
報道関係者各位

プロサッカー選手のロナウジーニョ氏、
ゼロハリバートンのブランドアンバサダーに就任
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2016 年 10 月 21 日

　エース株式会社 （代表取締役社長 ： 森下　宏明、 本社 ： 東京都渋谷区） の子会社である米
国のゼロハリバートン社 （代表取締役社長 ： 大崎　敦司） は、 世界を代表するプロサッカー選
手のロナウジーニョ氏（Ronaldo de Assis Moreira）とのブランドアンバサダー契約を締結。 今後、
「ゼロハリバートン」 の PR 活動に関わって頂くことになりました。

　ロナウジーニョ氏を起用したプロモーションは、 2016 年 10 月 21 日 （金） より行われ、 「ゼロ
ハリバートン」 ブランドの公式 SNS （Facebook/instagram） の特設ページ 〈R10×ZERO HALLIBURTON〉
において、 グローバルな WEB プロモーションを展開する予定です。 また、 ロナウジーニョ氏の
アンバサダー就任を記念した限定商品を 2016 年 11 月中旬に発売します。

【R10×ZERO HALLIBURTON　特設ページ URL】

　　　　　　　　　　　■Facebook ： https://www.facebook.com/R10ZEROHalliburton/
　　　　　　　　　　　■instagram ： https://www.instagram.com/r10xzero/

【ロナウジーニョ選手の 「ゼロハリバートン」 ブランドアンバサダー就任について】
　「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
のプレミアムトータルラゲージブランドです。 「ゼロハリバートン」 は、 スポーツを通じた CSV 活
動にも力を入れており、2015 年 1 月から日本のプロ野球チーム 「読売ジャイアンツ」 のオフィシャ
ルサプライヤーを務めています。
　今回、 ブランドアンバサダーに就任したロナウジーニョ選手は、 世界の主要個人タイトル 4 冠
(*1) の栄誉に輝いた、 華々しいキャリアを有します。 その 「テクニックの高さ」 と合わせて稀代
のゲームメーカーと称される、 ロナウジーニョ氏の独創性溢れるプレースタイルは今なお多くの
ファンを魅了しています。 サッカーを通じて世界中を旅しながら人々の心をつないできたロナウ
ジーニョ選手に共感すると同時に、 ゼロハリバートンの 「どんな環境にも対応できる鞄を」 という
変わらぬ想いを世界中に届けたいと考え、 今回の起用に至りました。

【ロナウジーニョ選手のコメント】
　ブランドアンバサダーとしてこれから世界中をゼロハリバートンと旅していきます。 その中でゼロ
ハリバートンと共に、 新しい発見や夢、 願望や喜びを感じることができるんじゃないかと今から
期待しています。

(*1) 国際サッカー連盟 （ＦＩＦＡ） 年間最優秀選手、 欧州最優秀選手、 国際プロサッカー選手協会が選出する世界年間最優秀選手、 UEFA 最優秀選手



【ブランドアンバサダー就任記念 限定セット】
　ロナウジーニョ選手のサインを刻印した特別仕様のカメラケースを中心に、 直筆サイン入りカー
ドケースやラゲージタグ、 メッセージカードを内装にセットした数量限定の特別なセットです。

画像２

予定　価格　 ： 80,000 円 （税別）

セット内容 　 ：Ｃシリーズ （品番 ： 94021-05） 内に以下アイテムを同梱

　　　　　　　　　  ①ロナウジーニョ選手の直筆サイン入りカードケース

　　　　　　　　　  ②ロナウジーニョ選手のメッセージカード

　　　　　　　　　  ③シリアルナンバー入りラゲージタグ （素材 ： 牛革 × アルミニウム）

発　　売　　日 ： 2016 年 11 月中旬 発売開始予定

数　　　　　 量 ： 世界限定 120 セット

国内取扱い店舗 ： ゼロハリバートン直営店 （丸の内店 / 横浜ランドマークタワー店 / ハービス大阪店）

　

【ロナウジーニ選手プロフィール】

本名 ： ロナウド ・ デ ・ アシ - ス ・ モレイラ　(Ronaldo de Assis Moreira)

1980 年生まれ、 ブラジル　ポルトアレグレ出身。 ポジション MF/FW。

【所属チーム】 1998-00 年 ： グレミオ （ブラジル）、 2001-03 年 ： パリ ・ サンジェルマン （フランス）、 2003-08 年 ： バ

ルセロナ （スペイン）、 2008-11 年：ミラン （イタリア）、 2011-12 年：フラメンゴ （ブラジル）、 2012-14 年：アトレチコ ・

ミネイロ （ブラジル）、 2014 年 ： ケレタロ （メキシコ）、 2015 年 ： フルミネンセ （ブラジル）

【代表歴】 1996 年 ： ブラジル U17、 1999 年 ： ブラジル U20、 2000-08 年 ： ブラジル U23、 1999-13 年 ： ブラジル

【主なタイトル】 1997 年：U-17 ワールドユース （エジプト大会） 優勝・得点王、 1999 年：南米選手権　優勝 / コンフェ

デレーションズカップ　準優勝 ・ 得点王 ・ MVP/ シドニーオリンピック　南米予選　得点王、 2002 年 ： FIFA ワールドカッ

プ 2002　優勝、 2004 年 ： FIFA 年間最優秀選手　受賞、 2005 年 ： リーガ ・ エスパニョーラ　優勝 / コンフェデレーショ

ンズカップ　優勝 /FIFA 年間最優秀選手　受賞 / 欧州最優秀選手　受賞 / 世界年間最優秀選手　受賞

※記載内容に予告なく変更が生じる可能性がございます。

※内装セット （イメージ）※外装 （サイン入り）



【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

TEL　03-5843-0607　FAX　03-5843-0608  

MAIL　a-yamada@ace.jp　

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) 

●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。
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