
国際的スパアワードを受賞！！
『ワールド ラグジュアリー スパアワード2022』において

TheDaySpaが運営する選りすぐりの10店舗が受賞

～世界中のスパ施設から数々の優秀スパに輝く～
世界一のサーマルホテルスパとしての称号も。

⚫ 運営店舗の10店舗が名誉ある国際的スパアワードを受賞

⚫ 7年連続で受賞するThe Day Spaの魅力

⚫ 世界一のサーマルホテルスパとして、 CAAZE Organic Spaが選定
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株式会社 ザ・デイ・スパ

本件のポイント

大阪を拠点に日本全国の高級ホテル・旅館でラグジュアリースパを手がける「The Day Spa (ザ・デイ・ス

パ)」（代表 河﨑多恵）が運営する10店舗がこの度、世界中から優秀スパを選出する2022年ワールドラグ

ジュアリー スパ アワードを受賞いたしました。

ザ・デイ・スパは7年連続でラグジュアリースパアワードを受賞し続けており、世界から認められるスパと

して現在14店舗のスパを展開しております。（店舗一覧：https://www.thedayspa.jp/location/）
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ワールドラグジュアリースパアワードとは

イギリスを本拠地におく、世界的権威のあるスパアワードで、世界中の宿泊客、旅行者や業界関係者による投票によって世界

最優秀スパを選出します。このアワードはウェルネス産業の向上のために2010年に設立され、国際的な評価を受けてきたラグ

ジュアリースパ業界において頂点とも言える賞になります。毎年250,000人に及ぶワールドワイドな旅行者達が受賞者を選択

するために、4週間の期間の投票によって選ばれます。65部門の異なるカテゴリーに分かれており、それぞれの部門で表彰さ

れます。アワードには、ユーザーや専門家による投票数によって選ばれる、スパ・ウェルネス施設と化粧品ブランドの賞及び、

審査員によって選ばれる特別賞などがあります。このアワード受賞は、世界のレベルの品質とサービスを提供するラグジュア

リースパとして評価されたことになります。

ワールドラグジュアリースパアワード公式HP：http://www.luxuryspaawards.com/

2019年授賞式の様子

受賞内容

Regional Win 東アジアリージョナル(地域別)部門

ラグジュアリー シティホテル スパ賞

東京都 ,  ハイアット リージェンシー 東京｜

SPA＋WELLNESS Joule  (スパ&ウェルネス ジュール)

ラグジュアリー サーマルリゾート スパ賞

神奈川県，箱根・強羅 佳ら久｜

Gora Spa AIOI（ゴウラ スパ アイオイ）

ラグジュアリー サーマルホテル スパ賞

兵庫県 ,  有馬グランドホテル ｜

CAAZE Organic Spa  (カーゼ オーガニック スパ)

Global Win グローバル部門

ラグジュアリー 温泉スパ賞

沖縄県 , ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート｜

urumo spa 〜CHURAUMI Thalassotherapy〜

(ウルモ スパ チュラウミ タラソセラピー)

ラグジュアリー アイランドリゾートスパ賞

沖縄県 ,  ロワジール スパタワー 那覇｜

CHURASPA inspired by SMART ARYURVEDA 

(チュラスパ インスパイアード バイ スマートアーユルヴェーダ)

ラグジュアリー シティホテルスパ賞

大阪府 ,  インターコンチネンタルホテル大阪｜

MEGURI SPA & WELLNESS (メグリスパ & ウェルネス)

ラグジュアリーマウンテンリゾートスパ賞

新潟県，赤倉観光ホテル｜

Heavenly View Earth SPAby elemental herbology

（ヘブンリービューアーススパ バイ エレメンタルハーボロジー）

ラグジュアリー サーマルホテルスパ賞

静岡県，東府や Resort＆Spa-Izu ｜

mahora Spa（マホラ スパ）

ラグジュアリー レイクサイドホテルスパ賞

神奈川県，小田急 山のホテル｜

SPA Montagne（スパモンターニュ）

ラグジュアリー ヒストリカルホテルスパ賞

三重県，志摩観光ホテル ザ ベイスイート｜

eau SPA （オースパ）

Continent Win アジアコンチネント(大陸別)部門
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受賞スパ概要

風のとおり道である有馬は、その土地の気が風によりよくめぐり、そしてながれる
水が湧きあふれ、風水上、大変良い土地だとされています。
有馬の土地の良さを体感できるのが、風と水を取り入れたCAAZE Organic Spa で
す。

HP: https://www.arima-gh.jp/facility/relaxation/

Global Win グローバル部門
ラグジュアリー サーマルホテル スパ賞

兵庫県 , 有馬グランドホテル｜
CAAZE Organic Spa(カーゼ オーガニックスパ)

Regional Win 東アジアリージョナル(地域別)部門
ラグジュアリー シティ ホテル スパ賞

東京都 , ハイアット リージェンシー 東京 ｜
SPA＋WELLNESS Joule  (スパ&ウェルネス ジュール)

快適なウェルネスライフを楽しめる都会のオアシス的ホテルスパ。喧噪から隔絶され
たスピリチュアルな空間で「気」の流れを重視したオールハンドによるトリートメン
トにより心身共にエナジーチャージいたします。

