ESSENCE 取扱い店舗一覧

北海道
大丸札幌店
丸井今井札幌本店
さっぽろ東急百貨店
Triumph 札幌アピア店
Triumph 札幌ラフィラ店

北海道札幌市中央区北5条西4-7婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
北海道札幌市中央区南一条西2-11大通館5F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
北海道札幌市中央区北4条西2-13F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
北海道札幌市中央区北5条西3札幌駅南口広場ｱﾋﾟｱ
北海道札幌市中央区南四条西4-1ｽｽｷﾉ十字街ﾋﾞﾙ

011-828-1111
011-205-1151
011-212-2211
011-209-1380
011-511-1213

岩手県盛岡市菜園1-10-12F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

019-651-1111

秋田県秋田市中通2-6-12F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

018-832-5111

宮城県仙台市青葉区一番町3-2-173F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

022-261-5111

新潟県新潟市中央区八千代1-6-13F ｲﾝﾃｨﾒｲﾄｻﾛﾝ ﾄﾘﾝﾌﾟｺ-ﾅ-

025-242-1111

富山県富山市総曲輪3-8-62F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

076-424-1111

石川県金沢市香林坊1-1-14F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

076-220-1111

長野県長野市南千歳町1-1-12F 婦人肌着売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺ-ﾅ-

026-226-8181

茨城県水戸市泉町1-6-13F 婦人肌着売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
茨城県つくば市研究学園5-19ｲｰｱｽつくば

029-231-1111
029-868-7212

栃木県宇都宮市宮園町5-42F ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

028-636-2211

群馬県高崎市旭町452F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

027-327-1111

埼玉県さいたま市浦和区高砂1-15-13F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
埼玉県所沢市日吉町12-13F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1ｰ6-24F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
埼玉県川越市新富町2-6-12F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

048-834-1111
04-2927-0111
048-646-2111
049-224-1728

岩手県
パルクアベニュー川徳

秋田県
秋田西武

宮城県
藤崎本店

新潟県
新潟伊勢丹

富山県
富山大和

石川県
香林坊大和

長野県
ながの東急百貨店

茨城県
京成百貨店
Triumph イーアスつくば店

栃木県
東武宇都宮百貨店宇都宮本店

群馬県
髙島屋高崎店

埼玉県
伊勢丹浦和店
西武所沢店
そごう大宮店
まるひろ川越店

千葉県
東武百貨店船橋店
そごう千葉店

千葉県船橋市本町7ｰ1ｰ13F ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
千葉県千葉市中央区新町10003F ｲﾝﾅｰｳｪｱ売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

047-425-2211
043-245-2111

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-14F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟ
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-72F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
神奈川県川崎市川崎区日進町1-113F ﾄﾘﾝﾌﾟ
神奈川県横浜市西区南幸1-6-314F ﾗﾝｼﾞｪﾘｰﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
神奈川県海老名市中央1-6-13F ﾄﾘﾝﾌﾟ
神奈川県川崎市高津区溝口1-4-13F ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
神奈川県横浜市西区高島2-19-124F ﾚ･ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ
神奈川県横浜市西区高島2ｰ18ｰ14F ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1ﾃﾗｽﾓｰﾙ
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ﾗｿﾞｰﾅ川崎ﾌﾟﾗｻﾞ

045-848-1111
045-903-2211
044-245-0101
045-311-5111
046-232-0101
044-814-0101
045-451-0101
045-465-2111
0466-38-1858
044-874-8204

東京都新宿区新宿3-14-1本館3F ﾏ･ﾗﾝｼﾞｪﾘｰﾄﾘﾝﾌﾟ
東京都立川市曙町2-5-13F ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都新宿区西新宿1-1-36F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都足立区千住3-923F ﾚ･ﾗﾝｼﾞｪﾘｰﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都中央区銀座4-6-163F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都新宿区西新宿1-1-42F ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都国分寺市南町3ｰ20ｰ33F ﾚ･ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ
東京都豊島区南池袋1ｰ28ｰ13F ｲﾝﾅｰｳｪｱ売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都千代田区丸の内1-9-14F 婦人肌着売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都中央区日本橋2-4-13F ﾗﾝｼﾞｪﾘｰｻﾛﾝﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5
東京都豊島区西池袋1-1-253F ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都武蔵野市吉祥寺本町2ｰ3ｰ13F ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都渋谷区渋谷2-24-1西館7階 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都中央区銀座4-1B2F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都中央区日本橋室町1-4-1本館3F ｲﾝﾃｨﾒｲﾄｻﾛﾝ ﾄﾘﾝﾌﾟｺ-ﾅ東京都中央区銀座3-6-14F ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-25F ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ･ﾅｲﾄｳｪｱ ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都世田谷区玉川3-17-13F ﾗﾝｼﾞｪﾘｰﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都台東区上野6-15-13F ﾚ･ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
東京都豊島区東池袋3-1-1ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨｱﾙﾊﾟ
東京都墨田区江東橋3-9-10
東京都新宿区新宿3-30-13新宿ﾏﾙｲ本館
東京都千代田区有楽町2-7-1ﾕｳﾗｸﾁｮｳﾏﾙｲ
東京都江東区青海1-1-10ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京ﾌﾟﾗｻﾞ
東京都江東区豊洲2-4-9ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽｰと豊洲

