報道関係各位

株式会社シティコミュニケーションズ
2022 年 4 月 12 日

世界 1 位のスパのセラピストが提案する温感ホームケア
温感ボディスクラブで身体とおうち時間に潤いを
『ダマイ セルリファーム ボディスクラブ』4 月 29 日(金)発売

ス

パ

株式会社シティコミュニケーションズ（ 本社：横浜市、代表取締役社⻑：三⽥ 大明 ）が運営する「SPA
ダ

マ

イ

DAMAI（以下、「スパ ダマイ」）」は、セラピストが開発したホームケア製品『ダマイ セルリファーム ボ
ディスクラブ』を 4 月 29 日（金）12：00 より、オンライン EC サイトおよび店頭にて 12,100 円(税込み)
で販売を開始いたします。また、発売を記念した特別トリートメントメニュー「アロマ ポリッシュ＆モイ
スチャー トリートメント」を 4 月 29 日〜6 月 30 日までの期間限定でご提供いたします。

SPA DAMAI 公式オンラインストア：https://damaistore.jp/
上記ＱＲコード読み込みで公式オンラインストアをご覧いただけます

『ダマイ セルリファーム ボディスクラブ』は、世界に認められた「スパ ダマイ」のセラピストたちが
開発したプロ仕様のホームケア用 温感ボディスクラブです。こだわりは、ダマイ独自成分による温感の心
地よさ、大きさの異なる粒子の溶け方が生み出すマッサージ効果。これにより、入浴後に行う保湿等の「与
えるケア」の効率を高めます。世界を代表するブティックスパ発祥のボディケア、カラダだけでなく、おう
ち時間にも潤いを与えます。
また、4 月 15 日(金)12:00 より Instagram、YouTube で製品概要説明のライブ配信を行います。ライブ配
信の詳しい概要についてはｐ.4 の「ライブ配信について」をご参照くださいませ。
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・製品概要
名称

：ダマイ セルリファーム ボディスクラブ

内容量

：200g

価格

：12,100 円（税込）

使用方法

：濡れた肌に適量をやさしくマッサージするようにのばし、
洗い流します。

使用頻度（推奨）：週に 1 回〜2 回
シュガーとトウモロコシの穂のスクラブがくすみ※を取って透明感を高めるとともに、独自の複合成分
「D-complex」と 17 種類のフィトオイルが、もっちりうるおうなめらかな肌に整えます。洗い流した後にも余
韻が残るバニラビーンズ由来の温感、バスルームに満ちるさわやかで深みのあるオリエンタルアロマが、スパの
ような贅沢な心地よさをもたらします。

※古い角質や汚れ

−特⻑成分−
■D-complex
若々しく引き締まった素肌へ導く、3 種の植物エキスによる独自の複合成分
・ブッチャーブルームエキス

・ハス胚芽エキス ・ケダモノトケイソウ果実エキス

■17 種類のフィトオイル
乾燥やエイジングサインにアプローチ。すっきり洗えてうるおいは残します。
ゴマ油、オリーブ油、シア油、アブラナ種子油、マカデミア種子油、メドウフォーム油、コメ胚芽油、ヘーゼルナッツ種子油、シア脂油、
アボカド油、ホホバ種子油、ツバキ種子油、アーモンド油、月見草油、カニナバラ果実油、アルガニアスピノサ核油、マンゴー果実エキス

■3 種のスクラブ剤
成分の異なる粒子で皮膚表面を滑らかに整えます。セルロース、トウモロコシ穂軸、粒子の大きさの異なる 2 種類の
シュガーと天然成分で皮膚表面を優しくマッサージし、肌をやわらかくします。

・-開発背景-「スパ ダマイ」セラピストより
仕事にプライベートにアクティブで美容意識も高いお客様方。お忙しい毎日の中で、ボディケアまではなかな
か手が回っていない印象です。乾燥してごわついたり、摩擦などでくすんだりしているのを見かけるうちに、
「も
っとご自身の体の肌をいたわっていただけたら」と強く思うようになりました。
そこから試行錯誤して誕生したのが、ダマイらしい香りと温感の心地よさ、効果実感を重視した、週に 1〜2 回
のスぺシャルケア用ボディスクラブです。
肌当たりはもちろん、バスルームで蓋を開けた時の香り立ちや、うるおいを残しつつすっきり洗い流せるオイ
ルのブレンド、排水に留意した成分選びなど、細部にまでこだわり抜きました。入浴後に行う保湿など「与える
ケア」の効率を高めるためにも、ぜひお使いいただきたいです。
p. 2

