
    

    

    

 

 

NO：12-000057D  

報道各位                                                    2013 年 3 月 13 日 

ダッシングディバインターナショナル株式会社 

 

東北東北東北東北エリアエリアエリアエリア初出店初出店初出店初出店！！！！！！！！NYNYNYNY 発発発発ののののネイルネイルネイルネイルブランドブランドブランドブランド    

DASHING DIVADASHING DIVADASHING DIVADASHING DIVA        
3.3.3.3.9999 エスパルエスパルエスパルエスパル仙台仙台仙台仙台店店店店グランドグランドグランドグランドオープンオープンオープンオープン！！！！    

 

  ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社でネイルサロンを経営する、ダッシングディバインターナ

ショナル株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役：八木隆典）は、２０１３年３月９日（土）「ダッシングディバ 

エスパル仙台店」をグランドオープンいたしました。 

  DASHING DIVA は、2003 年にＮＹでオープンして以来、ニューヨーカーに愛され続けているネイルブランドで

す。現在は NY をはじめ、レバノン、フィリピン、クウェート、韓国などでネイルサロンを展開しています。 

日本国内では汐留、渋谷をはじめとする首都圏及び、静岡、名古屋、大阪、熊本、今回オープンするエスパル

仙台店をあわせた２６店舗（３月１５日相模大野店オープン）と、フランチャイズ１２店（３月１８日銀座店オープン）

の合計３８店舗で展開しております。 

 

東北エリア初となる、DASHING DIVA エスパル仙台店は仙台駅直結の駅ビル「エスパル」3F にオープン

いたします。ショッピングやお仕事帰り、デート前やお食事前などにも、立ち寄りやすいサロンです。

DASHING DIVA ならではの白とピンク・グレーを基調としたスタイリッシュで可愛らしい空間でネイ

ルをお楽しみいただけます。ジェルをはじめマニキュア・ペディキュア・キッズメニューなど、豊富な

ネイルメニューとオリジナルネイルグッズを揃え、みなさまのご来店をお待ちしております。 

 

また、オープンを記念いたしまして３月９日（土）～３月３１日（日）までオープニングキャンペーンを実施いたし

ます。キャンペーンの詳細につきましては３ページをご覧下さい。 

 

●●●●DASHING DIVADASHING DIVADASHING DIVADASHING DIVA エスパルエスパルエスパルエスパル仙台店仙台店仙台店仙台店    店舗概要店舗概要店舗概要店舗概要    

店舗名称 ： ダッシングディバ エスパル仙台店 

所在地  ： 宮城県仙台市青葉区中央 1�1�1  

    エスパル仙台店 3F 

営業時間  ： 10:00～21:00（不定休） 

TEL  ： 022�721�2128 

アクセス  ： 「仙台駅」直結 

������������  

ヒューマングループヒューマングループヒューマングループヒューマングループ広報担当広報担当広報担当広報担当    http://www.athuman.com    
Tel．03-5925-6557 FAX．03-5925-6545 

160-0023 東京都新宿区西新宿 7-5-25  

  西新宿木村屋ビル 1F 



 

 
 WHAT’S DASHINWHAT’S DASHINWHAT’S DASHINWHAT’S DASHING DIVG DIVG DIVG DIVAAAA…………    
    

 2003 年 10 月に NY のグリニッジヴィレッジにオープン後、わずか 6 ヶ月で「Best of New York」マニキュア部門で 

１位に輝いた、世界中のセレブリティから愛されるネイルサロン。日本では汐留店をはじめ各サロンで NY らしい 

スピーディーなサービスと、日本のきめ細やかな技術を融合させた、画期的なネイルサロンとして、オープン以来 

数多くのお客様にご来店いただいています。 
 
 

 

【ネイルサロン全３８店】 

直営：汐留シティセンター店/西武渋谷店/新宿ミロード店/池袋パルコ店/東京ドームシティ ラクーア店 

    東京スカイツリータウン・ソラマチ店/錦糸町テルミナ店/アトレ大井町店/ひばりが丘パルコ店/セレオ八王子店/ 

    フレンテ南大沢店/シャポー本八幡店/アトレ川崎店/ノクティ溝の口店/東戸塚オーロラモール店/ボーノ相模大野店/ 

    平塚ラスカ店/ルミネ大宮店/浦和パルコ店/アズ熊谷店/宇都宮パセオ店/エスパル仙台店/静岡パルコ店/ 

    名鉄百貨店本店/ルクア大阪店/熊本パルコ店 

 

FC：銀座ナイン店/赤坂見附店/茗荷谷店/大森ララ店/下北沢店/109 町田店/上大岡ミオカ店/ 

    千葉オーロラモールジュンヌ店/スカイプラザ柏店/武蔵浦和マーレ店/草加ヴァリエ店/浜松アクトタワー店 
 
 

