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こだわりを反映できるオプションサービスを「プロテカ」初導入。

お好みの仕様にパーツの選択注文ができる 日本製スーツケース
2018 年 2 月 14 日 ( 水 ) より順次発売開始
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）は、日本製トラベルバッグブランド
の「PROTECA（プロテカ）」より、お好みの仕様にパーツを選択し変更ができるオプションサービスを初
導入した日本製スーツケース『GENIO CENTURY Z（ジーニオ センチュリーZ)』を、2018年2月14日（水）
より直営店ならびに全国の主要百貨店専門店にて順次発売開始することを発表致します。

■開発背景：進む消費の二極化により、納得した商材への〈こだわり消費〉増加
内閣府による調査(*1)によると、今後の生活において特にどのような面に力を入れたいかに対して「レ
ジャー・余暇生活」の割合が35.0％と最も高いことから、景況感の高さが反映して趣味を楽しんだり、健
康に気をつかったりと、暮らしに「こだわる」志向が高まっているといえます。
また、あらゆる消費で二極化が進んでおり、こだわりをもって選択する質の高い製品とのすみ分けが明
確になされるようになってきている傾向から、パーツの仕様をお好みで選択し注文できるオプションサー
ビスを導入した、従来品より強く「こだわり」が反映できるスーツケースを「プロテカ」より初めて販売
するに至りました。旅の相棒としてより愛着を持ってスーツケースを使用して欲しいという狙いです。
（*1

内閣府／国民生活に関する世論調査

平成29年）

■スーツケースのオプションサービスについて
スーツケースのオプションサービスとは、スーツのパターンオーダーのように決められたパターンの中か
らハンドルやキャスターなどの仕様をお好みにあわせて選択し注文できるサービスです。今回、本革ベルト
をデザインにあしらったクラシカルなデザインのファスナー式スーツケース『ジーニオ センチュリーＺ』
シリーズより、このオプションサービスを初導入します。お好みの仕様でオーダーして特別な一品に仕上げ
ることができます。今後は対象シリーズを増やしていく予定です。

プルドライブハンドル
ピックアップ
ハンドル

内装生地

■対象シリーズ：プロテカ「ジーニオ センチュリーＺ」
■実施店舗：プロテカ日比谷店 他、一部店舗
■納期：オーダー受注より約 1 ～ 2 か月（オプション内容により価格・納期が異なります）
■選択可能なパーツ変更箇所：
(1) 内装生地・・・・・・・・・・抗菌・防臭作用のあるコッパージャカード生地へ（￥3,000）
(2) 錠前・・・・・・・・・・・・ダイヤルロック式からキー式ロックへ（￥1,000）

錠前

(3) キャスター・・・・・・・・・駆動性の高い 70mm の大型サイレントキャスターへ（無料）
(4) ピックアップハンドル・・・・樹脂製のハンドルを革巻きハンドルへ（￥1,500 ～￥3,000）
(5) プルドライブハンドル・・・・伸びるシステムハンドルの長さ変更（無料）
(6) ラゲージタグ・・・・・・・・本革製レザータグの付属品追加（￥2,000）
※オプションサービスの設定料として、別途一律￥1,000 が加算されます。
キャスター
ラゲージタグ
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■スーツケースのオプションサービス詳細
（２）錠前

（１）内装生地

→

（通常）ポリエステルジャカード

→

（オプション）コッパーストッパージャガード

（通常）ダイヤルロック式

（オプション）キーロック式

抗菌性能と防臭効果を発揮する「コッパーストッパージャガード」への変更。

ダイヤル式の TSA ロックからキー式の TSA ロックへの変更。

同素材のシューズケースも付属します。（￥3,000）

ナンバーを忘れてしまう不安感や鍵があった方が安心感のある方へ。（￥1,000）

（３）キャスター

（４）ピックアップハンドル

→

（通常）50mm の新開発サイレントキャスター

→

（通常）樹脂製

（オプション）70mm の大型サイレントキャスター

（オプション）革巻きハンドル

駆動性の高い 70mm の大型キャスターへの変更。石畳の多いヨーロッパ

本体にあしらわれる本革のベルトと同素材の革巻きハンドルへの変更。

方面へのご旅行が多い方には、走行時のストレスが軽減される 70mm の

よりクラシカルで気品あふれるたたずまいの印象に。（￥1,500 ～￥3,000）

大型キャスターへの変更がおすすめです。（無料）

（５）プルドライブハンドル

（６）ラゲージタグ

ご使用になられる方の身長にあわせて、ハンドルの最長寸が 2 種類よりお
本体にあしらわれる本革のベルトと

選びいただけます。ハンドルを高くすることで、バッグのセットアップも

同素材の本革製ラゲージタグを追加。

しやすくなります。（無料）

個人情報の記入もできるのでスーツ

・35L サイズ・・・107cm

ケースの紛失防止にも役立ちます

・72L サイズ・・・115cm
・115L サイズ・・・115cm

（￥2,000）

（※通常は全サイズ共通 100cm）

■製品情報
【ブランド名】プロテカ
【シリーズ名】ジーニオ センチュリーＺ
【発売日】2018 年 2 月 14 日（水）より

品番

サイズ（外寸）

重量

容量

価格
（税抜）

02811

H52×W38×D24cm

3.3kg

35L

70,000円

02812

H69×W49×D28cm

4.4kg

72L

80,000円

02813

H80×W57×D31cm

5.6kg

115L

92,000円

【カラー】4 色展開
（インペリアルグレー / コズミックネイビー /ヴィンテージボルドー / プラチナムベージュ）
【型数】3 型展開（35L/72L/115L）【生産地】日本（北海道・赤平市）
【スーツケースの主な製品特長】
・本革ベルトをあしらったクラシカルデザイン
・注文式オプションサービス（※一部店舗限定）
・ファスナー式スーツケース、撥水性に優れるコーティングファスナー採用
・静かで滑らかな走行を約束する「ベアロンホイール ®」(*1) 搭載の「サイレントキャスター ®」(*2)
・キャスターストッパー

( 左 )ヴィンテージボルドー ( 中 ) プラチナムベージュ ( 右 ) インペリアルグレー

・プロテカ プレミアムケア（3 年間の無償製品保証）
(*1)「ベアロンホイール」とはキャスターのホイール部にベアリングを搭載した商標登録予定の呼称。
(*2)「サイレントキャスター」とは体感音量を大幅に軽減した独自開発のキャスターで商標登録予定の呼称。
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■参考資料
【プロテカとは】
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。プロテカのハードスーツケースの
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。素材から組み立てまで一貫して日本国内で製造する、世界
で唯一の日本製スーツケースブランドです。高品質で高機能はさることながら、ラゲージ
業界唯一の、航空会社による破損も保証対象内に含む３年間の無償製品保証 [ プロテカ
プレミアムケア ] も備えています。

【プロテカのスーツケースが生まれる場所】
日本製スーツケース「プロテカ」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。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。

エース株式会社

会社概要

社名

： エース株式会社

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

ACE Co.,Ltd.

森下宏明

従業員数 ： 1489 名 (2016 年度・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
URL

： 328 億円(2016 年度・連結)
： 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)
【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
≪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
MAIL:a-yamada@ace.jp

≪ブランド表記／読者様お問合せ先≫
（和文）プロテカ （欧文）PROTECA
（問合せ先）エース TEL：03-5843-0606
（ＨＰ）https://www.proteca.jp/

