
ラグジュアリースパを手掛けるザ・デイ・スパから
2021年クリスマスコフレ発売

スパクオリティのアイテムがおうちスパを演出♡
自分へのギフトや大切な方へのプレゼントに。

⚫ コフレ限定の各ブランドベストセラーアイテムが勢揃い

⚫ さまざまコスメを取り扱うザ・デイ・スパならではのブランドをまたがる限定キット

⚫ 大切な方へのプレゼントや自分へのご褒美にぴったりのコフレ

シティからリゾート、日本全国17店舗のラグジュアリースパを手掛ける株式会社ザ・デイ・スパ（大阪市中央

区、代表取締役 河﨑多恵）から、2021年11月26日（エレメンタルハーボロジーのみ2021年12月1日）より2021

年クリスマスコフレを発売します。

The Day Spa オリジナルブランド「 TO BE YOU. 」「 The Day Spa NATURE 」と、 SPA プロフェッショナル

ブランド、「 SUNDARI 」「 elemental herbology 」「 Biologique Recherche 」のベストセラーアイテムをクリ

スマス限定の特別なコフレとしてお選びいただけます。

1年頑張った自分へのご褒美や大切な方へとプレゼントにおすすめのラインナップです。

クリスマスコフレの販売は、当社オンラインショップ「The Day Spa HOME」他、当社運営店舗にて実施いたし

ます。
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PRESS RELEASE

写真

elemental herbology

植物由来の成分と先端技術を取り入れた、イギリス発のハ
イパフォーマンスアロマセラピーブランド。高いパフォーマン
ス力とこだわりぬいたアロマの香りが心地よくあなたへフィッ
トします。五行説のエッセンスも取り入れながら、心身共に美
しく調和がとれた状態へと導きます。

Biologique Recherche

フランス発、多くのセレブリティに選ばれるハイエンド・ス
キンケアブランド。40年以上も研究と高い技術で、世界中か
ら多大な評価を得ています。瞬間肌を見極めあなただけの特別
なケアとオートクチュールトリートメントをご提案するプロ
フェッショナルコスメ。また、スパユーザーとスパジャーナリ
ストが選ぶ「クリスタルアワード2021 」にてトップ スパ コ
スメティクスに選ばれました。

SUNDÃRI

アメリカ発のアーユルヴェーダエッセンスを取り入れ、肌
のケアだけでなく内面にも触れていく SUNDÃRI 。アーユル
ヴェーダ独自のパワフルなハーブをふんだんに使用し、ホリス
ティックにケアしていきます。その人自身が本来持つインナー
ビューティーを最大限に引き出します。

TO BE YOU. / The Day Spa NATURE

日本のスパを代表する The Day Spa オリジナルブランド
「 TO BE YOU. 」「 The Day Spa NATURE 」。おうちでもス
パにいるような心地よさを体験いただける、香りやテクス
チャー、感触にこだわったアイテムを取り揃えています。

クリスマスのギフトにおすすめなホームスパアイテムを集めました。１年の終わりに自分へのご褒美や大
切な方へのプレゼントとして、心地よいホームスパタイムをお楽しみいただけます。The Day Spa オリジ
ナルブランド「 TO BE YOU. 」「 The Day Spa NATURE 」 とSPAプロフェッショナルブランド
「 SUNDARI 」「 elemental herbology 」「 Biologique Recherche 」の５つのブランドが限定コフレに。
それぞれのブランドフィロソフィーが心地よい時間とあなたらしい美しさを引き出してくれる、そんなクリ
スマスコフレです。
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「 The Day Spa 」オリジナルブランド クリスマスコフレ

発売日：2021年11月26日（金）

販売チャネル：ザ・デイ・スパオンラインショップ
「The Day Spa HOME」 （https://thedayspa.shop-pro.jp/）

各運営SPA店舗 店頭

商品名
ホリデーシーズン限定
TO BE YOU. スタートセット

販売価格
（税込）

￥5,830

セット内容

〈 TO BE YOU. 〉

・バランシングボディローション 235mL

・クレンジングボディソープ 235mL

〈 The Day Spa NATURE 〉

・エッセンシャルオイルラベンダー 10mL

・アロマストーン

・オリジナル巾着

商品名
ホリデーシーズン限定
TO BE YOU. コンプリートセット

販売価格
（税込）

￥8,580

セット内容

〈 TO BE YOU. 〉

・スカルプケアシャンプー 235mL

・ヴォリュームアップヘアトリートメント 235mL

・クレンジングボディソープ 235mL

〈 The Day Spa NATURE 〉

・入浴剤 PITTA 2袋 各60g

・スクリーミングベアスリッパ 1足

・オリジナル巾着
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商品名
ホリデーシーズン限定
アロマで満たされる
ホームスパセット

