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2021 Spring

※価格は消費税込みの総額表示です。 ※品数に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。 ※仕様・デザイン・価格の変更があることがございます。 
※印刷の特性上、実際の商品の色と異なる場合がございます。 ※誌面内容に誤り、変更などがあった場合は、随時ホームページにて訂正内容をご案内させていただきます。

staff name　
内村 文香さん

撮影協力　ジ アレイ
OFFICIAL SNS

TEL. 06-6371-8001
（受付時間 11：00～ 21：00）

www.est-sc.com

instagram
更新中！
（est_umeda）

EST内SHOPの
求人情報を
掲載中！

ESTのSHOPで働いてみませんか?

輸入雑貨ショップ［vaca material store］
のバイヤーが手がける、カラフルで遊び心
いっぱいのファッション雑貨が並ぶ。

  C22　オーシリー
（輸入ファッション雑貨）

高級感あるトレンドアクセサリーをロープライ
スな価格で取り揃える。お部屋の1室のよう
な空間でアクセサリー選びを楽しんで。

  W15　アンジュエール 
（アクセサリー）

大人のためのくすみカラーを中心に、カジュ
アル・セクシー・フェミニンの3軸を融合した
エキセントリックなファッションを展開。

  W25　ダーリッチ （レディス）  W06　ディジット （レディス）   C01　リゼクシー （レディス）

  C26　
インクボックス
（オーガニックタトゥー）

リゾート感たっぷりの水着専門
店。ビスチェ型やワンショル
ダーデザインのラウレアオリジ
ナル水着のほか、インポートの
ブラジリアンビキニやビーチ対
応のリゾートワンピースも展
開。速乾性に優れたビーチサ
イドでも着られるリゾートワン
ピース10,450円（ラウレア）

夏が待ち遠しい！
ビーチ映え確実の水着

  C33　ラウレア

  W16　ルシーダ （レディスシューズ）

  W12　スナイデル

  C29　エスペランサ 
（レディスシューズ）

アジアの人気レディスブランド［DAZZE 
FASHION］から、「自立精神」をコンセプト
に個性あるファッションを展開。

「AMERICAN GLAMOROUS」をテーマ
に、異性だけでなく、同性からも憧れられる
ような本物のSEXYを提案。

100%自然由来の成分を使用した、2週
間で消えるカナダ発のオーガニックタトゥー
ブランド。

女性らしくどんなシーンでも履きたくなる、履
き心地と素材にこだわったシューズブランド。

全面改装し、リニューアルオープン！ よりフレッ
シュに、より心地の良い、歩く楽しさを提案。
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staff name　
長岡 舞さん

staff name　
青野 優華さん

staff name　
前田 美空さん

staff name　
野瀬 あかりさん

staff name　東 久留実さん

staff name　見谷 有理さん

staff name　清原 里緒さん

色や素材、シルエットなど、この春絶対に
取り入れたいトレンドをいち早くリサーチ！

この春はどんなスタイルにチャレンジしたい？
ESTのスタッフが着こなしながらご紹介。

スタッフをお手本に
トレンドチェック

※モデル着用写真は、商品名・価格記載以外のものは全てモデル私物

単品でも着回し自在のリブニットキャミワンピースと半袖ニットのセット。リブ
ニットはオフショルダーでも着られる2WAYデザイン。

2WAYニットキャミワンピースセット14,300円（マーキュリーデュオ）

揺れる裾がきれいなマーメイドシルエット

  W05　マーキュリーデュオ

花柄の総レースのシャツワン
ピースは、シックなブルーが上
品な印象。黒の衿とベルトが
引き締め役に。裏地付きなの
で1枚で着こなしが完成。

レースワンピース16,500円、
バッグ13,200円、シューズ
13,200円（ノエラ）

黒の配色使いで
引き締まった印象に

  W27　ノエラ

淡い春色カラーのタイダイは、
一点一点染められていて同じ
ものがなく、特別感たっぷり。
チャイナボタンがさりげないア
クセントに。

スペシャルエフェクトワークジャ
ケット19,800円、スペシャル
エフェクトペインターパンツ
17,600円、CARフォトプリン
トロンＴ7,700円（以上アール
エヌエー メディア）

