
 

 

 

株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大原孝治）は、

28 日（金

ミアム）

を全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）で発売を開始します。

 

ドン・キホーテ情熱価格ブランドから発売している従来

５月から

業界最大手スーツケースブランド

に加え、外からアクセス可能なポケットなどの便利な機能や新柄追加など、

アをちりばめた

ドン・キホーテグループは、これからもブランドメッセージの“お客

キ」をカタチに”に基づき、
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株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大原孝治）は、

金）からドン・キホーテプライベートブランド「情熱価格

）」の新商品、

を全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）で発売を開始します。

ドン・キホーテ情熱価格ブランドから発売している従来

ら 2017 年３月

業界最大手スーツケースブランド

に加え、外からアクセス可能なポケットなどの便利な機能や新柄追加など、

アをちりばめたプレミアム版として

ドン・キホーテグループは、これからもブランドメッセージの“お客

キ」をカタチに”に基づき、

情熱価格 PREMIUM

            情熱価格情熱価格情熱価格情熱価格

            『『『『ACEACEACEACE

                ～～～～機能機能機能機能

                            

【情熱価格【情熱価格【情熱価格【情熱価格

一つひとつのアイテムがお客さまに「これがほしかった！」と手に取っていただける付加価値と

ストーリーを持つ、情熱価格の最上級ブランドラインです。

株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大原孝治）は、

ドン・キホーテプライベートブランド「情熱価格

、『『『『ACEACEACEACE ブランドブランドブランドブランド

を全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）で発売を開始します。

ドン・キホーテ情熱価格ブランドから発売している従来

月までの期間

業界最大手スーツケースブランド

に加え、外からアクセス可能なポケットなどの便利な機能や新柄追加など、

プレミアム版として

ドン・キホーテグループは、これからもブランドメッセージの“お客

キ」をカタチに”に基づき、商品開発に努めてまいります。
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機能機能機能機能・デザインともにパワーアップし・デザインともにパワーアップし・デザインともにパワーアップし・デザインともにパワーアップし

                            ４４４４月月月月 28282828 日日日日

【情熱価格【情熱価格【情熱価格【情熱価格 PREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUM

一つひとつのアイテムがお客さまに「これがほしかった！」と手に取っていただける付加価値と

ストーリーを持つ、情熱価格の最上級ブランドラインです。

株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大原孝治）は、
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ブランドブランドブランドブランド共同企画共同企画共同企画共同企画

を全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）で発売を開始します。

ドン・キホーテ情熱価格ブランドから発売している従来

の期間で累計販売台数

業界最大手スーツケースブランド ACE との共同開発

に加え、外からアクセス可能なポケットなどの便利な機能や新柄追加など、

プレミアム版として、最低価格

 

[本製品の主な特長

１）安心・安全の品質保証

 本商品は、

ードにした

た、もしもの場合も安心の１年間保証サービス付でご提供します

 

２）機能的なデザイン

 外からアクセス可能な

も安心の拡張機能・走行スムーズな双輪キャスターなど使いやすさ

にこだわっています。カラーはどのシーンにも活躍できるホワイト

とブラックに加え、個性的なカモフラ柄も追加しました。

 

ドン・キホーテグループは、これからもブランドメッセージの“お客

商品開発に努めてまいります。
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PREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUM】】】】はオンリーワンとなる品質、機能、デザイン性を追求した商品群です。

一つひとつのアイテムがお客さまに「これがほしかった！」と手に取っていただける付加価値と

ストーリーを持つ、情熱価格の最上級ブランドラインです。

株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大原孝治）は、
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を全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）で発売を開始します。

ドン・キホーテ情熱価格ブランドから発売している従来

で累計販売台数 12 万台を突破する人気の高い商品です。

との共同開発により

に加え、外からアクセス可能なポケットなどの便利な機能や新柄追加など、

、最低価格 9,990
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本商品は、ACE ブランドの商品と同じく、「安心・安全」をキーワ

ードにした ACE 独自の厳しい検査基準をクリアーした商品です

もの場合も安心の１年間保証サービス付でご提供します
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とブラックに加え、個性的なカモフラ柄も追加しました。
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商品開発に努めてまいります。
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ストーリーを持つ、情熱価格の最上級ブランドラインです。

                               

 

株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大原孝治）は、
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を全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）で発売を開始します。

ドン・キホーテ情熱価格ブランドから発売している従来のジッパーキャリーケース

万台を突破する人気の高い商品です。

により、従来のデザインで好評だった拡張機能

に加え、外からアクセス可能なポケットなどの便利な機能や新柄追加など、

9,990 円※で販売が実現しました。
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ブランドの商品と同じく、「安心・安全」をキーワ

独自の厳しい検査基準をクリアーした商品です

もの場合も安心の１年間保証サービス付でご提供します

 

外からアクセス可能な吊りポケット

も安心の拡張機能・走行スムーズな双輪キャスターなど使いやすさ

にこだわっています。カラーはどのシーンにも活躍できるホワイト

とブラックに加え、個性的なカモフラ柄も追加しました。
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商品開発に努めてまいります。 
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◆商品概要

 

 

画

機

商 品

規

価

サ イ

容

重

カ ラ

キ ャ ス タ

ロ ッ

本 体 素

■一般

株式会社ドン・キホーテ

当社 HP

お問い合わせ」フォームをご利用ください。

     

商品概要 

画 像 

機 能 

商 品 名 情熱価格情熱価格情熱価格情熱価格

規 格 S サイズ

価 格 9,990

サ イ ズ 
外寸：

総外寸：

容 量 約 37

重 量 約 3.3

カ ラ ー ホワイト

キ ャ ス タ ー ４輪

ロ ッ ク TSA 

本 体 素 材 ポリカーボネイト

一般の方のお問合

株式会社ドン・キホーテ

HP〈http://www.donki.com

お問い合わせ」フォームをご利用ください。

    

情熱価格情熱価格情熱価格情熱価格 PREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUM

サイズ 

,990 円＋税※ 

外寸：約 48×33

総外寸：約 54×

37‐42（L） 

3.3kg 

ホワイト/カモフラ

４輪 

 

ポリカーボネイト

問合せ先 

株式会社ドン・キホーテ 

http://www.donki.com〉の「ご意見・

お問い合わせ」フォームをご利用ください。

PREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUM    ACEACEACEACE 共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース

 

33×25-29（cm

×34×25-29（

 

カモフラ/ブラック

ポリカーボネイト+ABS 樹脂 

〉の「ご意見・

お問い合わせ」フォームをご利用ください。 

共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース

cm）  

（cm） 

ブラック 

 

〉の「ご意見・ 

■報道関係

株式会社ドンキホーテホールディングス

【電 話】

【E-mail

※価格は店舗により異なる場合がございます。

共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース

M サイズ 

11,990 円+税

外寸：約 60

総外寸：約

約 64‐72（

約 4.3kg 

報道関係の方からのお

株式会社ドンキホーテホールディングス

話】03-5725-7666

mail】pr@donki.co.jp

※価格は店舗により異なる場合がございます。

共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース共同企画拡張式ジッパーキャリーケース    

税※ 

60×44×28-32

総外寸：約 66×44×28-

（L） 

からのお問合せ

株式会社ドンキホーテホールディングス

7666 

pr@donki.co.jp 

※価格は店舗により異なる場合がございます。

    

32（cm）  

-32（cm） 

せ先 

株式会社ドンキホーテホールディングス 広報室

※価格は店舗により異なる場合がございます。 

    

広報室 

 


