　イベントスペースにおいて、

2013年10月よりエースが国内展開を行っている、アメリカ・ニューヨーク発のトラベルコンセプトストア「FLIGHT 

001（フライトワン）」が主催し、旅の楽しさや昂揚感を<準備～計画～旅行中～旅のあと>と包括的に体感でき

る、トラベルフェアを開催することを発表します。

また、旅先でも聞きたい曲として、これまで DJ/アーティストとして世界35ヶ国140都市に招聘されただけでなく、

CNNやBILLBOARD等でも取り上げられた本当の意味で世界標準をクリアできる数少ない日本人音楽家の一

人、沖野修也氏(KYOTO JAZZ MASSIVE)、と国内外で活躍する DJ KAWASAKIが今トラベルフェアにあわせ、

このイベントの為にセレクト。この厳選10タイトルの販売も決定しました。

海外渡航者数だけではなく、訪日観光客数も著しく増加する昨今、今回、楽しい旅を支える企業・団体がコラボ

レーションすることで、旅の楽しさや魅力を包括的に訴求し、新たな需要の創生にチャレンジしてまいります。

オリジナルのトラベルフェスタを 大阪「LUCUA 1100」で開催します！
期間：2015/09/09～09/23

空港のターンテーブルやフライトワン特製のビジネスシートが登場！
期間内イベント時にはフライトアテンダント姿のモデルとフォトシューティングも開催！
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『Travel Festa at LUCUA 1100 』概要

■会期：2015 年 9 月 9 日（水）　～　9 月 23 日（水）
■会場：LUCUA 1100 　B1 イベントスペース
　　　　
■概要：旅の楽しさや昂揚感を、＜準備～計画～旅行中～旅のあと＞の視点から感じることができるイベントです。

           【旅の準備】オリジナリティに富む [FLIGHT 001] のトラベルアイテムを豊富に取り揃えます。

　　　　　　　　　  旅気分を高める空港のターンテーブルや「FLIGHT 001」特製ビジネスシートが登場。
　　　　
           【旅の計画】フライトタイムはたったの 3 時間半、関空から一番近い南国リゾート、グアムの魅力をお伝え 
                           します。
　　　　
           【旅 行 中】関西国際空港からグアムへの直行便が運航するユナイテッド航空の、コックピットパネルが登　
　　　　　　　　   場！写真撮影を行えるフォトブースのほか、養命酒製造株式会社のハーブワイン（ハー・ハーブ
　　　　　　　　　ス）を会期中、無料サービスします。機内にいる気分をお楽しみください。
　　　　　　　　   また旅先でも聞きたい音楽を世界的 DJ の沖野修也氏、DJ KAWASAKI が本イベントの為に特別
　　　　　　　　　にセレクト。厳選ミュージックを特別に販売します。

　　　　
            【旅のあと】  旅雑誌「TRANSIT」「BiRD」のバックナンバーフェアを行います。書店ではもう購入できない
　　　　　　　　　　貴重なバックナンバーも登場します。次の旅への想像が膨らみます。

■特別イベント：シルバーウィーク期間（9/19-23）はスペシャルイベントを実施します。
　　　　           【9/19-20】グアム最新情報のご紹介（グアム政府観光局）
                       【9/21】スーツケースのパッキング講座　
　　　　           【9/22】フライトアテンダントモデルとのフォトサービス

■協賛：ユナイテッド航空　　http://www.united.com/
　　　　グアム政府観光局　　http://www.visitguam.jp/
　　　　養命酒製造株式会社　http://www.yomeishu.co.jp/
　　　　有限会社ユーフォリアファクトリー　　http://www.transit.ne.jp/
　　　　VAA（ヴィ レッジアゲインアソシエイション）　　http://v-again.co.jp/　

会期中、コックピットパネルで撮影をされた方に抽選券を進呈。その場で使用できる割引
クーポン券や豪華賞品が当たる抽選会も実施します。

※ハーブワインのサービスは 20 歳以上の方を対象とし、限定いたします。
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参考資料

