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アフタヌーンティー　共同開発

ノート PC の持ち運びがしやすく リモートワークに適したお仕事バッグ

2021 年 2 月 2 日発売

新商品情報

　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、 株式会

社サザビーリーグ （本社 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷、 代表取締役社長 ： 角田 良太） が運営する Afternoon Tea 

LIVING と共同開発した、 リモートワークに適した女性用ビジネスバッグを、 2021 年 2 月 2 日 （火） よりエース直営店

およびエース公式オンラインストアにて発売します。

　新型コロナウイルス感染症拡大で急速に普及したリモートワークにより、 ノート PC を持ち歩く女性が増加しています。

快適かつ安全な持ち運びができる通勤バッグの需要拡大を受け、 ノート PC を持ち歩く日常で便利な機能や、 持ちや

すさにこだわった女性ビジネスバッグを開発しました。 女性のお仕事バッグとして定番人気のトートバッグと、 少ない

身体負担で持ち運びができ、 ビジネスシーンでも人気拡大中のリュックの 2 型を展開します。

●商品概要

型数 ： 2 型 （PC リュック /PC A4 トート）

カラー ： 3 色 （ブラック / グレー / ベージュ）

価格 ： ［リュック］ \8,690 （税込）

　　　　 ［トートバッグ］ \7,590 （税込）

発売日 ： 2021 年 2 月 2 日 （火）

取り扱い店舗 ： エース直営店、 エース公式オンラインストア （https://store.ace.jp/shop/default.aspx）

※アフタヌーンティーでも 2 月 2 日より販売開始
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≪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　  広報担当：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

●商品詳細

①ＰＣリュック

丸みを帯びたシルエットを採用し、 コンパクトサイズながら機能を

ふんだんに盛り込んだ PC 収納対応リュック。

サイズ ： W27×H36×D11cm　（13 インチ PC 対応、 A4 サイズ対応）

カラー ： ブラック■、 グレー■、 ベージュ■

価格 ： （本体価格） ￥7,900 （税込価格） ￥8,690

13 インチ PC 収納対応

スポンジ芯入りのマチ付きの PC 収

納ポケット搭載。 背面側にファス

ナーを付けることで、 パソコンの出

し入れがしやすくなっています。

* 価格は本体税抜き表示　　＊仕様や発売日等に変更が生じる可能性がございます。

充実した収納ポケット

ボトルや折り畳み傘の収納にも便利な

マチ付きホルダー搭載。 立てた状態で

収納できるので、 すっきりと整理してく

れます。 また視認性の高い明るいカ

ラーを内装生地に採用しています。

移動時の出し入れが容易

B6 サイズの手帖も収まるサイズで、 カー

ドが入るミニポケットも備えます。 サイド

のポケットは背負ったまま開閉が可能

で、 スマートフォンの収納に適します。

②ＰＣ Ａ４トート

柔らかいラインを取り入れ、 女性らしい印象が漂うノート PC 収納対

応トートバッグ。 マチ幅が狭くコンパクトに持ち運びが可能です。

サイズ ： W35×H28×D11cm　（13 インチ ノート PC、 A4 サイズ対応）

カラー ： ブラック■、 グレー■、 ベージュ■

価格 ： （本体価格） ￥6,900 （税込価格） ￥7,590

肩からずり落ちにくい設計！

●Afternoon Tea　LIVING とは

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出

する。そんなシアワセのきっかけと出会える心地よいライフスタイルを提案するライフスタイル

ブランドAfternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリ

ーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

●エース株式会社とは

1940 年に創業したバッグの総合メーカー。1953年には当時「バッグの一大革命」といわれたナ

イロン製バッグを業界で初めて開発。またスーツケースを日本で初めて取扱い、半世紀以上に

わたり国内でスーツケースを製造し数々のヒット商品を輩出しています。厳格な品質管理でバ

ッグのリーディングカンパニーの地位を確立し、機能性とデザイン性、耐久性を兼ね備えた商

品に定評がある。PROTECA(プロテカ)、ace.(エース)などのブランドを展開。

出し入れしやすいフロントポケット

重い荷物を入れても肩への負担を軽減する幅広

のハンドルを採用。 フロントのファスナーポケット

はリュック同様に、 B6 サイズの手帖も収まるたっ

ぷりサイズで、 内側にミニポケットも備え使用頻

度の高い持ち物の出し入れに便利です。

13inch ノート PC 収納対応

スポンジ芯入りのマチ付き PC 収納ポケット

を搭載。 安心して持ち運びができるほか取

り出しやすい構造です。 また、 立てた状態

で収納できるマチ付きホルダーも備えボトル

や折り畳み傘もすっきり収納できます。



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 ： 1634 名 (2019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　 ： 340 億円(2019 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)

　　　　　 大峽製鞄株式会社、ACE BAGS & LUGGAGE TAIWAN CO.,LTD.

【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
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