販売価格
（税込）

￥5,500

セット内容

〈 The Day Spa NATURE 〉

・アロママーユ 50g

・入浴剤3種 2セット 各60g

・スクリーミングベアスリッパ 1足

・アロマ除菌ミスト 250ｍL

・オリジナル巾着

商品名
ホリデーシーズン限定
2人でシェアする
ホームスパセット

販売価格
（税込）

￥5,500

セット内容

〈 The Day Spa NATURE 〉

・甘しょうが茶 2g×12包 ２袋

・スクリーミングベアスリッパ 2足
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「 The Day Spa 」オリジナルブランド クリスマスコフレ

発売日：2021年11月26日（金）

販売チャネル：ザ・デイ・スパオンラインショップ
「The Day Spa HOME」 （https://thedayspa.shop-pro.jp/）

各運営SPA店舗 店頭



「 SUNDÃRI 」 クリスマスコフレ

発売日：2021年11月26日（金）

販売チャネル：ザ・デイ・スパオンラインショップ
「The Day Spa HOME」 （https://thedayspa.shop-pro.jp/）

各SUNDÃRI 取り扱い直営店舗 店頭

商品名
ホリデーシーズン限定
ドーシャを整える
エッセンシャルオイルキット

販売価格
（税込）

￥12,320

セット内容

〈 SUNDÃRI 〉

・選べるエッセンシャルオイル 各15ｍL

ヴァータ/ピッタ/カパ より選択

・選べるクリームサンプル 5mL 2個
‐ヒーリングナイトクリーム
‐ヴァータコレクティブモイスチャーライザー
‐ピッタバランシングモイスチャーライザー
‐ブライトニンググロウクリーム

上記４種類より選択

〈 The Day Spa NATURE 〉

・アドバンスモイスチャーライジング
フェイスマスク 2枚

商品名
ホリデーシーズン限定
選べるオイルキット

販売価格
（税込）

￥7,975

セット内容

〈 SUNDÃRI 〉

・選べるオイル 各100ｍL

-ボディオイルブラハスパティ

-モイスチャーライジングボディオイル
-スージングスカルプオイル
-ハイドレーティングヘアトリートメント

上記4種類より選択

〈 The Day Spa NATURE 〉

・入浴剤 PITTA  5袋 各60g

・入浴剤 KAPHA 5袋 各60g
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「 elemental herbology 」 クリスマスコフレ

発売日：2021年12月1日（水）

販売チャネル：ザ・デイ・スパオンラインショップ
「The Day Spa HOME」 （https://thedayspa.shop-pro.jp/）

各elemental herbology 取り扱い直営店舗 店頭

商品名
Christmas Gifting
Soothe Bath & Body Oil
Tree Hanger

販売価格
（税込）

￥3,300

セット内容
〈 elemental herbology 〉

・ウォータースーズボディオイル 30mL

商品名
Christmas Gifting
Elemental Experience

販売価格
（税込）

￥13,200

セット内容

〈 elemental herbology 〉

・ウッドリジュボディオイル
・ファイヤーゼストボディオイル
・アースハーモニーボディオイル
・メタルピュリファイングボディオイル
・ウォータースーズボディオイル

各30ｍL
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「 Biologique Recherche 」 クリスマスコフレ

発売日：2021年11月26日（金）

販売チャネル：ザ・デイ・スパオンラインショップ
「The Day Spa HOME」 （https://thedayspa.shop-pro.jp/）

各Biologique Recherche 取り扱い直営店舗 店頭

商品名
オートクチュールクリスマスコフレ
Lotion P50 &セラムカスタマイズ

販売価格
（税込）

￥18,700

セット内容

〈 Biologique Recherche 〉

・クレンジングミルクO2 トラベルサイズ 50mL

・選べる ローション P50    各150ｍL
ローションP50 / ローションP50T / ローションP50V

上記3種類より選択

・選べるエッセンシャルセラム 各8ｍL
-セラムCマリン

-セラムCナティフ

-セラムOPマリン

-セラムPリペアリング

上記4種類より選択

・フェイスマスク サンプル 4ｍL 2個

・フェイスクリーム サンプル 4ｍL  2個

商品名
オートクチュールクリスマスコフレ
クレンジングミルク&セラムカスタマイズ

販売価格
（税込）

￥15,840

セット内容

〈 Biologique Recherche 〉

・クレンジングミルクE.V 150mL

・ローションP50T トラベルサイズ 50mL

・選べるエッセンシャルセラム 各8ｍL
- セラムCマリン

- セラムCナティフ

- セラムOPマリン

- セラムPリペアリング

上記4種類より選択

・フェイスマスク サンプル 4ｍL 2個

・フェイスクリーム サンプル 4ｍL 2個
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