
    

    

    

 

 

NO：12-000037D  

報道各位                                                    2012 年 11 月 1 日 

ダッシングディバインターナショナル株式会社 
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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、２０１２年１１月１日(木）「ダッシングディバ 

池袋パルコ店」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と静岡、名古屋、大阪、今回オープンする池袋パルコ店を含む

２１店とフランチャイズ１０店の合計３１店舗で展開しております。 

 

DASHING DIVA 池袋パルコ店は、池袋駅東口すぐのパルコ �� にオープン。小さなサロンですが、

�������	��
�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な空間でネイルをお楽し

みいただけます。ハンド３席（ 席フット可）をご用意し、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、オープンを記念して１１月１日(木）～１１月３０日（金）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 DDASHING DDASHING DDASHING DIVAIVAIVAIVA 池袋パルコ池袋パルコ池袋パルコ池袋パルコ店店店店    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 池袋パルコ店	

所在地 	 ： 東京都豊島区南池袋 ����� 池袋パルコ ��	

営業時間 	 ： ����～����（不定休）	

���	 	 ： ����������	

  アクセス	 ： 各線「池袋駅」東口すぐ	
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 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。 
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ヒューマングループ広報担当ヒューマングループ広報担当ヒューマングループ広報担当ヒューマングループ広報担当    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	



 

【ネイルサロン全 31 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/ 

川崎 BE 店/ノクティ溝の口店/ 東戸塚オーロラモール店/平塚ラスカ店/ルミネ大宮店/浦和パルコ店/宇都宮パセオ店/ 

静岡パルコ店/名鉄百貨店本店/ルクア大阪店 

 

FC： 

赤坂見附店/下北沢店/109 町田店/上大岡ミオカ店/横浜関内マリナード店/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 
	
	

【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 
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●●●●【期間限定】【期間限定】【期間限定】【期間限定】特別ネイルメニュー特別ネイルメニュー特別ネイルメニュー特別ネイルメニュー    各各各各 1,0001,0001,0001,000 円円円円（税込）（税込）（税込）（税込）    2012201220122012 年年年年 11111111 月月月月 1111 日～日～日～日～15151515 日まで日まで日まで日まで    
●ファイル（爪の形整え） 1,000 円 （税込）    ●甘皮ケア（爪の周りのお手入れ）1,000 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●カラーリング 1,000 円 （税込）       ●パラフィンパック 1,000 円（税込）   

 

    

    

●●●●全てのサービスメニュー全てのサービスメニュー全てのサービスメニュー全てのサービスメニュー	
��� � （アート、オプションなど含む）（アート、オプションなど含む）（アート、オプションなど含む）（アート、オプションなど含む）�

        2012201220122012 年年年年 11111111 月月月月 1111 日～日～日～日～11111111 月月月月 30303030 日まで日まで日まで日まで�

  ※����円メニュー・定額制ジェルネイルキャンペーン、その他割引・キャンペーンとの併用は不可�

�����	
����� の全てのメニューを ��オフでご提供。�

ジェルをはじめ、マニキュア・ペディキュア、ネイルチップなどメニューを豊富に揃えています。�

とってもおトクなこの機会に、ぜひ �����	
�����のサービスを存分にご体験ください。�

    

    

●ジェルオフ（取り外し）無料！！●ジェルオフ（取り外し）無料！！●ジェルオフ（取り外し）無料！！●ジェルオフ（取り外し）無料！！    2012201220122012 年年年年 11111111 月月月月 1111 日～日～日～日～11111111 月月月月 30303030 日まで日まで日まで日まで�

ジェルの付け替えの方は、他店ジェルの取り外しを通常 �����円（税込）を無料でいたします。�

※取り外し後、ジェルメニューをされる方に限ります。�

※全店共通のキャンペーンのジェルネイルをされる方も対象です。    

    



●数量・期間限定！ダッシングディバオリジナルチップ●数量・期間限定！ダッシングディバオリジナルチップ●数量・期間限定！ダッシングディバオリジナルチップ●数量・期間限定！ダッシングディバオリジナルチップ    \\\\1,000(1,000(1,000(1,000(税込税込税込税込))))    
11 月 1 日よりダッシングディバオリジナルのネイルチップを数量限定￥1,000（税込）で 

販売いたします。 

通常価格 1,050～2,100 円（税込）の商品です。商品は全 6 種類、デザイン・カラーは 

お選びいただけます。 

 

� ワンタッチネイルワンタッチネイルワンタッチネイルワンタッチネイル（（（（1111 箱箱箱箱 32323232 枚入）枚入）枚入）枚入）    通常価格：￥1,575 ～ \2,100（税込）     

    ネイルチップの裏に予め強力なグルーが付いているので、ワンタッチで装着が可能な 

 デザインチップです。取り外しは、お湯（ぬるま湯）に 10 分ほど浸すと簡単に取れます。 

 

� テイラーフィットネイルテイラーフィットネイルテイラーフィットネイルテイラーフィットネイル（（（（1111 箱箱箱箱 32323232 枚入）枚入）枚入）枚入）    通常価格：￥1,050～￥1,575（税込） 

 ネイルグルーで装着するタイプのデザインネイルチップ。1 週間～10 日程お楽しみ 

 いただけます。取り外しはアセトンで溶かして落とします。 

 

� メタリックネイルメタリックネイルメタリックネイルメタリックネイル（（（（1111 箱箱箱箱 120120120120 枚入）枚入）枚入）枚入）    通常価格：￥2,100（税込）  

 誰でも簡単にメタリックのネイルがお楽しみいただけます。柔らかいチップでできているので 

 より爪にフィットするようにできています。取り外しはアセトンで溶かして落とします。 

 

� ヴァーチャルフレンチヴァーチャルフレンチヴァーチャルフレンチヴァーチャルフレンチ（（（（1111 箱箱箱箱 120120120120 枚入）枚入）枚入）枚入）    通常価格：￥2,100（税込）  

 柔らかいチップでできているフレンチネイルチップ。ネイルグルーで貼るだけで 

 フレンチネイルをお楽しみいただけます。取り外しはアセトンで溶かして落とします。 

 

� フレンチチップフレンチチップフレンチチップフレンチチップ（（（（1111 箱箱箱箱 120120120120 枚入）枚入）枚入）枚入）    通常価格：￥2,100（税込） 

 自宅でジェルをされている方におすすめの商品。好みの長さでフレンチネイルがお楽しみ 

 いただけます。 

 

� フレンチラップフレンチラップフレンチラップフレンチラップ（（（（1111 箱箱箱箱 140140140140 枚入）枚入）枚入）枚入）    通常価格：￥2,100（税込） 

 自宅でジェルをされている方におすすめの商品。爪先に貼るだけで自然なフレンチラインが 

 できる商品です。 
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