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都道府県 _ 休業状況 営業再開・時短営業・その他
北海道 ラフィネ 千歳ステーションプラザ店 通常営業
北海道 ラフィネ 新千歳空港店 通常営業
北海道 ラフィネ イオン千歳店 4/24 閉店
北海道 ラフィネ パセオ店 通常営業
北海道 ラフィネ イオンモール旭川駅前店 通常営業
北海道 ラフィネ イオンモール苫⼩牧店 通常営業
北海道 ラフィネ 新さっぽろアークシティデュオ-1店 通常営業
北海道 ラフィネ イオン釧路店 通常営業
北海道 ラフィネ WING BAY⼩樽店 通常営業
北海道 ラフィネ イオンモール札幌苗穂店 通常営業
北海道 ラフィネ 札幌地下街オーロラタウン店 通常営業
北海道 ラフィネ ススキノラフィラ店 5/17 閉店
北海道 ラフィネ エスタ店 通常営業
北海道 ラフィネ 札幌地下街ポールタウン店 通常営業
北海道 ラフィネ イオン札幌元町ショッピングセンター店 通常営業
北海道 バダンバルー ステラプレイス店 通常営業
⻘森 ラフィネ イトーヨーカドー弘前店 通常営業
⻘森 ラフィネ 五所川原ＥＬＭ店 10:00-20:00 時短営業
⻘森 ラフィネプリュス ⻘森ラビナ店 通常営業
⻘森 ラフィネ イオンモールつがる柏店 10:00-21:00 時短営業
岩⼿ ラフィネ 盛岡フェザン店 通常営業
岩⼿ ラフィネ イオンモール盛岡店 10:00-21:00 時短営業
宮城 ラフィネ イオン多賀城店 10:00-19:00 時短営業
宮城 ラフィネ アリオ仙台泉店 通常営業
宮城 ラフィネ ザ・モール仙台⻑町店 通常営業
宮城 ラフィネ イオン仙台中⼭店 通常営業
宮城 ラフィネ イオン仙台幸町店 10:00-19:00 時短営業
宮城 ラフィネプリュス ララガーデン⻑町店 10:00-20:00 時短営業
宮城 ラフィネプリュス 仙台パルコ2店 通常営業
宮城 ラフィネ 仙台パルコ店 通常営業
宮城 プチラフィネ 仙台駅店 通常営業
宮城 ラフィネ イオンモール名取店 10:00-21:00 時短営業
秋⽥ ラフィネ ⻄武秋⽥店 10:00-20:00 時短営業
秋⽥ ラフィネ イオンモール⼤曲店 10:00-21:00 時短営業
秋⽥ ラフィネ イオンモール秋⽥店 10:00-21:00 時短営業
⼭形 ラフィネ イオンモール天童店 10:00-21:00 時短営業

