
ビューティ・ファッションの分野で女性を応援するアテニアショップが

そごう広島店にオープン！

『アテニア そごう広島店』
2022年6月3日(金) オープン

報道関係各位

News Release 株式会社アテニア
〒231-0023

神奈川県横浜市中区山下町89-1
代表取締役社長 斎藤智子

2022年5月16日

株式会社アテニアは、2022年6月3日（金）より、『アテニア そごう広島店』をオープンいたします。
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地元のお客様から根強く愛されている百貨店である「そごう広島店」への出店により、
新たなお客様との接点拡大による認知度向上、および

アテニアブランドの価値向上を目指します。

店舗詳細

店舗名：

所在地：

電話番号：

営業時間：

販売商品：

アテニア そごう広島店

〒730-8501
広島県広島市中区基町6-27

そごう広島本館1階

082-512-7131
※6月3日（金）より使用可

10:00～20：00

化粧品、健康食品

※アテニア広島パルコ店は5月29日（日）をもって営業終了。



【アテニアそごう広島店オープン限定キット】 ※6月3日（金）～数量限定
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セット内容
・スキンクリア クレンズ オイル〈アロマタイプ〉
・スキンクリア クレンズ オイル ミニサイズ 30mL
・ドレススノー サンプルセット 1日分
（化粧水・日中用乳液・夜用クリーム）

■クレンジングセット （スキンクリア クレンズ 〈オイル〉〈アクア〉の2種類） 各1,870円（税込）

■クレンジングスペシャルケアセット 3,740円（税込）

■ドレススノーセット 12,000円（税込）

セット内容
・スキンクリア クレンズ オイル 〈アロマタイプ〉× 2本
・スキンクリア クレンズ オイル ミニサイズ 30mL × 2本
・アイ リンクルセラム ミニサイズ （3g）
・ドレススノー ローション サンプル（2回分）
・ホワイトジェネシス サンプル（2回分）

セット内容
・スキンクリア クレンズ アクア〈アロマタイプ〉
・スキンクリア クレンズ アクア ミニサイズ 30mL
・ドレススノー サンプルセット 1日分
（化粧水・日中用乳液・夜用クリーム）

セット内容
・ドレスリフト フェイシャルウォッシュ
・ドレススノー ローション
・ドレススノー デイエマルジョン
・ドレススノー ナイトクリーム
・アイ リンクルセラム ミニサイズ （3g）
・ドレススノー ローション サンプル（2回分）
・ホワイトジェネシス サンプル（2回分）



■アテニアとは
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◆アテニアショップリスト

エリア 店舗名 電話番号 場所 営業時間※1

札幌 札幌パセオ店 011-213-5020 札幌駅東口より徒歩1分 「パセオ」1階 10：00～21：00

東北 仙台三越店 022-721-3955
仙台市営地下鉄「勾当台公園」駅より徒歩1分
「仙台三越店 定禅寺通り館」1階

10：00～19：30

関東

そごう大宮店 048-649-7237 大宮駅西口より徒歩1分 「そごう大宮店｣2階 10：00～20：00

東武百貨店船橋店 047-411-2252 船橋駅より徒歩1分 「東武百貨店船橋店」1階 10：30～20：00

東武百貨店池袋店 03-3984-1130 池袋駅西口より徒歩1分 「東武百貨店池袋店｣2階 10：00～20：00

ファンケル 銀座スクエア店
・アテニア コレクション取扱店

03-3572-1537
東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線 銀座駅A3出口より徒歩1分
「ファンケル 銀座スクエア」2階

