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[リリース No. KH130702]

2013 年 7 月 2 日

加賀ハイテック株式会社

報道関係者各位

世界の PC バッグブランド“Targus（ターガス)”より

「Targus 30 周年記念 EcoSmart™シリーズ新発売

加賀電子株式会社（東証 1 部：8154）の 100％子会社で、パソコン・モバイル製品・周辺機器、カメラ・カメラ

用品などを販売している加賀ハイテック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関 祥治、

略称：加賀ハイテック）は、世界有数の人気 PC バッグブランド「Targus（ターガス)」（本社：米国カリフォルニア

州アナハイム社長兼 CEO：Michael Hoopis、以下、Targus、URL：www.Targus.com）の 30 周年記念と 30

年間の成功を祝して発表された、新しい EcoSmart™シリーズ“EcoSmart Emerald GREEN” 5 製品を、全国

の有名カメラ店、家電量販店、ショッピングセンター、ホームセンター、ネットショップ、バッグ専門店などで 7 月

上旬より順次発売することを発表致します。

【製品概要】

環境に配慮して設計された“EcoSmart Emerald GREEN”製品は、単なるカメラ収納バッグではなく、

Targus が長年にわたって築き上げてきた「保護」を最重要要素に据えた PC バッグ製作のノウハウを随所に

生かした製品です。生地にはペットボトルをリサイクルしたポリエステル素材を使用し、ポリ塩化ビニルは使用

していません。ハードウェアはニッケルを使用せず、再生可能なプラスチック部品によって作られています。バ

ッグの内外には、さまざまなニーズとアクセサリーに対応するコンパートメントを備えています。外部の控えめ

なグリーンのアクセントと内部の鮮やかなグリーン、そしてゴム製の EcoSmart™ ロゴとジッパープラーが、ス

マートさと多機能性を兼ね備えたバッグのファッション性を高めています。“EcoSmart”シリーズは、環境への

配慮を重視するユーザーに外出時における最適の選択肢を提供します。

■製品の仕様と特徴

型番：TBB566AP

品名：Targus 16” EcoSmart™ Emerald GREEN Backpack

UPC コード：092636289744

カラー：Black

本体サイズ：32.39 x 18.42 x 53.34 cm

ノート PC 収納サイズ：26.67 x 4.19 x 38.74 cm

本体重量：0.97 kg

保証：永久保証

参考価格：9,800 円（税込）

・対応– 16インチ以下のノートパソコン、iPad® / タブレットを収納。

・機能– ノートパソコンと書類を収める十分なスペース、iPad® / タブレット専用ポ

ケット、多数収納可能なジッパー付きフロントコンパートメント、容易にアクセス可能

なサイドポケット二つ、パッド付きバックパネル、調整可能ショルダーストラップ、キ

ャリーハンドル。

・素材– 再生ポリエステル素材、非PVC（ポリ塩化ビニル）素材、ニッケル不使用。
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【ミラーレスカメラ収納例】

