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News Release

株 式 会 社 ア テ ニア
〒2 3 1 - 0 0 2 3
神奈川県横浜市中区山下町8 9 - 1

一流ブランドの品質を、１/３価格で提供することに挑戦し続けます。

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から
24店舗目となるショップが、大丸心斎橋店（南館）にオープン

『アテニア 大丸心斎橋店（南館）』
2020年3月11日（水）
株式会社アテニア（所在地：神奈川県横浜市中区 代表取締役社長：斎藤智子）は、2020年3月11日
（水）より、アテニア 大丸心斎橋店（南館）をオープンします。
アテニア 大丸心斎橋店（南館）は、免税カウンターと隣接し、インバウンドの受け皿としても重要な店舗
となります。通信販売を主体とするアテニアは、商品を手に取り試したいというお客様のニーズにお応え
するため、対面販売のショップを展開。高い再来店率を誇り、業績は二桁成長を遂げています。

■店舗詳細■
店舗名： アテニア 大丸心斎橋店(南館)
所在地： 〒542-8501
大阪市中央区心斎橋筋1-7-1
大丸心斎橋店(南館)4F
電話番号： 06-6251-7750
営業時間： 10:30〜21:00
販売商品： 化粧品および健康食品

※ショップオープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施3月11日(水)〜数量限定。無くなり次第終了
＜大丸心斎橋店（南館） 限定 限定セット販売＞
（1）クレンジングセット 1,870円（税込）
・スキンクリア クレンズ オイル 175ｍＬ 1本
・ドレスリフト サンプルセット
（洗顔・化粧水・乳液・クリーム）
・クレンジングミニサイズ 30ｍL
※お一人様5セットまで
（2）スペシャルケアキット 8,365円（税込）
・スキンクリア クレンズ オイル 175mL 1本
・トータルリヴァイタライズ マスク 6包
・アイ エクストラ セラム 1本 15g
・プリマモイスト ローションⅡ ミニサイズ 30mL
・クレンジングミニサイズ 30mL
※お一人様5セットまで

（3）アイケアセット 5,222円（税込）
・スキンクリア クレンズ オイル 175ｍＬ 1本
・アイ エクストラ セラム 1本 15g
・クレンジングミニサイズ 30mL
・トータルリヴァイタライズ マスク 1包
※お一人様5セットまで
（4）ブライトケアセット 5,013円（税込）
・スキンクリア クレンズ オイル 175ｍL 1本
・トータルリヴァイタライズ マスク 6包
・クレンジングミニサイズ 30mL
・トータルリヴァイタライズ マスク １包
※お一人様5セットまで
10,000円（税込）以上購入でもれなく、
ドレスリフト トラベルセット（ローション30ｍL・デイエマル
ジョン15ｍL・ナイトクリーム８gのミニサイズ）をプレゼント
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◆アテニアショップリスト（全24店舗）
エリア

店舗名

電話番号

場所

営業時間

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

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

10：00～20：30
（日曜日は19：30まで）

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

10：00～21：00
（日曜・祝日は20：00まで）

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

10：00～20：30
（日曜日は20：00まで）

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
（日曜・祝日は20：00まで）

京王百貨店新宿店（2階）

03-5321-5604

新宿駅より徒歩1分 「京王百貨店新宿店」2階

10：00～20：30
（日曜・祝日は20：00まで）

渋谷ヒカリエ ShinQs店

03-6434-1769

渋谷駅直結 「渋谷ヒカリエ ShinQs」 地下1F

10：00～21：00

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

10：30～20：30

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

10：00～21：00

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

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

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

名古屋セントラルパーク店

052-951-9550

栄・久屋大通・栄町駅より徒歩1分 「セントラルパーク」内

10：00～21：00

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

10：00～20：30
（金・土曜日は21：00まで）

ディアモール大阪店

06-6344-9149

大阪・梅田駅より徒歩5分 「ディアモール大阪」内

10：00～21：00

大丸心斎橋店（南館）
06-6251-7750
※2020年3月11日（水）より

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）4F

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

10：00～21：00

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

078-391-8415

三ノ宮駅より徒歩1分 ｢さんちか1番街 シティエレガンス」内

10：00～20：00

広島パルコ店

082-546-3354

八丁堀電停より徒歩3分 「広島パルコ」本館B1階

10：00～20：30

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」1F

10：00～20：00

関東

東北

東海
/関西

中国
/九州

■アテニアとは
バブル全盛期の1989年、「良いと言われる化粧品は高くて続けられない」という女性たちの本音を受けとめ、それまでの化粧品の常識を覆し、「一流ブランドの
品質を1/3価格で提供する」というブランドコンセプトのもとアテニアは誕生しました。
人生100年時代と言われる現代において「どれだけ美しさの寿命をのばせるか」を課題にし、この30年間エイジングケアの専門研究を日々進化させてきました。
そして、たどりついた結論は遺伝子。進化し続ける皮膚科学研究と遺伝子研究を味方に、
美しく、イキイキと輝き続ける一生に寄り添っていきます。
まと

“世界中のすべての女性の毎日に、「上質を纏う幸せ」を”。素肌はもちろん、
心まで豊かさを感じることができる毎日でありたい。そうした想いから化粧品に留まらず、
様々なアイテムへと波及し続け、時代をしなやかに生きる女性達を応援しています。

本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社アテニア 営業戦略本部 通販営業部
広告企画グループ PR担当
間崎 美佐（ mimasaki@fancl.co.jp）
TEL : 045-226-1634、FAX : 045-226-1459

＜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
フリーダイヤル
0120-165-333
受付時間 9:00-21:00(平日・土）、9:00-17:00(日・祝日）
HP :
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