沖野修也（KYOTO JAZZ MASSIVE）
DJ/ 作曲家 / 執筆家 / 選曲評論家 /Tokyo Crossover/Jazz Festival 発起人 /The Room プロデューサー。
KYOTO JAZZ MASSIVE 名義でリリースした「ECLIPSE」は、英国国営放送 BBC ラジオ ZUBB チャー
トで 3 週連続 No.1 の座を日本人として初めて射止めた。これまで DJ/ アーティストとして世界 35 ヶ
140 都市に招聘されただけでなく、CNN や BILLBOARD 等で も取り上げられた本当の意味で世界
標準をクリアできる数少ない日本人音楽家の一人。ここ数年は、音楽で空間の価値を変え る " サウン
ド・ブランディング " の第一人者として、映画館、ホテル、銀行、空港、レストラン等の音楽設計を
手掛けてい る。著書に、『DJ 選曲術』や『クラブ・ジャズ入門』、自伝『職業、DJ、25 年』等がある。
2013 年 11 月にはバーニーズ　ニューヨーク新宿店で初のイラストレーション 展を開催。2015 年 4 月、
新たにプロデュースしたプロジェクト、Kyoto Jazz Sextet のデビューアルバム『Mission』をブルーノー
ト・レーベルよりリリース。8 月には『RUNAWAY ～ Boogie grooves produced and mixed by 
ShuyaOkino』をリリース。iTunes ダンス・アルバム・チャートにて第 1 位を獲得。現在、InterFM

『JAZZain't Jazz』にて番組ナビゲーターを担当中 ( 毎週水曜日 22 時 )。有線放送内 I-12 チャンネルに
て " 沖野修也 presents Music in The Room" を監修。タブロイド誌「SANKEI EXPRESS」音楽ページ
にて連載を担当している。
www.kyotojazzmassive.com/
www.extra-freedom.co.jp/artists/shuya_okino/

DJ KAWASAKI
DJ/ リミキサー / サウンド・プロデューサー / 作曲家。'05 年、King Street より 12 インチ・シングル
で世界デビュー。̓ 06 年、コロムビアよりメジャー・デビュー。サウンド・プロデュースを担当した
沖野修也の「 SHINE」が、ヨーロッパで大きな成功を収めているハウス・レーベル、Defected からリ
リースされ注目を集め た。これまでリリースしたシングルが、iTunes ダンス・シングル・チャート
にて通算 8 曲連続 No.1 を獲得。 Remix を手掛けた Roland Appel の Dark Soldier がデトロイトの DJ
3000、ドイツの DJ Hell にプレイされ、アルバム『PARDISE』に収録された「Galactic Love」が Joe
Clausell や Karizma がスピンするなど国際的にも高い評価を得ている。ホームグラウンドの The
Room( 渋谷 ) にて、月例パーティー "MAGiC" のレジデント DJ を務めている ( 毎月第三土曜開催 )。
2015 年 6 月に『TIMELESS mixed by DJ KAWASAKI』をリリース。iTunes ダンス・アルバム・チャー
トにて第 1 位を獲得。現在全国ツアー中。
www.extra-freedom.co.jp/artists/dj_kawasaki/

Heather Johnson 
SWEETEST GIFT (Mixed by Dj Kawasaki)

V.A. 
TOKYO CROSSOVER NIGHT

DJ KAWASAKI 
TIMELESS - mixed by DJ KAWASAKI

” 旅先でも聞きたい音楽” をキーワードに、選び抜かれた音楽の一例

Shuya Okino
RUNAWAY ～Boogie grooves

produced and mixed by Shuya Okino(Kyoto Jazz Massive)
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エース株式会社　会社概要

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

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：1439名(2014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(2014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.
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●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。 現

在、 世界中に 26 店舗を展開。 2013 年 10 月日本に

上陸しました。 現在、日本国内では 5 店舗を展開中。
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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。

●商品について
スーツケースから小物まで、 旅にまつわるアイテムがショップ内に約 1,000 点！

旅をさらに楽しく快適にする、 デザイン性が高くユーモアと機能性に満ちたトラベルグッズを取り揃えます。

（ラゲージタグ￥900 ～ / アイマスク￥1,800 ～ / スーツケース￥28,000 ～ / パッキングケース￥4,000 ～）