HP: https://www.hyattregencytokyo.com/joule/tabid/250/Default.aspx

Regional Win 東アジアリージョナル(地域別)部門
ラグジュアリー サーマルリゾートスパ賞

神奈川県 , 箱根・強羅 佳ら久｜
Gora Spa AIOI(ゴウラ スパ アイオイ)

箱根・強羅に溢れるように湧き出るこの素晴らしい「温泉」に包まれ、
Gora Spa AIOIでしか体感できない、ウェルネス湯治スパエクスペリエンスで、ボ
ディ・マインド・スピリットのバランスを整え、インナーバイオリズムをベストな状
態へ導きます。

HP: https://www.gora-karaku.jp/spa/

Continent Win アジアコンチネント(大陸別)部門
ラグジュアリー シティ ホテル スパ賞

静岡県，東府や Resort＆Spa-Izu ｜
mahora Spa(マホラスパ)

「まほら」とは日本の古語で「美しい場所、実り豊かで、素晴らしい場所」といった
意味があり、心の安らげる場所、心癒される最も素晴らしい平和な場所という意味に
なります。まほらの如く、mahora Spaでは心が安らぐ環境の中で、心身を癒すスパエ
クスペリエンスをご用意しております。

HP: http://www.tfyjapan.com/spa/
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受賞スパ概要

Continent Win アジアコンチネント(大陸別)部門
ラグジュアリー 温泉 スパ賞

沖縄県 , ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート｜
urumo spa 〜CHURAUMI Thalassotherapy〜
(ウルモ スパ チュラウミ タラソセラピー)

美ら海、珊瑚(うる)、そしてタラソセラピー(藻)、この３つの要素が、私達の心身を浄
化し、生命力を与え、そして沖縄らしいやすらぎ(よんなー)を取り戻させます。

HP: https://www.anaintercontinental-manza.jp/urumo-spa/

Continent Win アジアコンチネント(大陸別)部門
ラグジュアリー アイランドリゾート スパ賞

沖縄県 , ロワジールスパタワー那覇｜
CHURASPA inspired by SMART ARYURVEDA
(チュラスパ インスパイアード バイ スマートアーユルヴェーダ)

独特な風習を持つ「長寿の島」沖縄の琉球文化の叡智と、世界三大医学の1つとされる
インド伝統医学のアーユルヴェーダにインスピレーションを受けた琉球アーユル
ヴェーダトリートメントをご提供します。

HP: https://www.spatower.com/spa/

東洋から伝わった自然哲学・五行説の思想を取り入れたオーダーメイドトリートメ
ント。「“めぐり”（Circulation）」にフォーカスした特別なスパジャーニーを体験
していただけます。

HP: https://www.icosaka.com/spa/meguri/

Continent Win アジアコンチネント(大陸別)部門
ラグジュアリー シティ ホテル スパ賞

大阪府 ,  インターコンチネンタルホテル大阪｜
MEGURI SPA & WELLNESS (メグリスパ & ウェルネス)

日本独自の季節感を敏感に五感で感じ取れる、越後 妙高高原 赤倉温泉。
この土地には、Mother Earth(母なる大地)からの恵み、そしてエネルギーが満ちあ
ふれています。

HP: https://www.akr-hotel.com/earth-spa/

Continent Win アジアコンチネント(大陸別)部門
ラグジュアリー マウンテンリゾート スパ賞

新潟県 , 赤倉観光ホテル｜
Heavenly View Earth SPA by elemental herbology
（ヘブンリービューアーススパ バイ エレメンタルハーボロジー）
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受賞スパ概要

eau SPAでは、美しき日本の原風景と、悠久の歴史を紡いできた伊勢志摩ならでは
のエッセンスをスパエクスペリエンスでご体感いただいています。
eau SPA が、真のあなたを目覚めさせる神秘的でゆったりとした時間へと導きます。

HP: https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/spa/

Continent Win アジアコンチネント(大陸別)部門
ラグジュアリー ヒストリカルホテル スパ賞

三重県，志摩観光ホテル ザ ベイスイート｜
eau SPA(オースパ)

Continent Win アジアコンチネント(大陸別)部門
ラグジュアリー レイクサイドホテル スパ賞

神奈川県，小田急 山のホテル｜
SPA Montagne(スパ モンターニュ)

スパ モンターニュでは、箱根の大自然を5つの波動の融合にあると位置づけておりま
す。この大自然からの５つの波動と私たち人間が持っている波動と調和したとき、真
のリラクゼーションへ導きます。

