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報道関係者各位

2016 年 8 月 17 日

米国ラゲージブランド『 ZERO HALLIBURTON 』
アメリカ生産のポリカーボネート製スーツケースを発売
＜ 2016 年 8 月 19 日 ( 金 ) より販売開始 ＞
エース株式会社 （本社 ： 東京 ・ 渋谷区 代表取締役社長 ： 森下 宏明 ） は、 米国発のプレ
ミアムラゲージブランド 〈ゼロハリバートン〉 より、ブランドの自国であるアメリカで生産したポリカー
ボネート製スーツケース 「ZRO ポリカーボネート」 を、 2016 年 8 月 19 日 ( 土 ) より直営店をは
じめ全国有名百貨店 ・ 専門店にて販売開始することを発表致します。
「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。 今回、 ブランドの象徴であるアタッシェケースのディテールを搭載したアメリカ生産の
スーツケースを発売することで、 ゼロハリバートンの伝統と進化を改めて伝えて参ります。

〈 製品特徴 〉
・ 伝統のダブルリブをアップデート。 溝状にリブをデザインし象徴的に際立たせ、 更に剛性を確保。
・ ブランドの伝統であるアタッシェケースのラッチを彷彿とさせる TSA ロックのフラットカバー。
・ アタッシェケースの要素を継承した、 仕分けに特化した内装オーガナイザー機能。
・ レトロな雰囲気のボディデザインと、 重厚さを感じさせるオートリターン式のハンドル。
・ 耐衝撃性に優れた Covestro 社のポリカーボネート樹脂 (Makrolon®) を採用。 傷や汚れが目立たないシボ仕上げ。
・ 機動性と安定性を兼ね備えたダブルホイール仕様の 4 輪キャスター。
・ 世界的なデザインオフィス nendo によるデザイン。
・ アメリカ生産
< 製品詳細 >
■ブランド名 ： ゼロハリバートン

■シリーズ名 ： ZRO ポリカーボネート

■サイズ ： ４サイズ展開 （20 インチ /22 インチ /25 インチ /28 インチ）

＊20 インチは 100 席以上の機内持込可能

■カラー ： ３色展開 （ガンメタリック / シルバー / ゴールド）
■素 材 ： ポリカーボネート
■価格 ： 63,000 円～ 80,000 円 （税別）

■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

※仕様 ・ 価格等に変更が生じる可能性がございます。
※価格は本体税別表記

■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＞
ZRO Polycarbonate 製品詳細

ボディシェル

TSA ロックカバー

耐衝撃性に優れた Covestro 社
のポリカーボネート樹脂
(Makrolon®) を採用。傷や汚れ
が目立たないシボ仕上げ。

ブランドの伝統であるラッチを彷彿とさせる TSA ロックのフラットカ
バー。軽量なスーツケースでありながらも重厚感を演出。TSA ロック
はダイヤル式ジッパーロックを採用。

双輪自在キャスター

オートリターンハンドル

内装オーガナイザー機能

機動性と安定性を兼ね備えたダ
ブルホイール仕様の 4 輪キャス
ター。

クラシックなデザインで握りや
すく設計されたハンドルは、手
を放すと自動的に元の位置に戻
るオートリターン式。

アタッシェケースの要素を継承し
た、 仕分けに特化した内装オーガ
ナイザー機能。 細々した収納で威
力を発揮。

ZRO Polycarbonate

ZRO
20inch
22inch
25inch
28inch

size
H53×W36×D24cm
H57×W39×D24cm
H69×W47×D25cm
H76×W52×D26cm

capacity
30L
36L
58L
73L

weight
3.5kg
3.9kg
4.8kg
5.5kg

price
¥63,000
¥67,000
¥74,000
¥80,000

100席以上機内持込対応

カラー ： ３色展開 （ガンメタリック / シルバー / ゴールド）
素 材 ： ポリカーボネート

( 画像 )25inch シルバー

※仕様 ・ 価格等に予告なく変更が生じる可能性がございます
※価格は本体税抜表示、 サイズは外寸表記
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●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 年にブランド創立 75 周年を迎え、 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

300 Madison Avenue , New York , NY 10017 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

1405 名（2015 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

323 億円（2015 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.

ACE MALAYSIA LUGGAGE SDN.BHD. 、 ZERO HALLIBURTON (China) 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