※ご注意
当⾯の間はメンバーズカードをお持ちの会員様、

バリュアブルカード・ギフト券をお持ちのお客様を優先させていただき、
新規のお客様のご対応は控えさせていただいております。

※すべてのお客様をお迎えする準備が整った店舗から、少しずつ通常通りの営業形態へ移⾏しております。

詳細は下記ページをご確認くださいませ。

営業再開のお知らせ
https://www.bodywork.co.jp/news/info/2380/

※下記店舗は当⾯の間、休業とさせていただいております。
・ラフィネ 成⽥空港第1ビル店
・ラフィネ 成⽥空港第2ビル搭乗ｹﾞｰﾄｴﾘｱ店
・プチラフィネ ⽻⽥空港第2ターミナルゲート店
・ラフィネ ⽻⽥空港第3ターミナル4F店（7/1〜当⾯の間）
・NEWラフィネ ⽻⽥空港第3ターミナル5F店
・ラフィネ 関⻄国際空港店
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福島 ラフィネ エスパル福島店 10:00-19:00 時短営業
福島 ラフィネ イオンタウン須賀川店 通常営業
福島 ラフィネ ザ・モール郡⼭店 通常営業
福島 ラフィネ エスパル郡⼭店 10:00-19:00 時短営業
福島 ラフィネ イオンモールいわき⼩名浜店 通常営業
茨城 ラフィネ イオンタウン守⾕店 通常営業
茨城 ラフィネ つくばクレオスクエアQʼt店 通常営業
茨城 NEWラフィネ LALAガーデンつくば店 通常営業
茨城 ラフィネプリュス イオンモール⽔⼾内原店 通常営業
茨城 ラフィネ イーアスつくば店 通常営業  ｜ 8/24〜9/30 10:00-20:00 時短営業
茨城 ラフィネ ⽔⼾駅ビルエクセル店 通常営業
茨城 ラフィネ イオンモールつくば店 通常営業
茨城 NEWラフィネ ⽔⼾駅ビルエクセル店 通常営業
茨城 ラフィネ サプラ⻯ヶ崎店 通常営業
茨城 ラフィネ イオンモール下妻店 10:00-21:00 時短営業
茨城 NEWラフィネ イオンモール⽔⼾内原店 通常営業
茨城 ラフィネ イオンモール⼟浦店 10:00-21:00 時短営業
茨城 ラフィネ プレイアトレ⼟浦店 通常営業
栃⽊ ラフィネ トナリエ宇都宮店 通常営業
栃⽊ ラフィネ ＶＡＬ⼩⼭店 通常営業
栃⽊ ラフィネ FKDインターパーク店 当⾯の間 10:00-20:00 時短営業
群⾺ ラフィネ ⾼崎モントレー店 通常営業
群⾺ ラフィネ イオンモール⾼崎店 通常営業
埼⽟ ラフィネ イトーヨーカドー錦町店 5/31 閉店
埼⽟ ラフィネ モラージュ菖蒲店 通常営業
埼⽟ ラフィネプリュス イオンモール⽻⽣店 10:00-21:00 時短営業
埼⽟ ラフィネ イオンモール川⼝前川店 通常営業
埼⽟ ラフィネ ニットーモール店 通常営業
埼⽟ ラフィネ ショーサンプラザ上尾店 通常営業
埼⽟ ラフィネ ルミネ⼤宮店 11:00-20:00 時短営業
埼⽟ ラフィネ ララガーデン川⼝店 通常営業
埼⽟ ラフィネ アリオ上尾店 通常営業
埼⽟ ラフィネ イオンモール春⽇部店 通常営業
埼⽟ ラフィネ ビーンズ⼾⽥公園店 通常営業
埼⽟ ラフィネ イオン⼤宮店 通常営業
埼⽟ ラフィネ 浦和パルコ店 通常営業
埼⽟ ラフィネ ⼤宮マルイ店 通常営業
埼⽟ ラフィネ イオンモール与野店 当⾯の間 11:00-20:00 時短営業
埼⽟ ラフィネ イオンモール浦和美園店 10:00-21:00 時短営業
埼⽟ ラフィネ おけがわマイン店 通常営業
埼⽟ ラフィネプリュス 浦和パルコ店 通常営業
埼⽟ ラフィネ ⻄友東松⼭店 通常営業
埼⽟ ラフィネ ピオニウォーク東松⼭店 通常営業
埼⽟ ラフィネ アトレマルヒロ店 10:00-20:00 時短営業
埼⽟ ラフィネ マルイファミリー志⽊店 通常営業
埼⽟ ラフィネ ららぽーと富⼠⾒店 10:00-20:00 時短営業
埼⽟ ラフィネ 新所沢パルコ店 通常営業
埼⽟ ナチュラルボディ イオンレイクタウン店 10:00-19:00 時短営業
埼⽟ ラフィネ 越⾕駅店 通常営業
埼⽟ ラフィネ イオンボディ イオンレイクタウン店 〜当⾯の間 10:00-19:00 時短営業
埼⽟ NEWラフィネ イオンレイクタウン店 〜当⾯の間 10:00-19:00 時短営業
千葉 ナチュラルボディ イオンモール千葉ニュータウン店 10:00-19:00 時短営業
千葉 ナチュラルボディ イオンモール幕張新都⼼店 10:00-19:00 時短営業
千葉 ラフィネ シャポー市川店 通常営業
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千葉 ラフィネ シャポー本⼋幡店 通常営業
千葉 ラフィネ アビイクオーレ店 8/31 閉店 
千葉 ラフィネ 柏髙島屋ステーションモール店 10:00-20:00 時短営業
千葉 ラフィネ イオンモール柏店 通常営業
千葉 ラフィネ アトレ松⼾店 通常営業
千葉 ラフィネ イオン鎌取店 通常営業
千葉 ラフィネ unimoちはら台店 通常営業
千葉 ラフィネ イオンタウンおゆみ野店 通常営業
千葉 ラフィネ Ｃ-ｏｎｅ店 通常営業
千葉 ラフィネ MEGAドン・キホーテUNY市原店 通常営業
千葉 ラフィネ ペリエ千葉店 ⽉〜⼟10:00-21:00／⽇祝10:00-20:30
千葉 ラフィネ 成⽥空港第2ビル店 7/1〜7/31 平⽇11:00-20:00 ⼟⽇祝11:00-18:00
千葉 ラフィネ 成⽥空港第1ビル店 〜当⾯の間 休業