【アイラッシュサロン】 

ミーメアイラッシュ シャポー本八幡店 
 
 

ダッシングディバインターナショナル株式会社  http://www.dashingdiva.co.jp/ 
●代表者：代表取締役 八木 隆典 

●所在地：東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿木村屋ビル 1F ●資本金：１億円  
 

■このリリースに関するお問い合わせは ダッシングディバインターナショナル㈱ 広報：横山まで 

TEL：（03）6692-8645  FAX：（03）3227-4885    E-mailｌ ： info@dashingdiva.co.jp 



�

 

DASHING DIVADASHING DIVADASHING DIVADASHING DIVA エスパルエスパルエスパルエスパル仙台仙台仙台仙台店店店店    

～～～～オープニングキャンペーンオープニングキャンペーンオープニングキャンペーンオープニングキャンペーン～～～～OpeningOpeningOpeningOpening    CampaignCampaignCampaignCampaign～～～～    

2013201320132013 年年年年 3333 月月月月 9999 日日日日（（（（土土土土））））～～～～3333 月月月月 31313131 日日日日（（（（日日日日））））までまでまでまで    
 

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はすべてはすべてはすべてはすべて税込税込税込税込ですですですです。。。。    

●●●●【【【【おおおお試試試試しししし】】】】ネネネネイルケアイルケアイルケアイルケア・・・・フットケアフットケアフットケアフットケア        

・HAND 甘皮ケア 1,000 円（税込）通常価格：2,625 円 

・HAND アロママッサージ 1,000 円（税込）通常価格：2,625 円（税込） 

・FOOT 足裏かかとケア 1,500 円（税込）通常価格：2,625 円（税込） 

・FOOT 甘皮ケア 1,500 円（税込）通常価格：2,100 円（税込） 

 

●●●●ネイルカラーコースネイルカラーコースネイルカラーコースネイルカラーコース    2,1002,1002,1002,100 円円円円（税込）    

    ファイル＋カラーリング＋アート 1 本（通常 3,150 円（税込）） 

 

●●●●ジェルネイルコースジェルネイルコースジェルネイルコースジェルネイルコース    

＜他店のソフトジェルオフ無料！！＞ 

◆◆◆◆ラメグラデーションラメグラデーションラメグラデーションラメグラデーション    4,2004,2004,2004,200 円円円円（税込）    ////    斜斜斜斜めめめめフレンチフレンチフレンチフレンチ 5,7755,7755,7755,775 円円円円（税込）    

・ラメグラデ（通常 6,825 円（税込）） 

・斜めフレンチ＆ラメライン（通常 8,400 円（税込））  

※アートの追加も可能ですのでお気軽にご相談ください。 

 

◆◆◆◆定額定額定額定額デザインジェルネイルデザインジェルネイルデザインジェルネイルデザインジェルネイル    6,3006,3006,3006,300 円円円円（（（（税込税込税込税込））））7,3507,3507,3507,350 円円円円（（（（税込税込税込税込））））    

  デザイン込みのお得なジェルネイルです！ ファイル・ドライケア込です。 

※6,300 円（税込）は 4 種類、7,350 円（税込）は 8 種類のデザインの中からお選びいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼甘皮ケアの様子 

▼ジェルネイルの様子 

▼7,350 円（税込）デザインの一部 



  
    

    

    

 

 

NO：12-000058D 

報道各位                                                    2013 年 3 月 13 日 

ダッシングディバインターナショナル株式会社 

 

ＮＹＮＹＮＹＮＹののののネイルネイルネイルネイルブランドブランドブランドブランドＤＡＳＨＩＮＧＤＡＳＨＩＮＧＤＡＳＨＩＮＧＤＡＳＨＩＮＧ DIVA DIVA DIVA DIVA＆＆＆＆MiiMee EyelashMiiMee EyelashMiiMee EyelashMiiMee Eyelash2222 号店号店号店号店    

DASHING DIVADASHING DIVADASHING DIVADASHING DIVA・・・・ミーメアイラッシュミーメアイラッシュミーメアイラッシュミーメアイラッシュ        
3.3.3.3.14141414 アミュプラザアミュプラザアミュプラザアミュプラザ小倉店小倉店小倉店小倉店    

グランドグランドグランドグランドオープンオープンオープンオープン！！！！    
 

 

  ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社でネイルサロンを経営する、ダッシングディバインターナ

ショナル株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役：八木隆典）は、2013 年 3 月 14 日(木)【ダッシングディバ 

