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VAIO 協力のもとエースが独自開発した PC 収納構造を搭載
ビジネスシリーズ「デュラテクト V」発売決定
2019 年 2 月中旬より発売開始
バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区

代表取締役：森下 宏明 以下エース）と PC メーカー

の VAIO 株式会社（本社：長野県安曇野市 代表取締役：吉田 秀俊 以下 VAIO）は、エースのバッグ＆ラゲー
ジブランド『ace.』（エース）のビジネスバッグシリーズ新製品「デュラテクト V」において協業しましたの
でお知らせいたします。「デュラテクト V」は、VAIO 協力のもとエースが独自開発した、PC をより安全かつ
快適に持ち運ぶことのできる PC 収納構造「V- リフトフレーム™」を搭載しています。本製品は、エースの直
営店ならびに全国の百貨店・専門店で 2019 年 2 月中旬より発売します。

かばんのプロとパソコンのプロが、
手を組んだ。

● 開発背景：PC メーカーの視点が生かされた PC 収納構造
エースは 90 年代より PC を安全に持ち運ぶための工夫を施したビジネス
バッグを開発して参りました。「デュラテクト V」では、より安全かつ快
適に PC を持ち運べるビジネスバッグを開発すべく、PC プロフェッショ
ナルである VAIO の意見を元に PC 収納部を構造から見直し、独自の PC
収納構造「V- リフトフレーム™」を開発しました。

● 製品へのこだわり：赤平工場 × 安曇野工場
共に国内自社工場で製品開発を行うエースと VAIO。
エースは北海道・赤平工場にてスーツケースをはじめとしたバッグを開発・
製造しており（※）、高度な基準に基づく品質検査を行っています。VAIO は
長野県・安曇野工場にて専任の技術者が PC を１台づつ仕上げ、徹底した
品質チェックを行っています。日本人が使い易いよう考え抜かれたデザイ
ンや機能、そして品質への取り組みは両社に共通するこだわりです。
「デュラテクト V」は PC メーカーとしての VAIO のアドバイスが全面的
に活かされ、赤平工場で縫製されたものです。
（※）全てのエース製品が赤平工場製造ではございません

上：赤平工場（エース）下：安曇野工場（VAIO）

● 機能紹介：PC に掛かる負荷を抑える「V- リフトフレーム™」構造
① 厚みのある PC も薄いモバイル端末もしっかり固定
PC 収納部にネオプレン素材を採用。伸縮性があるため、薄型 PC やタブレット端末にもフィット。

② 落下等の衝撃から PC を守る独自構造
芯材にピアノ線を採用し、PC をバッグの底やサイドに当たらない位置に配置。落下時の衝撃が伝わりにくい。

③ 取り出しやすく、PC にかかる負荷を抑える
PC に曲げによる負荷が掛からないよう、PC 収納部を手前に引き出し真っ直ぐ挿入できる構造。

②

③

PC

底やサイドに当たらない位置に PC を配置

PC 収納部を手前に引き出す

PC を真っ直ぐ挿入

● 商品詳細：
ブランド／シリーズ：ace. ／デュラテクト V
カラー：ネイビー
品番

形状

サイズ（縦 × 横 × 幅） 税抜き価格

30451

ブリーフ１気室

40×30×11

44,000 円

30452

ブリーフ２気室

41×31×14/18

51,000 円

30453

ブリーフ２気室

43×32×17/21

54,000 円

30454

リュック 1 気室

30×42×15

44,000 円

30455

リュック２気室

31×44×16

46,000 円

30456

３WAY ２気室

41×31×14/18

58,000 円

その他特徴：

画像

左 30453 ／右 30454

・北海道・赤平工場で縫製された中身を守る立体形状のビジネスバッグ。
・耐久性・撥水性に優れた PVC（ポリ塩化ビニル）を生地調に仕上げた本体素材。
・PC 収納部をバッグ内装上部から吊り下げるように縫製。重心が上がるため重さを感じにくい。
・曲げによる負荷が PC に掛かりにくいよう、背中を丸めた際は PC 収納部が内部で前後に可動。
・伸縮性・緩衝性のあるネオプレン素材のＰＣ周辺機器を収納できるポケット付き。
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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

ACE Co.,Ltd.

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 ： 1674 名 (2017 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

： 330.2 億円 (2017 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

神宮前 M-SQUARE

【大阪本店】〒541-0059 大阪市中央区博労町 4-5-2

VAIO 株式会社

会社概要

VAIO 株式会社は、ソニー株式会社から PC 事業を継承し、2014 年 7 月 1 日に設立されました。
長野県安曇野市に本社及び製造拠点を置き、PC 事業、受託事業（EMS 事業）における
企画、設計、開発、製造および販売と、それに付随するサービスを行っています。
VAIO 株式会社コーポレートサイト：https://vaio.com/top/
働き方情報支援サイト「Work × IT（ワーク・イット）」：https://workit.vaio.com/
VAIO 株式会社公式 Facebook：https://www.facebook.com/VAIO.corporation/
VAIO 株式会社公式 Twitter：https://twitter.com/PressVaio/

