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「DOROwa×ひつじのショーン スペシャルコラボサイト」OPEN       オリジナルミニタオル付きどろあわわ発売 

（http://www.dorowa.com/shaun/）                                                                                                                                                                                                                                 

 

当社の子会社である健康コーポレーション株式会社（本社・東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸 健）の主力ブランド

「DOROwa(ドロワ)」は、英国アードマン・アニメーションズ制作の名作クレイアートアニメ「ひつじのショーン」との

コラボ企画を「DOROwa×ひつじのショーン スペシャルコラボサイト」にて開始いたします。（URL：

http://www.dorowa.com/shaun/）本企画では、メェ～いっぱいの「どろあわわ」と、巨大ぬいぐるみが当たるプレゼ

ントキャンペーンや、キャラ弁コンテスト、オリジナルノベルティ付き「どろあわわ」発売の他、ららぽーと豊洲に「ひ

つじのショーン」が駆けつけるイベントを実施いたします。DOROwa の人気商品「どろあわわ」は、まるでひつじのショ

ーンのような、ふわふわモコモコで弾力のある濃密泡が人気の洗顔料です。発売以来出荷個数 646*1万個を突破し泥洗顔

料市場で 4 年連続売上１位*2を獲得しています。 

*1 2016 年 6 月現在 

*2 2011 年度～2014 年度 泥洗顔料（訴求成分として泥を使用した洗顔料）市場ブランドメーカー出荷金額ベース OEM 除く株式会社矢野経済研究所調べ（2016 年 3 月） 

 

2016 年 9 月 1 日 各位       

         

         

         

 2016年4月吉日  

発売以来出荷個数 646万個*突破！大人気の泥洗顔料「どろあわわ」 

9月 1日よりクレイアニメ「ひつじのショーン」とコラボ企画スタート 

■Press Release 



 

期間限定！オリジナルノベルティ付き どろあわわ発売！ 

■対象期間：2016 年 9 月 1 日（木）～11 月 30 日（水） 

■特典：対象商品ご購入で「DOROwa×ひつじのショーン」オリジナルミニタオルをプレゼント 

■販売店舗：DOROwa×ひつじのショーン スペシャルコラボサイト http://www.dorowa.com/shaun/  

ロフト(９月中旬より販売開始) 

※数量限定につき、なくなり次第終了となる場合がございます。 

■対象商品およびコラボサイトでのご購入特典 

■ダブルチャンス 

オリジナルノベルティ付きどろあわわを購入者の中から抽選で各月 10 名様に 

「ひつじのショーン ティミーまたはシャーリーのクッション」をプレゼント！ 

 

スペシャルコラボサイト キャンペーン 

１）Facebookシェアして当てよう「ショーンも、どろあわわも！メェ～いっぱいプレゼント！」 

■キャンペーン期間：2016 年 9 月 1 日（木）～11 月 30 日（水） 

■内容：DOROwa×ひつじのショーン公式 Facebook アカウントに「いいね！」をし、投稿を１つ以上シェアして 

いただいた方の中から毎月抽選で 3 名様に「ひつじのショーン」キャラクターの巨大ぬいぐるみ１つと 

「どろあわわ」6 点（約 3 ヵ月分）をメェ～いっぱいプレゼント！ 

■  DOROwa×ひつじのショーン公式 Facebook アカウント：https://www.facebook.com/awawachan/ 

■プレゼント詳細 

 

                         

                         

                         

 

 

 

 

コース 価格（税別） 特典 

単品購入 2,980 円（税別） 専用泡立てネット・オリジナルミニタオル 

5個セット購入 11,920 円（税別） 
「どろあわわ」もう1点・専用泡立てネット・オリジナルミニタオル・薬用 つや肌とろり液（40mL） 

送料無料 

定期購入 

（6回以上） 

初回 1,490 円（税別） 

（2 回目以降は 2,533 円(税別)） 

専用泡立てネット・オリジナルミニタオル・薬用 つや肌とろり液（40mL） 

送料無料 

定期購入 

（回数自由） 

初回 1,490 円（税別） 

（2 回目以降は 2,831 円(税別)） 

専用泡立てネット・オリジナルミニタオル・薬用 つや肌とろり液（40mL） 

送料無料 

〈9 月抽選〉 

巨大ティミー（50cm） 

〈10 月抽選〉 

巨大シャーリー（50cm） 

〈11 月抽選〉 

巨大ショーン（120cm） 

メェ～いっぱいのどろあわわ 

6 点（約 3 ヵ月分） 

＋ 

 

 

≪ 本件に関するお問い合わせ ≫ 

 
健康コーポレーション株式会社 PR 事務局  担当：平山、藤牧 

TEL：03-5337-1335 FAX：03-5389-8070 Mail：press@rizapgroup.com 

 

 

http://www.dorowa.com/shaun/
https://www.facebook.com/awawachan/
mailto:press@rizapgroup.com


 