千葉 ラフィネ 成⽥空港第2ビル搭乗ｹﾞｰﾄｴﾘｱ店 〜当⾯の間 休業

千葉 ラフィネ ボンベルタ成⽥店 通常営業
千葉 ラフィネプリュス 成⽥空港1ビル 5階店 6/15〜7/31 11:00-18:00 時短営業
千葉 ラフィネ イオンモール成⽥店 10:00-21:00 時短営業
千葉 ラフィネ ワンズモール⻑沼店 8/16 閉店
千葉 ラフィネ アリオ蘇我店 10:00-20:00 時短営業
千葉 ラフィネ フルルガーデン⼋千代店 通常営業
千葉 ラフィネ イオンモール幕張新都⼼店 10:00-19:00 時短営業
千葉 ラフィネ イオンボディイオンモール船橋店 通常営業
千葉 ラフィネ イオンボディイオンタウンユーカリが丘店 通常営業
千葉 ラフィネ Pasar幕張（上り）店 通常営業
千葉 ラフィネ イオン新浦安店 通常営業
千葉 グランラフィネ ららぽーとTokyoBay店 10:00-20:00
千葉 NEWラフィネ ららぽーとTokyoBay店 10:00-20:00
千葉 ラフィネ イトーヨーカドー四街道店 通常営業
千葉 ラフィネ イオンモール千葉ニュータウン店 通常営業
千葉 ラフィネ 津⽥沼パルコ店 通常営業
東京 ラフィネ リヴィン⽥無店 通常営業
東京 ラフィネ イオン板橋ショッピングセンター店 通常営業
東京 ラフィネ イオンモール東久留⽶店 通常営業
東京 グランラフィネ ⽻⽥空港第1ターミナル店 10:00-18:00 時短営業
東京 ラフィネ 浅草雷⾨店 通常営業
東京 ラフィネ ⽻⽥空港第3ターミナル4F店 7/1〜当⾯の間 休業

東京 ラフィネ ⽻⽥空港第2ターミナル店 10:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ 渋⾕ヒカリエShinQs店 11:00-20:00 ※スーパーバリュアブルカードご使⽤不可
東京 プチラフィネ ⽻⽥空港第2ターミナルゲート店 〜当⾯の間 休業

東京 ラフィネ 恵⽐寿ガーデンプレイス店 通常営業
東京 グランラフィネ 東京ミッドタウン店 11:00-20:00 時短営業
東京 グランラフィネ 東急百貨店本店 10:30-18:30 時短営業
東京 NEWラフィネ ⽻⽥空港第3ターミナル5F店 〜当⾯の間 休業

