
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）は、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するため、吸水サニタリーショーツ、デリケートケアミスト、CBDオイル、和漢ブレ
ンドティーなどを展開するセルフケアブランド「pace」（ペース）を、公式オンラインストア（ https://your-pace.jp/ ）
や専門店にて2022年5月より発売中です。1940年創業のバッグメーカーがフェムケア事業に新規参入した背景や、
開発ストーリー、各商品についてご紹介します。

〇開発ストーリー
「pace」事業責任者　市川美樹（いちかわ みき）
2019年エース入社。営業事業部と経営企画部にて経験を積む。2021年4月に新規事業「フェムケア」が採用され、同
年6月より事業開発部にて「pace」立ち上げを行う。現在は「pace」事業拡大のため、イーコマース事業部に従事。

エースは1940年の創業以来、バッグやスーツケースなどの鞄を通じて、「人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が、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問い直し、新規事業の
開拓を模索していました。

市川　2021年4月に新規事業のアイディアを社内募集すると発表がありました。当時入社3年目でしたが、「年齢も内
容も制限無し、自由なアイディアを」との言葉に背中を押され、「応募してみよう」と思ったのがきっかけです。
やるなら必死で取り組めること、興味があることを提案したいと思い、かねてから関心があり、自分自身も日々助けら
れている「フェムケア」に関する事業を提案することにしました。

人生という旅を自分のペースで歩むためのフェムケアアイテム
市川　エースの企業ビジョンを自分なりに解釈し、「人生も長い旅であり、その旅路に転がっている小石を取り除くお
手伝いができる商品を提供したい」と考えたんです。ここでの“小石”は生理やPMS、更年期障害など、女性特有のバ
イオリズムのことを指します。フェムケアアイテムを身近に感じていただき、上手く活用することによって、そういった
小石に左右されずに自分のペースで歩めるようにと願いを込めて、ブランド名を「pace」と名付けました。

市川　経営陣に対し最終プレゼンを行ったのですが、全員男性でしたので、正直、選ばれないだろうなと…。
そんな私の予想を裏切り、50以上の応募の中から「フェムケア」を事業化することに。女性特有の悩みについて理解
が得られ、事業提案が受け入れられたことは嬉しい驚きでした。そこから事業責任者として「pace」の立ち上げに向
けて邁進することになりました。

持ち運びやすい工夫で、どんなときもそばにいられるブランドに
市川　最初は吸水ショーツのみを開発しようと考えていたのですが、女性社員120名に対しヒアリングを行ったとこ
ろ、女性特有のバイオリズムに対する悩みや解決方法は千差万別でした。そこで、デリケートケアミスト、和漢ブレン
ドティー、CBDオイルといった、お悩みによって組み合わせて使えるアイテムを複数展開することにしました。企画・開
発・営業と、ほぼ一人ですべての作業を行っていたため、少し自分の首を締めるような気もしましたが…。（笑）

市川　「pace」の特徴は「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」というコンセプト通り、外出先で
も使いやすい点にあります。持ち歩くことを想定したサイズ感やデザインですので、バイオリズムの変化によって体
調や気持ちが不安定になってしまう時も、「これがあるから大丈夫」と、お守りのように感じていただける商品をご提
供できたらいいなと思います。

○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】

いつもより多く歩いたり、反対にずっと同じ体勢で過ごしたリと、移動先では普段とは異なるペースで行動しなけれ
ばいけないシーンもあるでしょう。そんな時も快適に過ごせるよう、「pace」の吸水サニタリーショーツは履き心地や
動きやすさを重視しました。移動先への持ち運びや、替えのショーツを入れるなど、何かと役立つコットン製巾着が付
いています。

〈履き心地へのこだわり〉
おもての生地にお肌に優しいオーガニックコットンを、ウエスト部分に締め付けの少ないゴムを使用しています。
吸水パッド部分は着用感を重視し、吸水量は35mlと50mlの２タイプ。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。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「pace」オリジナル新素材を使用。吸水量や体調変化を見逃さないよう、吸水パッド
の色をグレーにしています。　（※）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。  

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

【デリケートケアミスト】

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、やさし
く潤いを与え、すこやかなお肌へ導きます。移動先にも持ち運びやすいサイズで、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るミストタイプです。遺伝子組み換え原料不使用、動物実験非実
施など、商品開発においてサステナビリティを徹底しています。

