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報道関係各位 
2022 年2 月10 日 

カエタステクノロジー株式会社 

Caetus Technology/カエタステクノロジー株式会社 (本社：東京都千代田区 代表取締役 土佐 徳彦)は、フェ

ムテック視点を取り入れた「女性」のさまざまな悩みをより深い視点から課題解決するための新ブランド「ANANNA 

Feminine care（アナンナ フェミニンケア）」を立ち上げ、第一弾商品としてスキンケア発想のデリケートゾーンケア商

品である「ANANNA Feminine care デリケートゾーンケアシリーズ」を 3 月下旬より発売を予定しています。 

 

「ANANNA デリケートゾーンケアシリーズ」開発の経緯： 

20 代〜30 代の女性は月経・生理などにまつわる「身体的な悩み」が 1 位にあがるほど、多くの人が悩みを抱えています。

本商品は、デリケートゾーンのカサツキや肌荒れなどの不快感の原因である”乾燥”と”むれ”に注目し、デリケートゾーンのス

キンケアという新発想に基づき、日常化されていないデリケートゾーンのケアを、スキンケアのように毎日楽しく続けていただき

たいという開発者の想いからできあがった商品です。 

 

このたび、発売に先行してデリケートゾーンに悩みをもっているお客様に向けて、いち早く「ANANNA Feminine care

デリケートゾーンケアシリーズ」を手に取っていただきたく、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」に

て、2 月 10 日（木）から 3 月 15 日（火）の期間、数量限定で 50％割引販売することを決定いたしました。 

 

■クラウドファンディング概要 

プロジェクト名：デリケートゾーンのスキンケアという新発想。もっともデリケートな肌を 365 日快適に 

募 集 期 間 ：2022 年 2 月 10 日（木）から 3 月 15 日（火） 

U R L ：https://camp-fire.jp/projects/537854/preview?token=3nx5dnj1 

リ タ ー ン ：ANANNA Feminine care デリケートゾーンケアシリーズ 3 点セットを先行販売特別価格の

50%OFF にてお届けします。 

 ◆価格 4,290 円（税込）（定価：8,580 円（税込）50%OFF）※送料込 

 ◆限定 1,000 セット    ◆2022 年 3 月 22 日（火）より順次発送 

 ◆セット内容：ウォッシュ（容量 120mL）・オイル（容量 30mL）・ミスト（容量 30mL） 

 
  

デリケートゾーンのスキンケアで多くの「女性」が抱える悩みを解決したい！ 

スキンケア発想のデリケートゾーンケア 
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 デリケートゾーンケアシリーズ」 
2 月 10 日（木）よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて 

先行 50％割引販売  

ANANNA Feminine care デリケートゾーンケアシリーズ 
CAMPFIRE 限定価格 4,290 円（税込）限定 1,000 セット 

【ウォッシュ】  【オイル】  【ミスト】 

https://camp-fire.jp/projects/537854/preview?token=3nx5dnj1


■商品特長 

◆デリケートゾーンのスキンケアという新発想 

◆洗顔後に保湿が必要なように、デリケートゾーンのお肌にも保湿が大切 

◆洗浄、うるおい、保湿をデリケートゾーン用に開発 

◆外出先でも使えるように、持ち運びに便利なサイズと使いやすさを追求したボトル設計 

◆デイリーケア、ナイトケア、生理中、365 日快適に使える敏感肌設計 

◆敏感肌にも使える外部機関による敏感肌パッチテスト、スティンギングテスト実施済み 

◆潤うのにベタつかない、日本初の Soft Capsule Emulsion®技術*1 採用 

肌にやさしくうるおいを持たせたまま、べたつかないし使用感を目指し、「ANANNA フェミニンケアミスト」に、「Soft 

Capsule Emulsion®技術*1」を採用しました。 

 

＝＝＝「Soft Capsule Emulsion®技術」を使用した ANANNA フェミニンケアミストの特徴＝＝＝ 

①肌に刺激を与える界面活性剤を大幅に減量 

 

②親水性ソフトナノ粒子で油分と水分を包み込んだまま角質層のすみずみまで 

うるおいが浸透*2 

 

③塗布の際にもべたつかないさっぱり感触、なじませることで肌表面に 

コーティングしてうるおいをキープする「うるさら」の感触を実現 

 
＊１ 神奈川大学の独自技術三相乳化法 ＊2 角質層まで 

 

 
◆カラダの変化やその日の気分に合わせて使用できる〈ウォッシュ〉〈オイル〉〈ミスト〉３商品をご用意 

【ご利用シーン】 

＜デイリーケア＞ 

日中はミストを使って、外出先でも気になるときにトイレでさっとケア

します。 

 

