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新製品情報

≪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　

TEL:03-5843-0607   FAX:03-5843-0608　　MAIL:a-yamada@ace.jp　

≪クレジット≫　

ブランド名：(欧文)PROTECA　(和文)プロテカ

読者問合せ先：エース　03-5843-0606　

日本製トラベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」

パワフルな走りと周囲への安全性に配慮したスーツケース
『 フリーウォーカーＤ 』より限定カラーが登場。

[ 2017 年 9月 20 日より順次発売開始 ]

　バッグ＆ラゲージメーカーのエース株式会社 （本社：東京・渋谷区　代表取締役社長：森下宏明　以下、 エー

ス） は、 日本製トラベルバッグブランド 「プロテカ」 の 『フリーウォーカーＤ』 シリーズより、 限定色 [ シャン

パンゴールド ] を数量限定で 2017 年 9 月 20 日 （水） より直営店をはじめ全国有名百貨店、 専門店にて順次

発売することを発表いたします。

◆商品の特長

『フリーウォーカー D』 は、 近年人とキャリーケースの接触事故の増加をうけ＜使う人にも優しく軽快に走行でき、 な

おかつ安全なスーツケース＞というコンセプトのもと、 周囲への安全性に配慮し、 使用シーンに合わせて 【タテ引き・

ヨコ引き ・ ナナメ引き】 の３通りの引き方 （※次頁参照） が行えるよう開発したスーツケースです。 キャスターには力強

い走行を可能にする 70mm の大型ホイールを採用 （※1） し、 それにより石畳や毛足の長いじゅうたんのホテルといっ

た状況でも、 より快適な走行を可能にしています。 キャスターにはストッパーも搭載しているため、 エスカレータから

の落下による事故や目を離した隙に転がってしまうといったことを防止できます。 パワフルな走りと周囲への安全性

に配慮したスーツケースです。 今回の限定商品は、 軽量で耐衝撃性と耐摩耗性に優れるポリカーボネイトハイブリッ

ド樹脂と金属の質感溢れるフィルムを融合した新素材 「メタルスキン」 を採用し、 大人の上質な旅にふさわしいクラ

ス感のある印象に仕上げました。 上質カラーリングの高機能日本製スーツケースが冬の旅を彩ります。

ブランド名 ： プロテカ

シリーズ名 ： フリーウォーカーＤ

カラー ： 限定色　シャンパンゴールド

発売日 ： 2017 年 9 月 20 日

【スペック詳細】

H55×W35×D25cm/3.0kg/31L/67,000 円　＊100 席以上の機内持込サイズ

H68×W45×D29cm/4.1kg/59L/74,000 円

H75×W51×D31cm/4.6kg/83L/83,000 円

【商品特徴】

・ 使用シーンに応じて自在な 3 通りの引き方が可能

・ 傷や汚れの目立ちづらいリブデザイン

・ 駆動性に優れる 70mm の大型ホイールを搭載 （※1）

・ キャスターストッパー搭載

・ 日本製　 ・ 3 年間の製品保証 （プロテカ プレミアムケア）

◆商品詳細

（※1） 預け入れサイズにのみ搭載。 （機内持込サイズには通常の 50mm キャスターの搭載）

※価格は本体税別表記　　※サイズはキャスターやハンドルを含む外寸サイズ

※発売日や価格、 仕様等に変更が生じる可能性がございます
限定色　シャンパンゴールド （59L サイズ）



①ヨコ引き

身体に寄せて移動したい時に。

真横で引けるヨコ引き走行。

マナー良く安全に。

②タテ引き

広い場所をラクに

移動したいときに。

安定したタテ引き走行。

スピーディーな移動もラクに。

③ナナメ引き

改札や人ごみなど、

狭い場所を移動するときに。

新スタイル” ナナメ引き” 走行。

狭い場所も快適に走行できます。
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◆商品の特長の詳細 ：

『フリーウォーカーＤ』 は、使用シーンに合わせて３通りの引き方が行えるに加え、力強い走行を可能にする 70mm の大型ホイー

ルを採用したパワフルな走りと周囲への安全性に配慮したスーツケースです。 大型キャスターの搭載により、 石畳や毛足の長