アミュプラザ小倉店」及び、「ミーメアイラッシュ アミュプラザ小倉店」をグランドオープンいたします。 

  DASHING DIVA は、2003 年にＮＹでオープンして以来、ニューヨーカーに愛され続けているネイルブラン

ドです。現在は NY をはじめ、レバノン、フィリピン、クウェート、韓国などでネイルサロンを展開しています。 

日本国内では汐留、渋谷をはじめとする首都圏及び、静岡、名古屋、大阪、熊本、今回オープンするアミュプラ

ザ小倉店をあわせた２７店舗（３月１５日相模大野店オープン）と、フランチャイズ１２店（３月１８日銀座店オープ

ン）の合計３９店舗で展開しております。 

  ミーメアイラッシュ（MiiMee Eyelash）は、２０１２年３月にDASHING DIVAの姉妹店として千葉・本八幡に1

号店が誕生いたしました。名前の由来は「見目（眉目）麗しい」という言葉から。まつ毛エクステンションをはじめ、

メイク・ヘアメイクまでお顔まわりのトータルビューティをご提案いたします。今回オープンいたします、アミュプラ

ザ小倉店は２号店となります。 

 

DASHING DIVA・ミーメアイラッシュ アミュプラザ小倉店は JR「小倉駅」直結のアミュプラザの３F にオープ

ンいたします。ショッピングやお仕事帰り、デート前やお食事前などにも、立ち寄りやすいサロンです。 

DASHING DIVA は白とピンク・グレーを基調としたスタイリッシュで可愛らしい空間でネイルをお楽しみいた

だけます。ジェルをはじめマニキュア・ペディキュア・キッズメニューなど、豊富なネイルメニューとオリジナルネイ

ルグッズを揃え、みなさまのご来店をお待ちしております。 

ミーメアイラッシュはブラウンとパープルを基調とした大人女性をイメージした空間です。高級シルクを使用し

たエクステンション及び、ポイントメイクやヘアメイクメニューを揃えております。まつ毛エクステンションで目元を

デザインするのはもちろん、お出かけ前のポイントメイクや、パーティメイク・へアセットなどご要望に応じてご提案

させていただきます。 

 

また、オープンを記念いたしまして３月１４日（木）～４月３０日（火）までオープニングキャンペーンを実施いた

します。キャンペーンの詳細につきましては３ページをご覧下さい。 
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ヒューマングループヒューマングループヒューマングループヒューマングループ広報担当広報担当広報担当広報担当    http://www.athuman.com    
Tel．03-5925-6557 FAX．03-5925-6545 

160-0023 東京都新宿区西新宿 7-5-25  

  西新宿木村屋ビル 1F 



    

●●●●DADADADASHING DIVASHING DIVASHING DIVASHING DIVA・・・・ミーメアイラッシュミーメアイラッシュミーメアイラッシュミーメアイラッシュ    アミュプラザアミュプラザアミュプラザアミュプラザ店店店店    店舗概要店舗概要店舗概要店舗概要    

店舗名称 ： ダッシングディバ アミュプラザ小倉店 

     ミーメアイラッシュ アミュプラザ小倉店 

TEL  ： ダッシングディバ 093�967�2020 

    ミーメアイラッシュ 093�967�2021 

所在地  ： 福岡県北九州市小倉北区浅野 1�1�1 

    アミュプラザ小倉 3F 

営業時間  ： 10:00～21:00（不定休） 

アクセス  ： JR「小倉駅」直結 

 

 
 WHAT’S DASHING DIVWHAT’S DASHING DIVWHAT’S DASHING DIVWHAT’S DASHING DIVAAAA…………    
    

 2003 年 10 月に NY のグリニッジヴィレッジにオープン後、わずか 6 ヶ月で「Best of New York」マニキュア部門で 

１位に輝いた、世界中のセレブリティから愛されるネイルサロン。日本では汐留店をはじめ各サロンで NY らしい 

スピーディーなサービスと、日本のきめ細やかな技術を融合させた、画期的なネイルサロンとして、オープン以来 

数多くのお客様にご来店いただいています。 
 
 

 

【ネイルサロン】ダッシングディバ 全３９店 

 直営：汐留シティセンター店/西武渋谷店/新宿ミロード店/池袋パルコ店/東京ドームシティ ラクーア店 

     東京スカイツリータウン・ソラマチ店/錦糸町テルミナ店/アトレ大井町店/ひばりが丘パルコ店/セレオ八王子店/ 

     フレンテ南大沢店/シャポー本八幡店/アトレ川崎店/ノクティ溝の口店/東戸塚オーロラモール店/ボーノ相模大野店/ 

     平塚ラスカ店/ルミネ大宮店/浦和パルコ店/アズ熊谷店/宇都宮パセオ店/エスパル仙台店/静岡パルコ店/ 

     名鉄百貨店本店/ルクア大阪店/アミュプラザ小倉店/熊本パルコ店 

 

FC：銀座ナイン店/赤坂見附店/茗荷谷店/大森ララ店/下北沢店/109 町田店/上大岡ミオカ店/ 

    千葉オーロラモールジュンヌ店/スカイプラザ柏店/武蔵浦和マーレ店/アズ熊谷店/草加ヴァリエ店/浜松アクトタワー店 
 
 