HP: https://www.hakone-hoteldeyama.jp/hotspring&spa/spa/

ワールドラグジュアリースパアワードを受賞し続けるThe Day Spa

ザ・デイ・スパのミッションである「お客様のBody(ボディ)・Mind (マインド)・Sprit (スピリット)を満た

す」に象徴されるように、外的美と健康の追求はもちろん、スパトリートメントを通して内的パーソナルパ

ワーを回復することを強調しています。山や海などの美しい自然、洗練されたコスモポリタンシティなど、そ

れぞれのスパが存在するその場所ならではのエッセンスを取り入れています。言い伝えや習慣、アイテムやト

レンドをインスピレーションにし、お客様にコンセプト・ストーリーをお届けします。そして世界も認めるハ

ンドトリートメントテクニックはもちろんのこと、世界中から集められた最先端テクノロジーとこだわりの原

料の化粧品を使用しています。過去・現在・未来が融合し、身体だけのアプローチだけではなく心にまで届く、

いまだかつてない「本物のスパエクスペリエンス」を提供しています。
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過去受賞内容

ラグジュアリーマウンテンリゾートスパ賞 アジア1位｜ Wakka Spa

ラグジュアリーアーバンエスケープ賞 東アジア1位｜ SPA＋WELLNESS Joule

ラグジュアリーヒストリカルホテルスパ賞 アジア1位｜ eau SPA by CLARINS

ラグジュアリーデイスパ賞 東アジア1位｜ The Day Spa OSAKA 

ラグジュアリーアイランドリゾートスパ賞 アジア1位｜urumo spa 〜CHURAUMI Thalassotherapy〜

ラグジュアリーリゾートスパ賞 東アジア1位｜ CHURASPA inspired by SMART ARYURVEDA

ラグジュアリーホテルスパ賞 東アジア1位｜ SPA＋WELLNESS Joule

ラグジュアリーヒストリカルホテルスパ賞 東アジア1位 ｜ Spa Montagne by The Day Spa

ラグジュアリーヒストリカルホテルスパ賞 アジア1位｜ eau SPA by CLARINS

ラグジュアリーデイスパ賞 東アジア1位｜ The Day Spa OSAKA 

ラグジュアリーホテルスパ賞 アジア1位｜ MEGURI SPA & WELLNESS

ラグジュアリーミネラルスプリング賞 アジア1位｜ CAAZE Organic SPA 

ラグジュアリーアイランドリゾートスパ賞 世界1位｜urumo spa 〜CHURAUMI Thalassotherapy〜

ラグジュアリーリゾートスパ賞 東アジア1位｜ CHURASPA inspired by SMART ARYURVEDA

ラグジュアリーマウンテンリゾートスパ賞 日本1位｜ Wakka Spa

ラグジュアリースキーリゾートスパ賞 アジア1位｜ Heavenly View Earth Spa by elemental herbology

ラグジュアリーシティホテルスパ賞 日本1位｜ SPA＋WELLNESS Joule

ラグジュアリーヒストリカルホテルスパ賞 東アジア1位｜ ZEN STYLE SPA ichirin

ラグジュアリーミネラルスプリングスパ賞 東アジア1位｜ madoromi SPA SUI

ラグジュアリーミネラルスプリングスパ賞 日本1位｜ mahora Spa

ラグジュアリースパリトリート賞 日本1位｜ HEAVENLY SPA GECCA 

ラグジュアリーレイクサイドホテルスパ賞 日本1位 ｜ Spa Montagne by The Day Spa

ラグジュアリーヒストリカルホテルスパ賞 日本1位｜ eau SPA by CLARINS

ベストビューティプロダクト賞 日本1位｜ The Day Spa OSAKA 

ベストスパマネージャー賞 日本1位｜ MEGURI SPA & WELLNESS

ラグジュアリーミネラルスプリング賞 アジア1位｜ CAAZE Organic SPA 

ラグジュアリーアイランドリゾートスパ賞 東アジア1位｜urumo spa 〜CHURAUMI Thalassotherapy〜

ラグジュアリーアイランドリゾートスパ賞 アジア1位｜ CHURASPA inspired by SMART ARYURVEDA

2018年 6店舗

2019年 8店舗

2020年 14店舗

ラグジュアリーデイスパ賞 ｜The Day Spa OSAKA

ラグジュアリーシティホテルスパ賞 ｜SPA＋WELLNESS Joule  

ラグジュアリーホテルスパ賞｜MEGURI SPA & WELLNESS
ラグジュアリーホットスプリングスパ賞｜CAAZE Organic Spa  
ラグジュアリーアイランドリゾートスパ賞｜CHURASPA inspired by SMART ARYURVEDA
ベストスパチーム賞｜urumo spa 〜CHURAUMI Thalassotherapy〜

2021年 6店舗

本件に関するお問い合わせ

株式会社ザ・デイ・スパ

大阪市中央区平野町1-8-14 北浜TDSビルヂング TEL：06-6227-8086

廣田 光 hhirota@thedayspa.jp   |   今野 友貴 ykonno@thedayspa.jp

URL：https://www.thedayspa.jp/category/pressrelese/

2016年 1店舗

2017年 3店舗

ラグジュアリーリゾートスパ賞 日本1位｜ CHURASPA inspired by SMART ARYURVEDA

ラグジュアリーデイスパ賞 日本1位｜ The Day Spa OSAKA 

ラグジュアリーウェルネススパ賞 日本1位｜ SPA＋WELLNESS Joule

ラグジュアリーリゾートスパ賞 日本1位｜urumo spa 〜CHURAUMI Thalassotherapy〜