いじゅうたんのホテルといった悪路な状況でも快適な走行を可能にしました。 またキャスターにストッパーを搭載しているた

め、 エスカレーターからの落下による事故も防止できます。 周囲への安全性配慮と同時にパワフルで機敏な走行が可

能。 移動時のストレスを解消したスーツケースです。

３通りの引き方をしても荷崩れ

しずらく、 ユーティリティに富

む使い勝手の高い内装仕様。

70mm の大型ホイールの搭載

により、 毛足の長い絨毯をは

じめとする悪路でも快適走行。

特許取得済の特殊ハンドルを採

用。 ナナメ引きへと自然に誘導

され手になじみやすいのが特徴。

手元で操作できるキャスターストッ

パーを搭載。 公共交通機関での安

全性向上や落下防止に役立ちます。

キャスターストッパーON

キャスターストッパーOFF

◆3 通りの引き方とは？

ナナメ引き

コンパクトに走行できるヨコ引きとナナメ引きの
切り替えが容易な為、 接触事故を減少させ、

安全性を高めることが可能。

タテ引き走行時では、 急に止まった際に後ろの人にぶつかる危険性が高い

ヨ
コ
引
き

身体の側面で 2 輪走行をする

ナナメ引きは、 使用する人と

スーツケースの距離が短く、

接触事故などのトラブルを最小

限にすることができることに加

え、 力強く機敏な走行が可能。

ナナメ引きした際のふらつきを

軽減する為、 底部に重心をも

たせた安定性の高いフォルム

を採用しています。

ナナメ引きは

機敏な走行かつ

周囲への安全性が高い

走行スタイル！

→ → →

タテ引き



◆◇What’s Proteca?

参考資料

最新のテクノロジーと、職人技の見事な融合により、年間およそ15万本の

ハードケース、6万本のソフトケースを生産する日本で最大且つ唯一の

ラゲージ工場。最新システムとロボットの導入の他、リサイクルできる素材

の採用、排水管理システムの導入など、環境保全活動の拠点としての役割

も担っています。

1971年5月、北海道赤平市茂尻に完成。現在、建物面積34,569㎡敷地

面積110,330㎡を所有。2011年に創業40周年、2014年にはスーツ

ケースの国内生産50周年を迎えました。

　

エースラゲージ株式会社　赤平工場国内生産半世紀以上の歴史を誇る
日本製スーツケース工場

これまでの日本製は、技術と品質に対する“絶対的な信頼感”が高く評価されてきました。

そして、これからの日本製に求められるものは、“世界が注目する独自の美意識や創造力”です。

プロテカが目指すものは、次の時代を担う新たな価値観「新・日本製」。

その新・日本製のスーツケースを製造するのが、国内唯一のスーツケース工場である、エースラゲージ赤平工場です。

◆◇JAPAN QUALITY

2005年にデビューした、エースの代表的なトラベルバッグブランド。

「Protect( 守る )」「Technology( 技術 )」「ACE( エースの理念 )」の造語。

プロテカ製品の全てが北海道・赤平工場の徹底した品質管理の下で製造され、

“究極の国産ラゲージ” として市場で販売されています。

ブランド10周年の 2014年、デザインオフィス「nendo」代表の佐藤オオキ
氏をプロテカのクリエイティブディレクターに迎え、翌２０15年にブランドを
刷新しました。

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 ： 1489 名 (2016 年12 月21 日現在・連結)

事業内容 ： 旅行バッグ、スーツケース、ビジネスバッグ、スポーツバッグ、ファッションバッグ、

　　　　 旅行小物などの製造卸

売上高　 ： 328 億円(2016 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、Zero Halliburton Inc.、

　 　　　　ACE ITALIA S.R.L、SINGAPORE ACE PTE.LTD.、

　　　　 　ACE HONG KONG LUGGAGE CO.,LTD.、ACE MALAYSIA LUGGAGE SDN.BHD.

　　　　　 ZERO HALLIBURTON (China)
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【大阪本店】 〒541-0059 大阪市中央区博労町4-5-2




