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海外旅行に意欲的なミレニアル世代の女性に向けて

日本製スーツケース「プロテカ」エントリーモデル登場
2019 年 9 月 20 日発売
バッグメーカー、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 以下エース）は、日本製トラ
ベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」より、エントリーモデルのハードスーツケースシリーズ『cocona（ココ
ナ）』を 2019 年 9 月 20 日（金）より直営店、公式オンラインストアならびに全国の主要百貨店・専門店にて順次発売します。

●開発背景：旅行に対して意欲の高い若年層の女性がターゲット
大手旅行会社によると、2018 年は若い女性が海外旅行に意欲的でした。特に 20 代の女性は同年代の男性のほ
ぼ 2 倍の出国者数であり、ミレニアル世代を中心に積極的な動きがみられています。(*1) そこで「プロテカ」の
高い品質と高い機能性の日本製ラゲージを、海外旅行に対して意欲の高い若年層の女性に多く体感して欲しいと
いう想いから、「プロテカ」のエントリーモデル『cocona（ココナ）』を発売するに至りました。『プロテカ コ
コナ』は、中身の荷物をやさしく保護する〈まゆ玉〉をイメージしたデザインのファスナー式スーツケースで、キャ
スターの回転を補助する「ベアロンホイール ®」を装備した「サイレントキャスター ®」や、不意な走行を防ぐ「マ
ジックストップ（キャスターのストッパー機能）」といった、プロテカの標準装備とする独自開発の高い機能を
全て搭載しながらも、既存シリーズより約 3 割の低価格を実現 (*2) しています。
「プロテカ」は一貫して国内で製造する世界で唯一の日本製スーツケースです。時代の変化と共に変わるトラ
ベラーの声に向き合い応えていくことで「日本らしい」機能性や品質を追求し、より多くの旅行者の快適な旅の
移動をサポートしていきたいと考えています。

(*1) JTB 総合研究所「海外観光旅行の現状 2019」より
(*2) プロテカの標準装備とする「サイレントキャスター ®」「ベアロンホイール ®」「マジックストップ™」の 3 機能を搭載した既存 6 シリーズとの比較
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●機能特長：キーワードは” やさしさ”
「プロテカ」は一貫して国内で製造する世界で唯一の日本製スーツケースです。
『新・プロテカ基準』というコンセプトを本年より掲げ、時代の変化と共に変わるトラベラーの声に向き合い応
えていくことで「日本らしさ＝HOSPITALITY & QUALITY」を追求し、快適な移動を提供しています。
エントリーモデルの『ココナ』は、” やさしさ” をキーワードに商品開発しました。

【ココナに込めたやさしさ】
高い機能性

エントリーモデル

プロテカの標準装備機能を満たし、移動時の負担

プロテカの標準装備機能を満たす

を軽減する、使う人にも周囲にもやさしい機能

既存シリーズと比較し、約 3 割の

をしっかり備えます。

低価格を実現。まずはプロテカを
知って使ってほしい、そんな想い

「新・プロテカ基準」 標準装備機能

で生まれたお財布にもやさしい、

①サイレントキャスター ®

エントリーモデルです。

体感音量を大幅に軽減した独自開発
の静音キャスター。周囲への配慮も

コインロッカーサイズ展開

込め、プロテカではキャスターの静

駅などの 300 円サイズのコインロッ

音性を重要視しています。

カーに収納可能なコンパクトサイズ
は日常使いしやすく、LCC 利用時も

②ベアロンホイール ®

安心のサイズ設計です。

キャスターのホイール部に装備する

デザイン＆カラーリング

回転を補助する独自開発のベアリン
グ。” 走行性は移動時の負担に大き
く作用します。滑らかな走行により、
旅の移動をさらに快適にします。

安心のアフターサービス

③マジックストップ TM

ラゲージ業界では唯一の、航空会社

手元のスイッチで簡単に車輪にブ

荷物をやさしく守る『まゆ玉』をイメー

による破損も保証対象内とする 3 年

レーキをかけられる、キャスタース

ジしたデザインに、旅に彩りをそえる

間の無償製品保証。購入後も安心の

トッパー機構。荷物だけではなく、ト

やさしい色味のカラー展開です。

アフターサービスです。

ラベラーの移動時の安全を守ります。

●商品情報
【ブランド名】プロテカ 【商品名】ココナ
【素材】ポリカーボネート
【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、
マーメイドピンク、シフォンブルー）
【サイズ】4 サイズ
サイズ（外寸）

重量

H45×W34×D20cm

2.5Kg

22ℓ

￥44,000

*100 席未満の機内持込サイズ / コインロッカーサイズ

H55×W36×D24cm

2.9kg

36ℓ

￥46,000

*100 席以上の機内持込サイズ

H67×W48×D28cm

4.0kg

68ℓ

￥49,000

H75×W52×D30cm

4.7kg

89ℓ

￥54,000

・日本製

容量

本体価格

・3 年間の無制限 無償保証のアフターサービス「プロテカ プレミアムケア」付帯

（68ℓサイズ / マーメイドピンク）
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P R O T E C A （ プロテカ）とは
2005 年にデビューした、エースの代表的な日本製トラベルバッグブランド。
ブランド名の「PROTECA」とは、
「Protect（守る）」
「Technology（技術）」
「ACE（エー
スの理念）」よりなる造語です。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ており、一貫して国内で製
造する世界で唯一の日本製スーツケースです。

ジ ャ パ ン クオリティ
ブランドのコンセプトである『新・プロテカ基準』を掲げ、高品質と日本らしい細やかな配慮を更に追求しています。
時代の変化と共に変わるトラベラーの声に向き合い応えていくことで、「日本らしさ＝ HOSPITALITY & QUALITY」を追
求し、快適な移動を提供していきます。
その日本製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、エースラゲージ北海道赤平工場です。

シェルの成型から組み立てまで
一貫した製造を行う
国内唯一のラゲージ工場。

エースラゲージ株式会社

赤平工場

創業：1971年7月
敷地面積：110.330㎡（延床面積：31,659㎡）
年間生産本数：約15万本（ハードラゲージ・ソフトラゲージ）
素材の成形から組み立てまで一貫して製造を行う、国内唯一の
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
ル可能な素材の採用、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。2011年に創業40周年
を迎え、2016年には累計生産1500万台を突破しました。
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社名
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エース株式会社 ACE Co.,Ltd.
1940 年1 月1 日
14 億1000 万円
代表取締役社長 森下宏明
1677 名 (2018年度・連結)
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
： 329 億円(2018 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)
【東京本社】 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-4-16
【大阪本店】 〒541-0059 大阪市中央区博労町4-5-2

神宮前M-SQUARE

＊仕様や発売日等に変更が生じる可能性がございます。

≪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

≪読者様問い合わせ先≫
エース 03-5843-0606
＊ブランド表記 （和文）プロテカ

（欧文）PROTECA