＜生理 1～3 日目＞ 

肌がより敏感になっている生理の始まりに、ウォッシュで優しく洗

い、オイルを使って保湿することで肌荒れを防ぎます。 

 

＜生理 4 日目以降＞ 

生理用品の摩擦による肌荒れ、乾燥が気になる時期。肌荒れと

乾燥で匂いの原因となる汚れが出やすい時期です。ウォッシュで優し

く洗い流し、ミストの香りでリフレッシュケアしながらうるおいを補いま

す。 

 

＜ナイトケア＞ 

毎日のボディケアと一緒に、ウォッシュで洗い流します。入浴後はオ

イルを使用して、ハリつやのあるもっちりした肌ざわりを保ちます。 

 

 



■商品概要 

◆商品名：ANANNA Feminine care Wash（アナンナ フェミニンケア ウォッシュ） 

◆容 量：120ｍL 

◆価 格：2,750 円（税込） 

◆摩擦をおさえてやさしく洗える、デリケートゾーン用弱酸性ジェルタイプ洗浄料。５つの高保湿うるおい保

持成分「異性化糖」「エクトイン」「ヒアルロン酸 Na」「レシチン」「ハチミツ」を配合し、洗い流した後もうる

おいが続きます。 

＜商品特長＞

（1）皮膚の重なる部分でも摩擦レス

で洗えるジェルタイプ 

（2）最適 pH を守る弱酸性 

（3）洗いあがりスッキリなナチュラルハーブの香り 

（4）持続型保湿成分配合で洗ってもうるおいが続く 

（5）少量で使えるので小さい容器で場所をとらない 

 

◆商品名：ANANNA Feminine care Oil（アナンナ フェミニンケア オイル） 

◆容 量：30ｍL 

◆価 格：3,850 円（税込） 

◆ムレが起こりやすいデリケートゾーンを、やわらかなハリ艶肌へ導く浸透性*2 ラグジュアリーオイル。浸透性
*2 が高く、肌荒れをケアして保湿を持続する、こだわりの７つのオイル*3 を配合し、吸いつくようなもっちりと

した仕上がりに。 

＜商品特長＞

（1）高い浸透性*2 でお肌に密着する

から下着につきにくい 

（2）柔らかく心地よい肌を作る７つの

厳選オイル配合 

（3）ポーチにも収まる持ち運びに便利なサイズ＆片

手で使える 

（4）さりげなく甘く香る愛されムスクの香り 

（5）乾燥が気になるデリケートなお肌に全身使える

 

◆商品名：ANANNA Feminine care Mist（アナンナ フェミニンケア ミスト）  

◆容 量：30ｍL 

◆価 格：1,980 円（税込） 

◆持ち運びでき、気になるときにさっとリフレッシュケアできる、うるおいと清潔を保つ持ち運び用ミスト。うるお

いを閉じ込め浸透力*2 を UP する、日本初「Soft capsule emulsion 技術＊1」を採用し、やさしくうる

おいを持たせたままべたつかない、うるさらの使用感を実現。 

＜商品特長＞

（1）べたつかないのに高保湿のうるさ

らミスト 

（2）デリケートゾーン用日本初の

Soft Capsule Emulsion® 

技術採用 

（3）ナノカプセル入りセラミド、アルブチンやアラント

インなど５つの保湿成分配合 

（4）さりげなく甘く香る愛されムスクの香り 

（5）逆さまにして使えるから外出先などの狭いトイ

レでも便利に使える 

 

＊１ 神奈川大学の独自技術三相乳化法 ＊2 角質層まで ＊3 アルガンオイル、インカインチオイル、メドウフォーム油、アンズ油、マルラオ

イル、ローズヒップ油、ヒマワリ種子油  
 
 
 

7 つの厳選オイルを配合！肌を柔らかくもっちりした仕上がりへ。全身に使える多機能オイル 

外出先でも気になる時にケアできる、携帯用ミスト 

摩擦を抑えてやさしく洗える、弱酸性のジェルタイプ洗浄料 



■ ブランドメッセージ 
 

女性への思いやりを、アップデートする。 
健やかに、そして生き生きと輝く。ウェルネスに求められるのは

最新のテクノロジーや知見だけではなく繊細なヒューマニティ

であるべきだ。わたしたちはそう信じています。あなたのウェル

ネスのための新しい習慣を始めませんか。 

 

 

■カエタステクノロジー 会社概要 

 

会 社 名： カエタステクノロジー株式会社 

U R Ｌ  ： http://www.caetus.co.jp/ 

所 在 地： 東京本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-15 内山ビル 6F 

代 表 者： 代表取締役社長 土佐 徳彦 