11：00～20：00

有楽町マルイ店
・アテニア コレクション取扱店

03-3212-5200 有楽町駅より徒歩1分 「有楽町マルイ店」1階 11：00～20：30

小田急百貨店新宿店 03-3348-2990 新宿駅西口より徒歩1分 「小田急百貨店新宿店」本館2階 10：00～20：00

京王百貨店新宿店

03-5321-8157

新宿駅より徒歩1分 「京王百貨店新宿店」1階 10：00～20：30

京王百貨店新宿店（2階） 新宿駅より徒歩1分 「京王百貨店新宿店」2階 10：00～20：30

渋谷ヒカリエ ShinQs店 03-6434-1769 渋谷駅直結 「渋谷ヒカリエ ShinQs」 B1階 11：00～21：00

丸井北千住店 03-5284-3533 北千住駅西口より徒歩1分 「北千住マルイ」2階 10：00～20：00

横浜関内店
・アテニア コレクション取扱店

045-651-1201 日本大通り駅より徒歩2分 「ファンケルビル」1階 9:00～18:00

横浜ポルタ店 045-450-5520 横浜駅東口より徒歩3分 「横浜ポルタ」内 10：00～20：00

小田急百貨店町田店 042-728-1811 小田急線町田駅より徒歩1分 「小田急百貨店町田店」1階 10：00～20：30

東海
/関西

ジェイアール名古屋タカシマヤ店 052-566-3810
ＪＲ線・名鉄・近鉄・地下鉄・あおなみ線 名古屋駅より徒歩3分
「ジェイアール名古屋タカシマヤ」3階

10：00〜20：00

名古屋栄三越店 052-252-1633 栄・栄町駅より地下道直結 「名古屋栄三越店」1階 10：00～20：00

大丸梅田店 06-6451-2510 大阪・梅田駅より徒歩1分 「大丸梅田店」2階 10：00～20：00

阪神梅田本店 06-6345-1725 大阪・梅田駅より徒歩1分 「阪神梅田本店」2階 10：00～20：00

大丸心斎橋館（南館）※2 06-6251-7750 御堂筋線心斎橋駅（南改札）より地下道直結 「大丸心斎橋店（南館）」4階 10：30～21：00

なんばCITY店 06-6644-2400 なんば駅より徒歩5分 「なんばCITY」本館B1階 11：00～21：00

近鉄あべのハルカス店 06-6625-7040
天王寺駅、阿部野橋駅より徒歩1分
「あべのハルカス近鉄本店」タワー館2階

10：00～20：30

大丸京都店 075-288-6224 阪急京都線烏丸駅より徒歩1分 「大丸京都店」1階 10：00～20：00

神戸さんちか店
・アテニア コレクション取扱店

078-391-8415 三ノ宮駅より徒歩1分 ｢さんちか3番街ホーム&ライフ」内 10：00～20：00

中国
/九州

広島パルコ店※3 082-546-3354 八丁堀電停より徒歩3分 「広島パルコ」本館B1階 10：00～20：00

★そごう広島店
※6月3日（金）より

082‐512-7131 広島バスセンター ・ 紙屋町 「そごう広島」本館1階 10：00～20：00

福岡天神地下街店 092-713-7683 天神駅より徒歩0分 「天神地下街」内 10：00～20：00

大丸福岡天神店 092-726-0320
西鉄電車 福岡（天神）駅より徒歩3分
「大丸福岡天神店東館エルガーラ」1階

10：00～20：00

※1 営業時間など最新情報は、各商業施設のホームページを確認ください。
※2 大丸心斎橋店（南館）は、当面の間休業しています。
※3 広島パルコ店は、5月29日（日）をもって営業を終了します。



30年のエイジングケア専門ブランド。

確かな美しさを、続けられる価格で。

いくつになっても「今の自分が一番好き」、

そう言える美しさを追求し続けます。

報道関係の皆様からのお問合せ先

株式会社アテニア

広告企画グループ PR担当

池田絵理子（eriko_0804@fancl.co.jp）

西川 八重子(yaeko1506@fancl.co.jp）

TEL : 045-226-1452

INFORMATION

アテニアとは

一般のお客様からの商品に関するお問合せ先

アテニア美容相談室

TEL : 0120-165-333

受付時間：9：00‐21：00（平日・土）、9：00‐17：00（日・祝日）

HP : www.attenir.co.jp
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