【アイラッシュサロン】ミーメアイラッシュ全２店 

 直営：シャポー本八幡店/アミュプラザ小倉店 
 
 

ダッシングディバインターナショナル株式会社  http://www.dashingdiva.co.jp/ 
●代表者：代表取締役 八木 隆典 

●所在地：東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿木村屋ビル 1F ●資本金：１億円  
 

■このリリースに関するお問い合わせは ダッシングディバインターナショナル㈱ 広報：横山まで 

TEL：（03）6692-8645  FAX：（03）3227-4885    E-mailｌ ： info@dashingdiva.co.jp 



 

 

DASHING DIVADASHING DIVADASHING DIVADASHING DIVA アミュプラザアミュプラザアミュプラザアミュプラザ小倉小倉小倉小倉店店店店    

～～～～オープニングキャンペーンオープニングキャンペーンオープニングキャンペーンオープニングキャンペーン～～～～OpeningOpeningOpeningOpening    CampaignCampaignCampaignCampaign～～～～    

2013201320132013 年年年年 3333 月月月月 14141414 日日日日（（（（木木木木））））～～～～4444 月月月月 30303030 日日日日（（（（火火火火））））までまでまでまで    
 

    

●●●●【【【【おおおお試試試試しししし】】】】ネネネネイルケアイルケアイルケアイルケア・・・・フットケアフットケアフットケアフットケア        

・HAND 甘皮ケア 1,000 円（税込）通常価格：2,625 円 

・HAND アロママッサージ 1,000 円（税込）通常価格：2,625 円（税込） 

・FOOT 足裏かかとケア 1,500 円（税込）通常価格：2,625 円（税込） 

・FOOT 甘皮ケア 1,500 円（税込）通常価格：2,100 円（税込） 

 

●●●●ネイルカラーコースネイルカラーコースネイルカラーコースネイルカラーコース    2,1002,1002,1002,100 円円円円（税込）    

    ファイル＋カラーリング＋アート 1 本（通常 3,150 円（税込）） 

 

●●●●ジェルネイルコースジェルネイルコースジェルネイルコースジェルネイルコース    

＜他店のソフトジェルオフ無料！！＞ 

◆◆◆◆ラメグラデーションラメグラデーションラメグラデーションラメグラデーション    4,2004,2004,2004,200 円円円円（税込）    ////    斜斜斜斜めめめめフレンチフレンチフレンチフレンチ 5,7755,7755,7755,775 円円円円（税込）    

・ラメグラデ（通常 6,825 円（税込）） 

・斜めフレンチ＆ラメライン（通常 8,400 円（税込））  

※アートの追加も可能ですのでお気軽にご相談ください。 

◆◆◆◆定額定額定額定額デザインジェルネイルデザインジェルネイルデザインジェルネイルデザインジェルネイル    6666,300,300,300,300 円円円円（（（（税込税込税込税込））））7,3507,3507,3507,350 円円円円（（（（税込税込税込税込））））    

  デザイン込みのお得なジェルネイルです！ ファイル・ドライケア込です。 

  ※6,300 円（税込）は 4 種類、7,350 円（税込）は 8 種類のデザインの中からお選びいただけます。 

 

▼6,300 円（税込）デザインの一部 

 

▼7,350 円（税込）デザインの一部 

 

▼甘皮ケアの様子 

▼ジェルネイルの様子 



 

 

ミーメアイラッシュミーメアイラッシュミーメアイラッシュミーメアイラッシュ    アミュプラザアミュプラザアミュプラザアミュプラザ小倉店小倉店小倉店小倉店    

～～～～オープニングキャンペーンオープニングキャンペーンオープニングキャンペーンオープニングキャンペーン～～～～OpeningOpeningOpeningOpening    CampaignCampaignCampaignCampaign～～～～    

2013201320132013 年年年年 3333 月月月月 14141414 日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～4444 月月月月 30303030 日日日日（（（（火火火火））））までまでまでまで    
 

◆高級シルクエクステ 80 本（両目）4,200 円(税込) 通常価格：￥10,500 

 ※キャンペーン期間中は追加 1 本 105 円でご提供いたします。 

 100 本の場合：80 本 4,200 円＋20 本 2,100 円＝6,300 円（税込） 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜    先着先着先着先着 50505050 名様名様名様名様にににに目元目元目元目元パックプレゼントパックプレゼントパックプレゼントパックプレゼント    ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞    

韓国製のゲルタイプのアイマスクです。１週間に１～２回を目安にお使いください。 

◆使用方法◆ 

【１】洗顔後の清潔なお肌に化粧水をなじませてください。 

【２】透明フィルムをはがした面を目の下にあわせてください。 

【３】約１５～２０分装着します。あまった美容液はなじませてください。 

 

 