クールにきめたい
タイダイのセットアップ

  C02　
アールエヌエー メディア

光沢感がきれいなサテン素
材のノースリーブワンピース。
身頃はスッキリと、スカート部
分はたっぷりギャザーでメリ
ハリあるシルエットに。

シャイニーティアードフレアワ
ンピース8,910 円（ダズリン）

サテンのツヤ感が
上品な大人ワンピ

  C37　ダズリン

コットンレースのワンピは淡
いベビーピンク、バックスタイ
ルがかわいいライトブルーの
プルオーバー。それぞれここ
大阪店のみのカラー。

コットンレースタイトワンピー
ス22,000円、スクエアロー
ヒールサンダル16,500円、
バックリボンプルオーバー
12,100円（以上デイシー）

この春も狙い目は
大阪店限定カラー

  W21　デイシー

スカート部分の切り替えパイ
ピングデザインが目を引くワ
ンピース。ジャケットを羽織っ
たりトップスをレイヤードした
り、着回し力も抜群。

パイピングビスチェワンピース
15,400円（ラグナムーン）

甘さと大人っぽさを
両立させる一枚

       W14　  ラグナムーン

肩部分は艶のあるフェイクレザー、胸元から下
はカーキのトレンチコートで切り替えた唯一無二
のデザイン。ロング丈で大人っぽい印象に。

レザートレンチコート28,050円（ナルシス）

ロングシーズン活躍する、一枚で主役級のデザイン

  W01　ナルシス
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フリルと袖のボリュームがフェミニンなプルオー
バーブラウス。エスニックなボタニカル柄はオリジ
ナル。コットン素材だから優しい着心地。

ボタニカルショルダーデザインブラウス9,900円
（アングリッド）

  W22　アングリッド

ブランドオリジナルのソックスニットを使った定番
アイテム。肌に触れる部分はコットン素材で着心
地が良く、ロングシーズン活躍。

ソックスニット クルーネックカーディガン
31,900円（アンティパスト）

  W02　ウサギ プゥ トワ 
アッシュ・ペー・フランス

メッシュ使いが特徴的なブルゾン
はリバーシブル仕様。アシンメト
リーな裾のスカートもメッシュの切
り替えがポイント。ペチコート付き。

メッシュMA1ブルゾン17,380円、
メッシュロングスカート15,180円
（共にリズレイ）

  W03　グレンチ

昨年大人気だったシャツワ
ンピを、ウエストマークのディ
テールにアップデート。環境
に配慮したサステナブルな
テンセル素材もポイント。

サステナブル ウエストマーク
ワンピース17,820円
（スナイデル）

  W12　スナイデル

とろみのある楊柳シフォン素材にレースをあしらっ
たヴィンテージドレスのような一着。素朴でありな
がら繊細さをあわせ持ったデザイン。

レース使い楊柳シフォンワンピース18,700円
（アン アナザー アンジェラス）

  W24　アン アナザー アンジェラス タイダイ風のカラーがカッコいいセットアップ。ボト
ムスはミニスカートに見えて内側はショートパン
ツ。単品でも活躍間違いなし！

イレギュラーカラージャケット9,790円、ショートパ
ンツ8,690円（共にアンビー）

  C14　アンビー

ニュアンスカラーのフラワープリントは、まるで湖
畔に生い茂る花畑のよう。短め丈のシャツとボ
リュームあるスカートが好バランス。

レイクサイドオープンカラーシャツ7,700円、ティ
アードスカート10,450円（共にメリージェニー）

  C41　メリージェニー

黒の透け感がある素材に、カラフルな花の刺繍
を全面に施したロマンチックなワンピースは、一
枚で着映えを約束。安心のインナー付き。

カラフルフラワー袖付きワンピース19,800円
（ドリードール）

  Ｃ35　ドリードール

ジャケットのような襟付きのカシュクールトップスに
ショートパンツをドッキングさせたコンビネゾン。一枚
できちんと感のある印象に。

ジャケットデザインコンビネゾン9,900円（エヴリス）

  C36　エヴリス

フードに綿入りの“くまちゃん”の耳が付いたパー
カー。袖部分のジップを開けるとレースがチラリ。
耳のリングピアスもアクセント。

くまちゃんZIPパーカー8,690円
（ジェイミー エーエヌケー）

  C44　ジェイミー エーエヌケー

インナー次第で雰囲気が変えられるデニムワン
ピはトレンドのマーメイドシルエット。ウエストや背
中部分はゴム仕様だから着心地も◎。

デニムマーメイドワンピース6,539円
（ワンウェイ グラマラス）

  C06　ワンウェイ グラマラス

着るだけで一気に気分まで春めく
新作アイテムが勢揃い。
指名買いしたいのはどの服？

今が買いどき、
春の新作
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がら繊細さをあわせ持ったデザイン。

