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新商品情報

累計 11 万本突破の人気シリーズ

今後の出張時も安心、 抗菌 ・ 抗ウイルス機能限定搭載
「プロテカ マックスパス３ ＬＴＤ」 2021 年 2 月 10 日 ( 水 ) 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、 機内持込サイズ容量最大級で人気の 「マックスパス」 シリーズ
より、 抗菌 ・ 抗ウイルス機能を搭載した限定スーツケースを直営店ならびに全国の主要百貨店専門店、 エース公式
オンラインストア （https://store.ace.jp/shop/c/c70101/） にて 2021 年 2 月 10 日 （水） より順次発売します。

●見えない不安を解消する＜抗菌 ・ 抗ウイルス＞機能
気兼ねなく旅に出られる時を見据え、 見えない不安を解消する抗菌 ・ 抗ウイルスの 「VIRTECT® （バーテクト） 機能」 を備え
たパーツをスーツケースに新搭載。 商用目的の旅行 （移動） から需要が回復すると推測し、 シリーズ累計 11 万本 (*1) を突
破し、 出張用途として人気の高い機内持込サイズ容量最大級モデル 「プロテカ マックスパス３」 に限定塔載し発売します。
「VIRTECT® （バーテクト）」 機能とは
抗菌 ・ 抗ウイルス機能を指し、 地面との接地面であるキャスター

抗菌・抗ウイルスハンドル

のトレッド部、 グリップ部に抗菌 ・ 抗ウイルス機能を備えた樹脂
を採用しています。 今回採用した樹脂の抗ウイルス性 (*2) につ
いては、 2019 年に新たに設けられた ISO21702 抗ウイルス試験
(*3） で、 SIAA （抗菌製品技術協議会） が定めた基準を満たして
います。 スーツケースの内装生地には抗菌 ・ 抗ウイルス機能に
加え防臭効果もあり、 取り外して洗うことのできない内装

抗菌・抗ウイルスキャスター

生地を清潔に保ちます。
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●商品詳細
ブランド名 ： プロテカ

シリーズ名 ： マックスパス３ ＬＴＤ

カラー ： 1 色展開 （ブラック）
型 数 ： 1 サイズ展開 （サイズ H50×W40×D25cm、 重量 3.6kg、 容量 40ℓ）
※100 席以上の機内持込適応サイズ

価 格 ： \73,700 （税込）
素材 ： ポリカーボネート ・ ABS 混合樹脂

2021 年 2 月 10 日発売
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●その他の機能

フロントオープンポケット

キャスターのストッパー機能

ノート PC など、 すぐに取り出したいもの

簡単に車輪を固定できる独自開発 ・

の出し入れに便利なフロントオープンポ

特許取得のキャスターストッパー機能

ケットを搭載。 移動中の荷物の出し入れ

「マジックストップ ®」 搭載。 揺れる電

に便利な機能です。

車内などで不意な走行を防ぎます。

セキュリティ性の高い構造

静かで滑らかなキャスター

機内持込サイズ容量最大級

1 つのカギで 2 つの収納スペースをロッ

体感音量を大幅に軽減した 「サイレ

機内持込サイズをクリアしながら、 最大級の容量

クできる、 デュアルホールド方式の TSA

ントキャスター ®」 に、 滑らかな走行

を実現した人気シリーズ 「プロテカ マックスパス」。

ロックを採用します。 フロントオープンポ

を実現する 「ベアロンホイール ®」 を

シリーズ発売開始の 2011 年より、 累計販売台数

ケットも施錠できるので安心です。

装備。 快適な移動をサポートします。

は 11 万本突破！出張を快適にサポートします。

※「VIRTECT」 は抗菌 ・ 抗ウイルス機能をあらわすエース株式会社の登録商標または商標です。
※抗ウイルス加工は、 病気の治癒や予防を目的とするものではありません。
※VIRTECT®GRIP および VIRTECT®CASTER は、 SIAA 認証を受けております。
(*1) マックスパスシリーズ販売開始 2011 年よりの累計販売実績 （2020 年 12 月末時点、 当社調べ）
(*2) 抗ウイルス性とは製品上の特定ウイルスの数を減少させることを指します。
(*3) 抗ウイルス性試験 試験方法 ： 5cm×5cm×5mm のテストピースを抗ウイルス材加工品、 未加工品と作成し、 ウイルス混濁液を付着させ規定時
間放置し、 検体のウイルス感染価の常用対数値の平均値と抗ウイルス活性値を、 加工品と未加工品での比較で抗ウイルス性能の判断を行う。
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* 価格は本体税抜き表示

≪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

＊仕様や発売日等に変更が生じる可能性がございます。

≪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