〈商品詳細〉
容量30ｍL
税込価格：\2,850

【CBD５％オイル】

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。オイルを付属のスポイトにとり、そのまま舌下に垂らすのはもちろん、「pace」から発売
している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(カンナビジオール)とは、麻に含まれる栄養素「カンナビノイド」のひとつです。美容や健康など様々なシーンで活用され始
めてる、近年注目の成分です。CBDは2018年に世界保健機関(WHO)によりその安全性が評価されております。また、paceで取り
扱っているCBDは、2020年に厚生労働省から発表された輸入ガイドラインに従っており、違法性はございません。精神活性作用
や依存性もございませんので、安心して摂取ください。

〈商品詳細〉
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
内容量：10mL（CBD含有量5％）
税込価格：4,200円

【CBDロールオン】

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馴染ませてご使用ください。
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。

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

【和漢ブレンドティー】

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。

〈商品詳細〉
種類：解（ほぐす）・巡（めぐる）・満（みちる）
内容量：1箱15スティック入り
税込価格：\1,800

※より詳しい商品紹介は公式オンラインストア（ https://your-pace.jp/ ）をご覧ください。

○ paceについて
「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。

〇エース株式会社について
1940年創業のバッグの総合メーカー。1953年には当時「バッグの一大革命」といわれたナイロン製バッグを日本で
初めて開発。また1967年より国内でのスーツケースの製造を開始し、半世紀以上にわたり国内で厳しい品質管理の
もとスーツケースを製造し、数々のヒット商品を輩出しています。バッグのリーディングカンパニーの地位を確立し、今
や米国をはじめ、アジア中東欧まで、日本から世界へと発信しています。
https://www.ace.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
エース株式会社　マーケティング部PR担当　森川　泉　TEL：03-5843-0607　MAIL：i-morikawa@ace.jp　
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吸水速乾シート： 液体を素早く吸水拡散し、さらさら速乾
吸水シート： スポーツ用に開発した高機能繊維を応用した 「pace」オリジナルの新素材
防水シート： おもて生地に水分が伝わるのを防ぎます
おもて生地： お肌にやさしいオーガニックコットン使用
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や専門店にて2022年5月より発売中です。1940年創業のバッグメーカーがフェムケア事業に新規参入した背景や、
開発ストーリー、各商品についてご紹介します。

〇開発ストーリー
「pace」事業責任者　市川美樹（いちかわ みき）
2019年エース入社。営業事業部と経営企画部にて経験を積む。2021年4月に新規事業「フェムケア」が採用され、同
年6月より事業開発部にて「pace」立ち上げを行う。現在は「pace」事業拡大のため、イーコマース事業部に従事。

エースは1940年の創業以来、バッグやスーツケースなどの鞄を通じて、「人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が、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問い直し、新規事業の
開拓を模索していました。

市川　2021年4月に新規事業のアイディアを社内募集すると発表がありました。当時入社3年目でしたが、「年齢も内
容も制限無し、自由なアイディアを」との言葉に背中を押され、「応募してみよう」と思ったのがきっかけです。
やるなら必死で取り組めること、興味があることを提案したいと思い、かねてから関心があり、自分自身も日々助けら
れている「フェムケア」に関する事業を提案することにしました。

人生という旅を自分のペースで歩むためのフェムケアアイテム
市川　エースの企業ビジョンを自分なりに解釈し、「人生も長い旅であり、その旅路に転がっている小石を取り除くお
手伝いができる商品を提供したい」と考えたんです。ここでの“小石”は生理やPMS、更年期障害など、女性特有のバ
イオリズムのことを指します。フェムケアアイテムを身近に感じていただき、上手く活用することによって、そういった
小石に左右されずに自分のペースで歩めるようにと願いを込めて、ブランド名を「pace」と名付けました。

市川　経営陣に対し最終プレゼンを行ったのですが、全員男性でしたので、正直、選ばれないだろうなと…。
そんな私の予想を裏切り、50以上の応募の中から「フェムケア」を事業化することに。女性特有の悩みについて理解
が得られ、事業提案が受け入れられたことは嬉しい驚きでした。そこから事業責任者として「pace」の立ち上げに向
けて邁進することになりました。