2）キャラ弁コンテスト 

■応募期間：2016 年 9 月 1 日（木）～10 月 31 日（月）23：59 迄 

■結果発表：2016 年 11 月上旬 ～2016 年 11 月 30 日（水） 

■内容：「DOROwa×ひつじのショーン」サイトの応募フォーム、または DOROwa 公式アカウントをフォローし、 

Instagram、Twitter より「ひつじのショーン」をモチーフにしたキャラクター弁当の写真を 

『＃ひつじのショーン弁当』または『#ひつじのショーン #弁当』『＃ショーン ＃弁当』  

というハッシュタグを付け投稿・応募していただきます。 

   投票・審査を行い、受賞者に賞品をプレゼントいたします。 

   サイトでは、キャラ弁先生「ザッキー☆」さんによるオリジナルショーンキャラ弁の作り方もご紹介。 

■賞品：The Best ショーンキャラ弁大賞 1 名様 グルメチケット 5 万円分 

    栄養満点！ショーン賞 3 名様 グルメチケット 3 万円分 

    キャラ弁クリエーター賞 10 名様 ひつじのショーンお弁当グッズ 1 点 

■  DOROwa×ひつじのショーン公式 Instagram アカウント：https://www.instagram.com/dorowa_official/ 

■  DOROwa×ひつじのショーン公式 Twitter アカウント：https://twitter.com/dorowa_official 

【キャラ弁先生「ザッキー☆」さんのオリジナルショーンキャラ弁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ららぽーと豊洲にショーンがやってくる！DOROwa×ひつじのショーンスペシャルイベント 

■開催日：9 月 17 日（土）10:00～21:00 

■開催場所：「アーバンドックららぽーと豊洲」１F センターポートイベントスペース 

東京都江東区豊洲 2-4-9 

■内容：ショーンと一緒に写真が撮れるフォトスポットの他、 

アドレス登録をすると「どろあわわ」ミニサイズやオリジナルステッカーをプレゼント。 

ママにもお子さまにもお楽しみいただけるイベントです。 

キャラ弁先生「ザッキー☆」さんの 

オリジナルショーンキャラ弁 

☆コラボサイトでレシピ公開中☆ 

 

 

≪ 本件に関するお問い合わせ ≫ 

 
健康コーポレーション株式会社 PR 事務局  担当：平山、藤牧 

TEL：03-5337-1335 FAX：03-5389-8070 Mail：press@rizapgroup.com 

 

 

https://www.instagram.com/dorowa_official/
https://twitter.com/dorowa_official
mailto:press@rizapgroup.com


 

「どろあわわ」について 

「どろあわわ」は、笑っている肌は美しいをコンセプトに、大人の“ゆらぐ肌”を整えて自信の素肌へ導くチューニング美

容を提案する、スキンケアブランド「DOROwa(ドロワ)」の中で一番人気のアイテムです。チューニング美容とは、大人

の肌に必要な「うるおい」「ハリ」「美白*2」を洗う・与える、のシンプルな２ステップで 360 度包括的にアプローチし、

肌のバランスを整えます。洗顔料となる「どろあわわ」は、クッション性の高いクセになるもっちり弾力のある濃密泡が

特徴で、沖縄の海底に数百万年も眠っていた貴重な泡「マリンシルト*2」と火山灰から生まれた「ベントナイト*2」配合に

より、毛穴汚れやメラニンを含む古い角質を逃がさず吸着除去し、洗顔後はワントーン明るい肌を目指す商品となってお

ります。 

*1 メラニンの生成を抑制し、シミとそばかすを防ぐ *2 吸着成分    

■DOROwa ブランドサイト URL ： www.dorowa.com 

 
 

「ひつじのショーン」について 

イギリス生まれの 1 話 7 分のショートアニメ。  

今年 40 周年を迎えるアードマン・アニメーションズ制作によるストップモーション技術を用いたクレイアニメーション

です。アードマン・アニメーションズは、1976 年に設立された英国ブリストルに本拠を構える世界有数のストップモー

ション・アニメーション・スタジオで、アカデミー賞をはじめとする世界の歴史と権威ある賞を多数受賞。ストーリーは、

ひつじのショーンやシャーリー、ティミー、ビッツァー、牧場主たちが登場し、のどかな牧場を舞台に繰り広げられるド

タバタコメディで世代を超えて大人から子どもまで魅了し続けています。 

  

 

会社概要 

健康コーポレーション株式会社  

http://www.kenkoucorp.com/ 

2016 年 7 月 1 日に RIZAP グループ株式会社（旧健康コーポレーション株式会社）の美容・健康食品の通信販売事業を新

設分割により設立。これまで「豆乳クッキーダイエット」、家庭用超音波美顔器 「エステナードソニック」、「どろ豆乳

石鹸 どろあわわ」などのヒット商品に恵まれ、美容健康関連商品で事業を拡大。 

 

 

 

≪ 本件に関するお問い合わせ ≫ 

 
健康コーポレーション株式会社 PR 事務局  担当：平山、藤牧 

TEL：03-5337-1335 FAX：03-5389-8070 Mail：press@rizapgroup.com 

 

 

http://www.dorowa.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA
http://www.kenkoucorp.com/
mailto:press@rizapgroup.com

