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ブランド史上最軽量 (*1)

わずか 1.3kg の超軽量ソフトキャリーケース
　「プロテカ　エセリア」　2021 年 4月 10 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、 ブランド史上最軽量ソフトキャリーケース 「エセリア」 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/c01229/） にて 2021 

年 4 月 10 日 （土） より順次発売します。

●軽さの秘密は独自開発の軽量構造

新型コロナウイルスのワクチン接種の開始や緊急事態宣言の解除を受け、 感染拡大に留意しながらの国内旅行需要

の回復が予想されます。 そこで、国内旅行需要で人気の高いソフトキャリーケースの最軽量モデルを開発。 今回、新・

軽量構造 『エアリムⅡ』 を採用することでブランド史上最軽量 (*1) の 1.3kg の重量を実現しました。 ブランド同サイズ

比 (*2) で約 35％の軽量化を図っています。 『エアリムⅡ』 とは、 驚くほど軽くボディがしなることで衝撃を緩和し、 上

下のトラス状プレートにより形状安定性を高めた構造です。

ブランド名 ： プロテカ

商品名 ： エセリア

素材 ： ポリエステル 160dn ミニリップ /PU 加工

カラー ： ブラック、 ネイビー、 ブルーグリーン

サイズ展開 ： ３サイズ

（商品番号 / 外寸サイズ / 重量 / 容量 / 税込み価格）

12941 / H45×W31×D20cm （100 席未満の機内持込適応） / 1.3kg / 18ℓ / ￥35,200　　

12942 / H47×W35×D25cm （100 席以上の機内持込適応） / 1.4kg / 24ℓ / ￥37,400　　

12943 / H55×W35×D25cm （100 席以上の機内持込適応） / 1.5kg / 29ℓ / ￥40,700　　

●商品情報

12941 ブルーグリーン

2021 年 4 月 10 日発売

新・軽量構造「エアリムⅡ」イメージ

新製品情報
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（注） ソフトキャリーケースとは、 本体素材が布帛製のキャスター （車輪） 付きバッグの呼称です。

（*1） 「プロテカ」 で展開するソフトキャリーケース史上最軽量モデル。 重量 1.3kg は商品番号 12941 の数値。

（*2） 「プロテカ」 で展開するソフトキャリーケースの、 総外寸 100cm （タテ ・ ヨコ ・ マチ三辺の和） 以内の商品重量平均値との比較

≪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　　

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 ： 1460 名 (2020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　 ： 200 億円(2020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

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。

●商品特長

●プロテカとは

①移動が断然楽！軽量性の追求

独自開発の新 ・ 軽量構造 『エアリムⅡ』 を採用し、 ソフトキャリーケースの

ブランド史上最軽量 (*1)1.3kg の重量を実現しました。 加えて、 プロテカのソフ

トキャリーケース同サイズ平均値と比較し、 約 35％の軽量化を図っています。

使用時の快適性を左右する、 軽量性を追求したソフトキャリーケースです。

②独自の高性能キャスター

公的機関の検査に基づき、 従来品に比べ約 50％の体感音量軽減が

証明された自社開発の 「サイレントキャスター ®」 を採用。 早朝 ・ 深夜や集

合住宅の共用廊下での使用時も走行音が気になりにくいです。

▲
1,5ℓ

1.3kg
1.5ℓのペットボトルより
軽いキャリーケース！