持ち運びやすい工夫で、どんなときもそばにいられるブランドに
市川　最初は吸水ショーツのみを開発しようと考えていたのですが、女性社員120名に対しヒアリングを行ったとこ
ろ、女性特有のバイオリズムに対する悩みや解決方法は千差万別でした。そこで、デリケートケアミスト、和漢ブレン
ドティー、CBDオイルといった、お悩みによって組み合わせて使えるアイテムを複数展開することにしました。企画・開
発・営業と、ほぼ一人ですべての作業を行っていたため、少し自分の首を締めるような気もしましたが…。（笑）

市川　「pace」の特徴は「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」というコンセプト通り、外出先で
も使いやすい点にあります。持ち歩くことを想定したサイズ感やデザインですので、バイオリズムの変化によって体
調や気持ちが不安定になってしまう時も、「これがあるから大丈夫」と、お守りのように感じていただける商品をご提
供できたらいいなと思います。

○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】

いつもより多く歩いたり、反対にずっと同じ体勢で過ごしたリと、移動先では普段とは異なるペースで行動しなけれ
ばいけないシーンもあるでしょう。そんな時も快適に過ごせるよう、「pace」の吸水サニタリーショーツは履き心地や
動きやすさを重視しました。移動先への持ち運びや、替えのショーツを入れるなど、何かと役立つコットン製巾着が付
いています。

〈履き心地へのこだわり〉
おもての生地にお肌に優しいオーガニックコットンを、ウエスト部分に締め付けの少ないゴムを使用しています。
吸水パッド部分は着用感を重視し、吸水量は35mlと50mlの２タイプ。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。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「pace」オリジナル新素材を使用。吸水量や体調変化を見逃さないよう、吸水パッド
の色をグレーにしています。　（※）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。  

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

【デリケートケアミスト】

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、やさし
く潤いを与え、すこやかなお肌へ導きます。移動先にも持ち運びやすいサイズで、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るミストタイプです。遺伝子組み換え原料不使用、動物実験非実
施など、商品開発においてサステナビリティを徹底しています。

〈商品詳細〉
容量30ｍL
税込価格：\2,850

【CBD５％オイル】

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。オイルを付属のスポイトにとり、そのまま舌下に垂らすのはもちろん、「pace」から発売
している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(カンナビジオール)とは、麻に含まれる栄養素「カンナビノイド」のひとつです。美容や健康など様々なシーンで活用され始
めてる、近年注目の成分です。CBDは2018年に世界保健機関(WHO)によりその安全性が評価されております。また、paceで取り
扱っているCBDは、2020年に厚生労働省から発表された輸入ガイドラインに従っており、違法性はございません。精神活性作用
や依存性もございませんので、安心して摂取ください。

〈商品詳細〉
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
内容量：10mL（CBD含有量5％）
税込価格：4,200円

【CBDロールオン】

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馴染ませてご使用ください。
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。

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

【和漢ブレンドティー】

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。

〈商品詳細〉
種類：解（ほぐす）・巡（めぐる）・満（みちる）
内容量：1箱15スティック入り
税込価格：\1,800

※より詳しい商品紹介は公式オンラインストア（ https://your-pace.jp/ ）をご覧ください。

○ paceについて
「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。

〇エース株式会社について
1940年創業のバッグの総合メーカー。1953年には当時「バッグの一大革命」といわれたナイロン製バッグを日本で
初めて開発。また1967年より国内でのスーツケースの製造を開始し、半世紀以上にわたり国内で厳しい品質管理の
もとスーツケースを製造し、数々のヒット商品を輩出しています。バッグのリーディングカンパニーの地位を確立し、今
や米国をはじめ、アジア中東欧まで、日本から世界へと発信しています。
https://www.ace.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
エース株式会社　マーケティング部PR担当　森川　泉　TEL：03-5843-0607　MAIL：i-morikawa@ace.jp　
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■ エース株式会社　会社概要
1940年に創業したバッグ総合メーカー。1953年には当時「バッグの一大革命」といわれたナイロン製バッグを
日本で初めて開発。マジソンバッグをはじめ、数々のヒット商品を輩出しています。また1967年より国内での
スーツケース製造を開始し、半世紀以上にわたり国内で厳しい品質管理のもとスーツケースを製造しています。
https://www.ace.jp/

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