レース使い楊柳シフォンワンピース18,700円
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カー。袖部分のジップを開けるとレースがチラリ。
耳のリングピアスもアクセント。

くまちゃんZIPパーカー8,690円
（ジェイミー エーエヌケー）

  C44　ジェイミー エーエヌケー

インナー次第で雰囲気が変えられるデニムワン
ピはトレンドのマーメイドシルエット。ウエストや背
中部分はゴム仕様だから着心地も◎。

デニムマーメイドワンピース6,539円
（ワンウェイ グラマラス）

  C06　ワンウェイ グラマラス

着るだけで一気に気分まで春めく
新作アイテムが勢揃い。
指名買いしたいのはどの服？

今が買いどき、
春の新作

05 04



staff name　
多田 梨紗さん

まるで3種類のネックレスを重ね付けし
ているようなゴージャスなデザイン。キ
ラキラのラインストーンを施したバタフ
ライと鍵のモチーフ付き。

3連チェーンネックレス5,390円（ツキ）

  C40　メゾン ド フルール

ブランドロゴやイラストをあしらった
半透明のスマホケース。中には流
れるように動く砂が入っていて、暗
闇で光るので試してみて。mini ／
Pro ／ Max用の3サイズ展開。

iPhone12シリーズケース SLYネ
オンサンド各3,740円（スライ）

  C32　エムファクトリー

両足のトングストラップがアシン
メトリーになったモードなデザイ
ン。EST限定カラーのサンダル
は、キャンパス素材が軽めな印
象で夏まで使える。

スクエアトゥアシンメトリートング
サンダル7,590円、クロススト
ラップスクエアプラットサンダル
8,690円（共にエスペランサ）

  W16　ルシーダ

フロントに花びらのようにあしらったスカラップが
魅力のシリーズ。エンブロイダリーレースの1色に
ラメ糸を使ったシャイニーなデザイン。

スカラップフラワー ホットリフト6,149円～、Tバッ
ク3,289円（共にラヴィジュール）

  C11　ラヴィジュール

華やかで立体的なバラや花の刺繍をふんだんに
取り入れたシリーズ。ショーツのバリエーションも
多く、ナチュラルにもセクシーにも。

ネージュ ブラ4,070円～、レースリボンショーツ
2,530円（共にリサ マリ）

  C24　リサ マリ

淡いカラーにモコモコの雲をあしらったセットアッ
プはリサイクル素材を使ったサステナブルなアイ
テム。トップスは背中にロゴ入り。

くもJQDプルオーバー 5,800円、ショートパンツ
4,400円（共にジェラート ピケ）

  W10　ジェラート ピケ

春らしいギンガムチェックのコットン生地にロゴの刺繍を施したバッグ。
上部のギャザーや両サイドのレースリボンで甘さをプラス。

ギンガムチェックレース ダブルリボントート5,819円（メゾン ド フルール）

  C17　ツキ ブティック

3種類の異素材使いで表情豊かに仕上げたスニーカー。厚底ソールや2
色のシューレースなど、トレンド感がありつつ履き心地も大満足な一足。

アークトゥルス15,180円（ルシーダ）

  C29　エスペランサ

桜のほんのり甘い香りが心地よいスクラブとトッピング
マスク、マスクシート、導入美容液（ミニサイズ）のセッ
ト。トッピングマスクは肌悩みで3種類から選べる。

チェリーブロッサムセット4,400円（スキンフード）

ファンデはお肌をしっかり
保湿してくれながら、マスク
に付きにくい優れものです！

トッピングマスクはスクラ
ブに混ぜたり、洗い流し
不要のスリーピングマス
クとしても使えます。

サラッとした質感と程
よいウェット感がちょ
うどいいオイル。付け
るだけでケアにも。

アイラッシュ［シャルル］
併設のヘアサロン。ご
新規様限定で春のトレ
ンドカット・カラーが
7,000円、まつげエクス
テ120本が3,900円の
特別価格に。

ベースカラーはピンクと混ぜて
使うのも◎。仕上げにグリッター
カラーを使いました。

  C21　スキンフード

しっとりヌーディーな質感のアイカラーと、はちみつ配合のツヤリップ。
春の日差しのような暖かみのあるテラコッタカラーは今季注目。

ショコラスウィートアイズ ソフトマット007 1,760円、ラスティングフィニッ
シュ クリーミーリップ1,430円（共にリンメル）

  C46　ショップイン

紫外線を防ぐSPF30/PA＋＋機能が加わった日中用保湿クリーム
は、自然なメイクアップ効果でトーンアップも叶う。メイクの時短にも！

Cブロッサム トーンアップクリームUV 2,530円

  W29　イニスフリー

毎年人気のツヤ肌ファンデをベースに、この