東京 ラフィネ 新宿メトロ店 11:00-21:00 (予約状況により変動有り)
東京 ラフィネ 池袋⻄⼝店 通常営業
東京 ラフィネ 新宿サブナード店 10:30-20:00 (予約状況により変動有り)
東京 グランラフィネ 東武百貨店池袋店 10:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ 池袋マルイ店 11:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ ルミネ池袋店 平⽇・⼟曜11:00-21:00 ⽇祝11:00-20:00 時短営業
東京 NEWラフィネ 新宿サブナード店 10:30-21:00 ｜9/1〜 10:00-21:00 通常営業
東京 グランラフィネ ルミネ新宿店 平⽇⼟曜11:00-21:00／⽇11:00-20:00｜8/11〜 11:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ サンシャインシティアルタ店 通常営業
東京 ラフィネ 上野駅前店 11:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ アメ横店 11:00-20:00 時短営業
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東京 ナチュラルボディ グランデュオ蒲⽥（⻄館）店 10:00-20:00 時短営業
東京 ナチュラルボディ ⼤⼿町ビル店 平⽇11:00-20:00／⼟曜 通常営業
東京 ナチュラルボディ 東京ミッドタウン店 11:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ 銀座店 11:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ 溜池⼭王メトロピア店 11:00-21:00 時短営業
東京 ラフィネ 王⼦メトロピア店 通常営業
東京 ラフィネ ペディ汐留店 11:00-19:00 時短営業
東京 ラフィネ 六本⽊店 平⽇11:00-21:00 ⼟⽇祝11:00-18:00 時短営業
東京 ラフィネ イオンボディイオン東雲SC店 通常営業
東京 ラフィネ ⿇布⼗番店 11:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネプリュス 渋⾕マークシティ店 11:00-19:00 時短営業
東京 ラフィネプリュス アークヒルズ店 通常営業
東京 ラフィネプリュス メトロ・エム後楽園店 通常営業
東京 ラフィネ シャポー⼩岩店 10:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ 都営地下鉄市ヶ⾕駅店 平⽇11:00-22:00／⼟⽇祝11:00-20:00 通常営業
東京 ラフィネ アトレ⻲⼾店 10:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ 丸井錦⽷町店 通常営業
東京 ラフィネ アリオ北砂店 通常営業
東京 バダンバルー ラクーア店 11:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネプリュス 東京交通会館店 通常営業
東京 ラフィネ ⼤⼿町ビル店 平⽇10:00-20:00 ⼟10:00-18:00 時短営業
東京 ラフィネ 丸の内国際ビル店 平⽇11:00-20:00（⼟曜は事前予約のみ）
東京 ラフィネ 神⽥⼩川町店 5/6 閉店 
東京 ラフィネ ⼤⼿町フィナンシャルシティ店 平⽇11:00-20:00（⼟曜は事前予約のみ）
東京 ラフィネ 新東京ビル店 平⽇12:00-18:00（⼟曜は事前予約のみ）
東京 NEWラフィネ 東京交通会館店 通常営業
東京 ラフィネ ⻄友ザ・モールみずほ16店 通常営業
東京 ラフィネ 吉祥寺パルコ店 10:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ 若葉ケヤキモール店 通常営業
東京 ラフィネ 阿佐ヶ⾕パールセンター店 11:00-21:00 時短営業
東京 ラフィネ ⾼円寺パル店 平⽇11:00-22:00／⼟⽇祝11:00-20:00
東京 ラフィネ ＪＲ昭島駅店 通常営業
東京 ラフィネ アトレ吉祥寺店 通常営業
東京 ラフィネ 中野店 通常営業
東京 グランラフィネ グランデュオ⽴川店 通常営業
東京 ラフィネ 丸井吉祥寺店 通常営業
東京 ラフィネ イオンモール⽇の出店 9:00〜21:00（通常営業時間が変更になります）
東京 ラフィネ イオンモールむさし村⼭店 通常営業
東京 ラフィネ リヴィンオズ⼤泉店 通常営業
東京 ラフィネ 光が丘ＩＭＡ店 7/20〜改装休業 〜7/19 通常営業｜2020年12⽉リニューアルオープン予定
東京 ラフィネ イトーヨーカドー⽊場店 通常営業
東京 ラフィネ 東京イースト21店 通常営業
東京 ラフィネ 四⾕三丁⽬店 平⽇11:00〜21:00／⼟⽇祝10:00〜20:00 時短営業
東京 ラフィネ 神楽坂店 11:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ 本郷三丁⽬店 通常営業
東京 ラフィネ ひばりが丘パルコ店 通常営業
東京 ラフィネ オリナス錦⽷町店 通常営業
東京 ラフィネ スフィアタワー天王洲店 通常営業（ご予約状況により変動あり）
東京 ラフィネ 調布とうきゅう店 平⽇10:00-21:00 ⼟⽇祝10:00-20:00
東京 ラフィネ Carrot St. SANCHA店 10:00-21:00 時短営業
東京 ラフィネ 仙川店 通常営業
東京 ラフィネ 笹塚店 11:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ フレル・ウィズ⾃由が丘店 通常営業
東京 ラフィネ 阪急⼤井町ガーデン店 10:00-20:00 時短営業



