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報道関係者各位 
 
 
2019 年 2 月 14 日 

VAIO 株式会社 
 

 
エースとコラボレーションしたビジネスリュック 

VAIO 専用「デュラテクト V | ALL BLACK EDITION」を数量限定で発売 
 
 

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、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）とのコラボレーションモデル、VAIO 専用「デュラテクト V | ALL BLACK 
EDITION」を VAIO ストアにて 2019 年 2 月 14 日（木）より数量限定で発売いたしま
す。 
※VAIO とエースの協業の経緯等については 2019 年 1 月 8 日（火）発表のプレスリリースをご覧ください。
（https://vaio.com/news/pdfdata/pr83.pdf） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

「デュラテクト V | ALL BLACK EDITION」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」の特別仕様の
モデルです。「黒」と「高性能」へのこだわりを追求し、高い人気を誇る VAIO PC のプ
レミアムエディション「ALL BLACK EDITION」とより統一感を持って使用いただけるよ
う開発されました。 

「デュラテクト V」シリーズには、VAIO 協力のもとエースが独自開発した PC 収納
構造「V-リフトフレーム™」を採用していることをはじめ、PC を安全かつ快適に持ち
運ぶことのできる様々な工夫が詰まっています。本モデルはこれらに加えて、各パー
ツに黒系の素材を使用し、ハンドル部や PC 収納部に VAIO ロゴがあしらわれるなど、
「ALL BLACK EDITION」ならではの高い機能・デザインを備えています。 

  
＜製品の特長＞ 

 
１）PC に掛かる負荷を抑える「V-リフトフレーム™」（「デュラテクト V」シリーズ共通） 

PC 収納部には VAIO 協力のもとエースが独自開発した
「V-リフトフレーム™」構造を採用。伸縮性のあるネオ
プレン素材を使用しているため、薄型 PC やタブレット端
末までしっかり固定することが可能です。 
 
芯材のピアノ線により、PC がバッグの底やサイドに当た
らない位置に配置され、落下等の衝撃から PC を守りま
す。さらに PC 収納部を手前に引き出せるので、PC を取
り出しやすく、PC にかかる負荷を抑えることができま
す。 
 
※VAIO の 14.0 型の PC まで収納が可能です。 

※PC は別売です。 

https://vaio.com/news/pdfdata/pr83.pdf
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２）黒一色のクールなデザインに浮かび上がる VAIO ロゴ（本モデル限定） 

天面 VAIO ロゴ及びオーナメントロゴまで黒く染め上げ
られた PC の「ALL BLACK EDITION」と同様に、通常目に
触れないインナーの生地部分に加え、縫製糸や金具まで
全て黒一色に統一。ハンドル部分とインナーポケットに
配された VAIO ロゴが黒く浮かび上がり、同シリーズの世
界観を受け継ぐ洗練された印象に仕上がっています。 
 
３）収納したまま充電可能！豊富なポケットも機能性十分（本モデル限定） 
 
VAIO PC の VAIO® SX14 や VAIO® A12 には、USB Type-C™
の充電ポートが付属していることから、USB Type-C 対応
の Power Delivery 対応充電器をはじめとするモバイルバ
ッテリーを収納した状態で充電できるように、PC 収納部
の近くにバッテリー用ポケットを設置、ケーブルを固定
できるベルトループも付属しています。 
 
タブレットにもなるタッチ機能のついた PC も利用しや
すいよう、専用のデジタイザースタイラス（ペン）のサ
イズにもフィットするマチの広いポケットを搭載、その
他様々なものを収納できる豊富なポケットが配置される
など、ビジネスバッグとしての機能性も抜群です。 
 
※充電ケーブルを接続する際には、ケーブルに過度な屈曲、折れ曲がり等が発生しないようにご注意くだ

さい。ケーブル、本体 Type-C 端子の破損に繋がる可能性があります。 
 
＜製品概要＞ 
 

製品名：デュラテクト V | ALL BLACK EDITION 
製造元：エース株式会社 
価 格：46,111 円＋税 
発売日：2019 年 2 月 14 日（木） 
主素材：ナイロン 840dn オックスシレ加工/PU 加工 
副素材：牛革（スムース） 
サイズ：30ｘ42ｘ15cm 
容 量：17ℓ 
重 量：1,270g 

 
製品詳細につきましては下記 URL よりご参照ください。 
 
・デュラテクト V | ALL BLACK EDITION（数量限定にて VAIO ストアで販売）

http://store.vaio.com/shop/pages/ace_vaio.aspx 
 
・デュラテクト V（エースの直営店ならびに全国の百貨店・専門店にて販売） 

https://store.ace.jp/shop/r/rdurav/  
 
・デュラテクト V 開発エピソード 

https://www.ace-dot.com/series/ace_vaio/ 
 
＜VAIO の ALL BLACK EDITION シリーズ＞ ※2019 年 2 月 14 日現在 
 
 
 
 
 
 
 

VAIO® SX14 | ALL BLACK EDITION 

（14.0 型ワイド） 

VAIO® S11 | ALL BLACK EDITION 

（11.6 型ワイド） 

VAIO® S13 | ALL BLACK EDITION 

（13.3 型ワイド） 

VAIO® A12 | ALL BLACK EDITION 

（12.5 型ワイド） 

2in1 2019 年 1 月 17 日発表 

http://store.vaio.com/shop/pages/ace_vaio.aspx
https://store.ace.jp/shop/r/rdurav/
https://www.ace-dot.com/series/ace_vaio/
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＜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。 
 
 
  VAIO 株式会社とは   

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。 

第三のコア事業を『ソリューション事業』とし、第一弾として、「VR ソリューション事
業」を展開中。 
 

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/ 
 
  本件お問い合わせ先   
VAIO 株式会社 

広報担当：沼尻 佳奈 

MAIL：press@vaio.com 携帯：080-3903-9653  

東京オフィス： 

〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-6 日立ソリューションズタワーB 14 階 

電話：03-6420-0960 (代表) / FAX：03-6420-0935          
以上 

 
※“VAIO”、 は VAIO 株式会社の登録商標です。 
※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。 

https://vaio.com/top/
https://workit.vaio.com/
https://www.facebook.com/VAIO.corporation/
https://twitter.com/PressVaio/
mailto:press@vaio.com