・5 年連続で世界的アワードを受賞
「スパ ダマイ」のサービスやシステムが高く評価され、スパアワードを多数受賞しています。
国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。

―受賞歴−
■2017 年■
LTG AWARD（ラグジュアリートラベルガイドアワード）※
・ラグジュアリーブティックスパ グローバルアワード受賞（世界一位）
■2018 年■
LTG AWARD にて
・ラグジュアリーブティックスパ 日本代表として受賞
WLSA（ワールドラグジュアリースパアワード）
・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第 1 位 受賞
・ラグジュアリーリトリートスパ 日本第 1 位 受賞
■2019 年■
LTG AWARD にて
・ラグジュアリーブティックスパ 日本第 1 位 受賞
WLSA にて
・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第 1 位 受賞
■2020 年■
WLSA にて
・ラグジュアリーブティックスパ 日本第 1 位 受賞
■2021 年■
WLSA にて
・ラグジュアリーブティックスパ 日本第 1 位 受賞
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・ライブ配信について
配信日

：4 月 15 日(金) 12:00 より（1 時間程度）

配信チャンネル/アカウント
-Instagram-

SPA DAMAI 公式 @spa_damai /

-YouTube-

SPA DAMAI プロダクト @spadamai_products

SPA DAMAI 公式

https://www.youtube.com/channel/UCDXZ25LZVkSLVyod3dDZyXw/featured
YouTube チャンネルは右の QR コードからご覧いただけます

≪配信者≫
SPA DAMAI トレーナー/セラピスト
草間美智子 41 歳
外資系化粧品会社にて 10 数年勤務
2018 年 4 月 SPA DAMAI にトレーナーとして就任
2022 年 1 月 MTS 認定マタニティセラピスト資格を取得
妊娠･出産･産後のトータルケアなど、女性の一生に寄り添えるセラピストに
SPA DAMAI のセラピストたちを育てるトレーナーであり、一児の⺟。

・SPA DAMAI-スパ ダマイ「スパ ダマイ」は、痩身へ促すお手伝いや、心身共にリラ
ックスできるよう、“サーマルフィトセラピー”という独自メソ
ッドを掲げ、温めること（THERMAL）
・植物の力（PHYTO）
・
高度な技術（THERAPY）の３つの柱をベースに、オールハン
ドによるマッサージでボディコンディションを整え、顧客の
「サイズダウンしたい」「体質を改善したい」といった、美し
いボディへの思いを叶えるエステティックスパです。カップル、
妊婦、男性など、幅広い層に向けたサービスを実施しています。
所在地 ：東京都目⿊区⻘葉台 1- 4 - 8 2 F
電話

：03-3462-4148

電車

：東急東横線 代官山駅 徒歩 6 分/中目⿊駅 徒歩 10 分
JR 恵比寿駅 徒歩 15 分

バス

：東急トランセ「渋谷駅」→「代官山 T サイト」

お車

：JR 山手線「恵比寿駅」より 3 分/「渋谷駅」より 5 分

営業時間：10:00-23:30
オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp
SPA DAMAI 公式オンラインストア：https://damaistore.jp/
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・会社概要
社名： 株式会社シティコミュニケーションズ
代表： 代表取締役社⻑ 三⽥大明（みた ひろあき）
本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3-33-8 アサヒビル 3Ｆ
URL： https://www.city-s.co.jp/
設立年： 1995 年 12 月
事業内容： 遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞
株式会社シティコミュニケーションズ 広報室
TEL：045-290-1765 FAX:045-290-1744
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羽根⽥ 幸（090-4608-0814）

坂本 真一（090-8347-9731）

E-mail: y.haneda@city-s.co.jp

E-mail: s.sakamoto@city-s.co.jp