営業状況⼀覧 2020/9/8 16:30

都道府県 _ 休業状況 営業再開・時短営業・その他
東京 ラフィネ +Q(プラスク)スタイル 五反⽥東急スクエア2階店 通常営業
東京 ラフィネ グリナード永⼭店 通常営業
東京 ラフィネ 府中フォーリス店 通常営業
東京 プチラフィネ 京王リトナード永⼭店 平⽇10:00〜21:00（休⽇ ご予約状況により閉店時間に変動あり）
東京 ラフィネ 京王聖蹟桜ヶ丘SC店 通常営業
東京 ラフィネ ぷらりと京王府中店 6/14 閉店
東京 ラフィネ イーアス⾼尾店 10:00-19:00 時短営業
東京 グランラフィネ ⽟川⾼島屋Ｓ・Ｃ店 通常営業
東京 グランラフィネ グランデュオ蒲⽥（⻄館）店 ⽉〜⼟ 通常営業／⽇・祝 10:00-20:30 時短営業
東京 ラフィネ 祖師ヶ⾕⼤蔵店 6/15 閉店
東京 ラフィネ 町⽥東急ツインズ店 10:30-18:30 時短営業
東京 ラフィネ 町⽥マルイ店 5/31 閉店
東京 ラフィネ アトレ⼤森店 通常営業
東京 ラフィネ アリオ⻲有店 通常営業
東京 ラフィネ 北千住ミルディス店 通常営業
東京 ラフィネ 丸の内オアゾ店 11:00-20:00 時短営業 (⼟⽇祝も営業)
東京 ラフィネ ⼋重洲地下街店 11:00-20:00 時短営業
東京 ラフィネ グランスタ丸の内店 平⽇11:00-20:00 ⼟⽇11:00-19:00 時短営業
東京 ラフィネプリュス 北千住マルイ店 10:30-20:00 時短営業
東京 グランラフィネ 丸ビル店 平⽇11:00-21:00 ⽇祝11:00-20:00
東京 グランラフィネ ⽇本橋髙島屋S.C.店 通常営業
東京 バダンバルー ルミネ有楽町店 平⽇・⼟・祝11:00-21:00 ⽇11:00-20:00 時短営業
神奈川 ナチュラルボディ マルイファミリー海⽼名店 通常営業
神奈川 ナチュラルボディ ららぽーと海⽼名店 11:00-20:00 時短営業
神奈川 ラフィネ フレルさぎ沼店 通常営業
神奈川 ラフィネ 武蔵⼩杉東急スクエア店 通常営業
神奈川 ラフィネ ラスカ平塚店 平⽇10:00-20:00 ⼟⽇祝10:00-19:00 時短営業
神奈川 ラフィネ ラスカ茅ヶ崎店 平⽇10:00-20:00 ⼟⽇祝10:00-19:00 時短営業
神奈川 ラフィネ ラスカ⼩⽥原店 平⽇10:00-20:00 ⼟⽇祝10:00-19:00 時短営業
神奈川 ラフィネ ダイナシティ店 通常営業
神奈川 ラフィネ 東急横浜駅店 11:00-21:00
神奈川 グランラフィネ ルミネ横浜店 平⽇11:00-20:00／⼟⽇祝11:00-19:00 時短営業
神奈川 ラフィネ ⼾塚駅店 11:00-20:00 時短営業
神奈川 ラフィネ 横浜ジョイナス店 10:00-20:00 時短営業
神奈川 ラフィネ ウィングキッチン京急川崎店 10:00-20:00 時短営業
神奈川 ラフィネ 川崎アゼリア店 11:00-20:00 時短営業
神奈川 バダンバルー ニュウマン横浜店 平⽇11:00-20:00／⼟⽇祝11:00-19:00 時短営業
神奈川 ラフィネ ⼆俣川店 通常営業 ｜9/1〜 10:00-20:00
神奈川 ラフィネ イトーヨーカドー⼤和鶴間店 10:00-20:00 時短営業
神奈川 ラフィネ イオン秦野店 通常営業
神奈川 ラフィネ 綾瀬タウンヒルズショッピングセンター店 通常営業
神奈川 ラフィネ 相鉄ライフ三ツ境店 通常営業
神奈川 ラフィネプリュス ららぽーと海⽼名店 10:00-20:00 時短営業
神奈川 ラフィネ 本厚⽊ミロード店 10:00-20:00 時短営業
神奈川 ラフィネ イオンモール⼤和店 10:00-21:00 時短営業
神奈川 ラフィネ ジョイナステラス⼆俣川店 通常営業
神奈川 ラフィネ ミウィ橋本店 通常営業
神奈川 ラフィネ ⼩⽥急⼤和駅店 通常営業
神奈川 ラフィネ 汐⼊店 通常営業
神奈川 ラフィネ 港南台バーズ店 10:00-20:00 時短営業
神奈川 ラフィネ 湘南モールＦＩＬＬ店 10:00-20:00 時短営業
神奈川 NEWラフィネ 湘南モールＦＩＬＬ店 10:00-20:00 時短営業
神奈川 ラフィネ 杉⽥とうきゅう店 10:00-19:00 時短営業
神奈川 ラフィネ テラスモール湘南店 通常営業
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神奈川 ラフィネ コレットマーレみなとみらい店 通常営業
神奈川 ラフィネ 鎌倉とうきゅう店 平⽇9:00-18:00／⼟⽇祝9:00-19:00｜8/5〜 9:00-19:30 通常営業