【デジタル一眼カメラ収納例】

型番：TBB567AP

品名： Targus 16” EcoSmart™ Emerald GREEN Plus Backpack with DSLR Camera Pouch

UPC コード：092636289751

カラー：Black

本体サイズ：32.39 x 20.32 x 54.61 cm

ノート PC 収納サイズ：26.67 x 4.19 x 38.74 cm

本体重量：1.23 kg

保証：永久保証

参考価格：12,800 円（税込）

・対応 – 16 インチ以下のノート PC、および iPad® / タブレットを収納。

・機能 – 着脱可能なカメラ用ポーチ(ほとんどのデジタル一眼レフカメラを収容可)、

ゆったりとしたノート PC および書類収納部、iPad® / タブレット専用ポケット、たっ

ぷり収納できるポケットを備えたジッパー付きフロントコンパートメント 、大きな荷物

を入れる際は簡単に切り替え可能、中身を簡単に取り出せる 2 つのサイドポケット、

パッド付きバックパネル、調節可能なショルダーストラップ、持ち運び用ハンドル。

・素材 – 再生ポリエステル素材、ポリ塩化ビニル不使用、金属部におけるニッケ

ル不使用。

型番：TBM565AP

品名：Targus 12.1” EcoSmart™ Emerald GREEN Messenger

UPC コード：092636289775

カラー：Black

本体サイズ：23.81 x 8.26 x 35.56 cm

ノート PC 収納サイズ：21.1x 3.8 x 29.70 cm

本体重量：0.49 kg

保証：永久保証

参考価格：4,980 円（税込）

・対応 –12.1インチまでのノート型パソコンを対象に設計。

・機能 –ノート型パソコンや書類もゆったりと収納。前面はファスナーで取り出しやす

い。書類や付属品を収納できる専用スペース。背面のベルクロのポケットは収納が簡

単。調節可能な肩のストラップ。持ち運び用の持ち手。

・素材 – リサイクルされたポリエステル素材。ポリ塩化ビニル不使用の素材ニッケル

不使用の金属製品。

型番：TBM566AP

品名：Targus 12.1” EcoSmart™ Emerald GREEN Messenger with Mirrorless Camera Pouch

UPC コード：092636289782

カラー：Black

本体サイズ：23.81 x 8.26 x 35.56 cm

ノート PC 収納サイズ：21.1 x 3.8 x 29.70 cm

本体重量：0.58 kg

保証：永久保証

参考価格：6,980 円（税込）

・対応 –12.1インチまでのノート型パソコンを対象に設計。

・機能 –ほとんどのミラーレスカメラが収まる取り外し可能カメラポーチ。ノート型パソ

コンや書類もゆったりと収納。前面はファスナーで取り出しやすい。書類や付属品を

収納できる専用スペース。背面のベルクロのポケットは収納が簡単。調節可能な肩

のストラップ。持ち運び用の持ち手。

・素材 – リサイクルされたポリエステル素材。ポリ塩化ビニル不使用の素材。ニッケ

ル不使用の金属製品。
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型番：TBT249AP

品名： Targus 16” EcoSmart™ Emerald GREEN Topload

UPC コード：092636289768

カラー：Black

本体サイズ：40.01 x 11.11 x 40.01cm

ノート PC 収納サイズ：38.74 x 4.19 x 26.67 cm

本体重量：0.79 kg

保証：永久保証

参考価格：7,980 円（税込）

・互換性– 最大16インチのノートパソコンならびにiPad® / タブレット

・機能 – ノートパソコンと書類用の広々とした収納スペース; iPad® /

タブレットの専用ポケット; 取り出しやすい前面ファスナー付きの仕

切り; ファイリングや付属品を収納する専用のワークステーションコン

パートメント; 収納に便利な背面のベルクロポケット;人間工学に基づ

いて設計された調節可能なショルダーストラップ; キャリーハンドル。

・素材 – リサイクルによるポリエステル素材、塩化ビニル不使用素材、

ニッケル金属不使用素材。

【Targus（ターガス）永久保証について】

ターガスのPCバッグ・PCケースは、日本国内にてお買い求めいただ

いた商品に関して、使用年数を問わず永久保証です。

※天災（地震・火災等）による不具合は保証対象外です。

※保証を受けるためには、お買い求めていただいた領収書（レシート）

が必要です。

■製品に不具合があった場合の問い合わせ先

ターガス カスタマーサポートセンター：TEL03-3254-7070
E-mail: targus-support@targus.co.jp

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。予告なしに内容が変更となる場合もございます

のであらかじめご了承ください。

※本リリースに記載、掲載されている会社名、製品名は各社の登録商標、または商標です。

＜製品詳細／Targus ホームページ＞

日本ターガス・公式サイト http://www.targus.co.jp

＜このリリースに関するお問合せ先＞

加賀ハイテック株式会社（http://www.kagaht.co.jp/）

事業開発本部 マーケティング部 マーケティング課

東京都千代田区外神田 3-12-8 TEL : 03-4455-3277／FAX : 03-3254-7236

担当： 丹羽（e-mail: k_niwa@kagaht.co.jp）


