
バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下 宏明 以下エース）は、
吸水サニタリーショーツ・デリケートケアミスト・和漢ブレンドティー・CBDオイルなどを展開するセルフケアブランド

「pace」（ペース）を2022年5月20日（金）よりローンチし、公式オンラインストア（https://your-pace.jp/）で販売開始
することをお知らせします。

○ paceとは
「どんなときもあなたのそばにいられるセルフケアブランド」をコンセプトに、女性の移動とフェムケアを含むセルフケアを
トータルサポートします。ブランド名には「人生という長い旅路を、どんなときも自分のペースで歩めるように」との意味が込
められています。

○ pace誕生のきっかけ
エース株式会社は鞄を通じて「ひとの移動をサポートする」ことを企業ビジョンとして参りました。
コロナ禍をきっかけに移動の制限が強いられるなかで改めてその意味を見つめ直し、女性の移動に寄り添うセルフケアブ
ランドを立ち上げました。

○商品紹介
【オーガニックコットン吸水サニタリーショーツ】

2種類（レギュラー・ボクサー）
3色（ブラック・サーモン・スカイ）
3サイズ（S・M・L）
税込価格：\3,600（レギュラー/吸水量35mL） \3,900（ボクサー/吸水量50mL）

おもての生地にはお肌に優しいオーガニックコットンを使用しています。 
吸水パッド部分には量や色の変化に気づきやすいグレーカラーを採用しました。
吸水パッド内部の吸水シートにはスポーツ用に開発した高機能繊維を応用した新素材を使用しています。（※1）
不安な時はナプキンと併用できるよう、おもての生地と吸水パッドを縫い付けない羽つきナプキン対応仕様です。

（※1）第三者機関の検査により制菌・消臭・速乾性が認められています。  

【デリケートケアミスト】

容量30ｍL
税込価格：\2,850

天然成分99％配合のお肌に優しいデリケートゾーン用化粧水です。
さっぱりとした使用感の弱酸性ミストで、お肌にやさしく潤いを与え、すこやかなお肌へ導きます。
外出先でにおいや不快感が気になる時に、ティッシュやコットンに吹きかけて手軽に使用できます。
無添加（※2）で華やかなフローラルとすっきりとしたハーブの調和が心地よい、リフレッシュフローラルの香りです。

（※2）鉱物油・パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・合成着色料・動物由来原料・紫外線吸収剤不使用、ノンシリコン

【和漢ブレンドティー】
 

3種類（解・巡・満）
1箱15スティック入り
税込価格：￥1,800

台湾にて創業75年の漢方製薬メーカー台湾順天堂製薬(日本支社)監修のもと、
ほっと温まるお茶にいつでも自分らしく過ごせるように願いを込めて、天然の和漢植物エキスをブレンドしました。
手軽に飲みやすいインスタントタイプなので、ご自宅はもちろんオフィスや旅行先でもお湯を入れてかき混ぜるだけで
簡単にティータイムをお楽しみいただけます。

【CBD５％オイル】
 

3種類（ノンフレーバー・ピーチフレーバー・ミントフレーバー）
容量10mL（CBD含有量5％）
税込価格：4,200円

初心者でも始めやすい高品質なスイス産アイソレートCBD５％含有。
日中気持ちを切り替えたい時や、ゆったりしたいお休み前におすすめです。
そのまま舌下に垂らすのはもちろん、和漢ブレンドティーに混ぜても美味しいフレーバーをチョイスしました。 
※CBDは植物の麻から採取されるカンナビジオールという物質。
医療用大麻の合法成分としても知られており、安全性と有効性については世界保健機関も認めています。
 

【pace CBDロールオン】
 

3種類（ポジティブ・リラックス・リフレッシュ）
1本8mL（CBD含有量1%）
税込価格：2,200円

肌と女性にやさしいホホバオイルをベースに、CBDと精油をブレンドしたロールオンオイル。
うなじやこめかみ、肩や手首などお好みの箇所にご使用ください。
ポーチなどに入れて持ち運びやすいサイズで、外出先でも気になる時にサッと使えます。 

 

【お問い合わせ先】
エース株式会社　広報・PR 担当　森川　泉　TEL：03-5843-0607　MAIL：i-morikawa@ace.jp

〇エース株式会社　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 ： 1,258名 (2021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、
　　　　　  スポーツ用品、衣料用品、生活雑貨、防災用品、アウトドア用品、ペット用品などの製造卸
売上高　 ： 180.4億円(2021年度・連結)　
URL　　  ： https://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.、大峽製鞄株式会社、
　　　　　 ACE ITALIA S.R.L、ACE HONG KONG LUGGAGE CO.,LTD.、
　　　　　 ACE BAGS & LUGGAGE TAIWAN CO.,LTD.、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
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