春はオレンジ系コーラルカラーのメイクがおす
すめ。リップは潤いと艶めきが長時間持続。

ダブルラスティングクッショングロウ2,420円、
ピーチジェリーティント（ピーチユー）1,100円
（共にエチュードハウス）

  C28　エチュードハウス

ドライ前のヘアケア、ドライ後のスタイリング剤としてはもちろん、
化粧水前のブースターとして肌にも使えるマルチ美容オイル。

リッチオイルセラム30㎖4,840円（ウタウ）

  　E24　　　　　　　ナック/シャルル

いつものメイクはもちろん、マスク着用時でも目元を印象
づける、様々なアイメイクを演出。ベージュからラメまで捨て
色ナシの12色。

バレンタインボックス1,2,3　2,750円（バビメロ）

  C13　クリマレ バイ ディーホリック

大切なのがコーデの仕上げの小物。
その日の気分で好きなアイテムをプラスしてみて。

コーデに
プラスしたい小物 

癒やしのスキンケアアイテムや
トレンドの新色コスメを
ESTスタッフに聞きました！

スタッフおすすめ！
スキンケア＆コスメ

サロンも
CHECK!

staff name　
徳島万純さん

アイカラーはソフトマット
でくすみが少ないので、
発色良く仕上がります。

staff name　
南 聖奈さん

保湿、日焼け止め、化粧
下地、トーンアップの4
役！ サッと塗るだけで潤
いツヤ肌に。

staff name　
赤井 志帆さん

staff name　
沖 真琴さん

staff name　
竹田 有希奈さん
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staff name　
多田 梨紗さん
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2021 Spring

※価格は消費税込みの総額表示です。 ※品数に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。 ※仕様・デザイン・価格の変更があることがございます。 
※印刷の特性上、実際の商品の色と異なる場合がございます。 ※誌面内容に誤り、変更などがあった場合は、随時ホームページにて訂正内容をご案内させていただきます。

staff name　
内村 文香さん

撮影協力　ジ アレイ
OFFICIAL SNS

TEL. 06-6371-8001
（受付時間 11：00～ 21：00）

www.est-sc.com

instagram
更新中！
（est_umeda）

EST内SHOPの
求人情報を
掲載中！

ESTのSHOPで働いてみませんか?

輸入雑貨ショップ［vaca material store］
のバイヤーが手がける、カラフルで遊び心
いっぱいのファッション雑貨が並ぶ。

  C22　オーシリー
（輸入ファッション雑貨）

高級感あるトレンドアクセサリーをロープライ
スな価格で取り揃える。お部屋の1室のよう
な空間でアクセサリー選びを楽しんで。

  W15　アンジュエール 
（アクセサリー）

大人のためのくすみカラーを中心に、カジュ
アル・セクシー・フェミニンの3軸を融合した
エキセントリックなファッションを展開。

  W25　ダーリッチ （レディス）  W06　ディジット （レディス）   C01　リゼクシー （レディス）

  C26　
インクボックス
（オーガニックタトゥー）

リゾート感たっぷりの水着専門
店。ビスチェ型やワンショル
ダーデザインのラウレアオリジ
ナル水着のほか、インポートの
ブラジリアンビキニやビーチ対
応のリゾートワンピースも展
開。速乾性に優れたビーチサ
イドでも着られるリゾートワン
ピース10,450円（ラウレア）

夏が待ち遠しい！
ビーチ映え確実の水着

  C33　ラウレア

  W16　ルシーダ （レディスシューズ）

  W12　スナイデル

  C29　エスペランサ 
（レディスシューズ）

アジアの人気レディスブランド［DAZZE 
FASHION］から、「自立精神」をコンセプト
に個性あるファッションを展開。

「AMERICAN GLAMOROUS」をテーマ
に、異性だけでなく、同性からも憧れられる
ような本物のSEXYを提案。

100%自然由来の成分を使用した、2週
間で消えるカナダ発のオーガニックタトゥー
ブランド。

女性らしくどんなシーンでも履きたくなる、履
き心地と素材にこだわったシューズブランド。

全面改装し、リニューアルオープン！ よりフレッ
シュに、より心地の良い、歩く楽しさを提案。
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