03-3352-1111
042-525-1111
03-3342-1111
03-5244-0101
03-3562-1111
03-3342-2111
042-323-0101
03-5949-2318
03-3212-8011
03-3211-4111
03-5475-8354
03-3981-2211
0422-21-5111
03-3477-3111
03-3566-4042
03-3241-3311
03-3567-1211
03-5361-1111
03-3709-3111
03-3833-0101
03-5992-8650
03-3635-0150
03-3356-9230
03-6738-3743
03-5530-1866
03-6910-1246

静岡県浜松市中区砂山町320-24F 婦人肌着売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
静岡県静岡市葵区呉服町1ｰ73F ｲﾝﾃｨﾒｲﾄﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

053-457-0001
054-251-2211

愛知県名古屋市中区栄3-5-14F ﾗﾝｼﾞｪﾘｰｻﾛﾝ ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
愛知県名古屋市中区栄3-16-13F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

052-252-1111
052-264-2305

神奈川県
京急百貨店
東急百貨店たまプラーザ店
丸井川崎店
タカシマヤ横浜店
マルイファミリー海老名
マルイファミリー溝口
マルイシティ横浜
そごう横浜店
Triumph テラスモール湘南店
Triumph ラゾーナ川崎店

東京都
伊勢丹新宿店
伊勢丹立川店
小田急百貨店新宿店
北千住マルイ
銀座三越
京王百貨店新宿店 ※3/4〜新規取扱い
国分寺マルイ
西武池袋本店
大丸東京店
髙島屋日本橋店
蔦美 アトレ恵比寿ジョリエール店
東武百貨店池袋店
東急百貨店吉祥寺店
東急百貨店東横店
西銀座店
日本橋三越本店
松屋銀座
タカシマヤ新宿店
タカシマヤ玉川店
マルイシティ 上野店
Triumph 池袋サンシャインシティ店
Triumph 錦糸町丸井店
Triumph 新宿マルイ店
Triumph 有楽町マルイ店
Triumph ダイバーシティ東京プラザ店
Triumph ららぽーと豊洲店

静岡県
遠鉄百貨店
静岡伊勢丹

愛知県
名古屋三越 栄店
松坂屋名古屋店

ジェイアール名古屋タカシマヤ

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-45F ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

052-566-1101

大阪府大阪市北区梅田3-1-14F 婦人肌着ｵｰﾗﾝｼﾞｪﾘｰｾﾞ ﾄﾘﾝﾌﾟ
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1ｰ7ｰ1北館5F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
大阪府大阪市中央区難波5ｰ1ｰ54F 婦人肌着トリンプ
大阪府大阪市北区角田町8-73F ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾗﾝｼﾞｪﾘｰﾄﾘﾝﾌﾟ
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-435F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

06-6343-1231
06-6271-1231
06-6631-1101
06-6361-1381
06-6624-1111

大阪府
大丸梅田店
大丸心斎橋店
大阪タカシマヤ
阪急うめだ本店
あべのハルカス近鉄本店

京都府
大丸京都店
京都タカシマヤ
ジェイアール京都伊勢丹

京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町793F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ 075-211-8111
京都府京都市下京区四条通河原町西入真町523F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
075-221-8811
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ﾙ東塩小路町5F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ 075-352-1111

兵庫県
山陽百貨店
大丸神戸店
西宮阪急
そごう神戸店

兵庫県姫路市南町12F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
兵庫県神戸市中央区明石町404F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
兵庫県西宮市高松町14-13F ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾗﾝｼﾞｪﾘｰﾄﾘﾝﾌﾟ
兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-84F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

079-223-1231
078-331-8121
0798-62-1381
078-221-4181

広島県広島市南区松原町9-16F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
広島県広島市中区基町6-27本館4F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

082-568-3111
082-225-2111

和歌山県和歌山市友田町5-463F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

073-433-1122

香川県高松市内町7-1新館3F ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

087-851-5151

福岡県福岡市中央区天神2-5-35本館3F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
福岡県北九州市小倉北区船場町1-1本館4F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
福岡県福岡市中央区天神1-4-1本館3階 婦人肌着売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-15F 婦人肌着ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ

092-721-1111
093-522-3111
092-712-8181
092-461-1381

熊本県熊本市中央区手取本町6-1本館3階 婦人肌着売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

096-356-2111

大分県大分市府内町2-1-42F ｲﾝﾃｨﾒｲﾄｻﾛﾝﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

097-538-1111

宮崎県宮崎市橘通り東3-4-12本館4階 婦人肌着売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

098-531-3111

鹿児島県鹿児島市金生町3ｰ11号館3階 婦人肌着売場ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

099-227-6111

沖縄県那覇市久茂地1-1-14F 婦人肌着ﾄﾘﾝﾌﾟｺｰﾅｰ

098-867-1171

広島県
福屋 広島駅前店
そごう広島店

和歌山県
近鉄和歌山

香川県
高松三越

福岡県
岩田屋 福岡本店
小倉井筒屋
大丸福岡天神店
博多阪急

熊本県
鶴屋百貨店

大分県
トキハ大分

宮崎県
宮崎山形屋

鹿児島県
山形屋（鹿児島）

沖縄県
リウボウ