神奈川 ラフィネ マークイズみなとみらい店
8/8〜8/15 10:00-21:00
上記以外 11:00-20:00 時短営業

神奈川 ラフィネ ODAKYU湘南GATE店 通常営業
神奈川 ラフィネ 相模⼤野ステーションスクエア店 通常営業
神奈川 ラフィネ イオン相模原店 10:00-19:00 時短営業
神奈川 ラフィネ 港北東急店 通常営業
神奈川 ラフィネ ららぽーと横浜店 10:00-20:00 時短営業
神奈川 ラフィネ 中⼭とうきゅう店 10:00-18:00 時短営業
神奈川 ラフィネ ノースポートモール店 通常営業
神奈川 ラフィネ 中央林間東急スクエア店 通常営業
神奈川 ラフィネ アピタテラス横浜綱島店 通常営業
新潟 ラフィネ イオン新潟⻄店 通常営業
新潟 ラフィネ 万代ビルボードプレイス店 通常営業
新潟 ラフィネ イオンモール新潟南店 通常営業
富⼭ ラフィネ アピタ富⼭店 通常営業
富⼭ ラフィネ マリエとやま店 通常営業
富⼭ ラフィネ MEGAドン・キホーテ⿂津店 通常営業
富⼭ ラフィネ イオンモールとなみ店 通常営業
富⼭ ラフィネ イオンモール⾼岡店 通常営業
⽯川 ラフィネ めいてつ・エムザ店 10:00-18:30 時短営業
⽯川 ラフィネ アピタ⾦沢店 9:00-19:00 時短営業
⽯川 ラフィネ ⾹林坊アトリオ店 通常営業
⽯川 ラフィネ ⾦沢フォーラス店 10:00-20:00 時短営業
⽯川 ラフィネ イオンモールかほく店 通常営業
⽯川 ラフィネ イオンモール新⼩松店 通常営業
⽯川 ラフィネ・プリュス ⾦沢百番街Rinto店 通常営業
福井 ラフィネ MEGAドン・キホーテUNY福井店 通常営業
⼭梨 ラフィネ イオンモール甲府昭和店 通常営業
⻑野 ラフィネ イオンモール松本店 通常営業
⻑野 ラフィネ アリオ上⽥店 10:00-21:00 時短営業
⻑野 ラフィネ MIDORI⻑野店 通常営業
岐⾩ ラフィネ MEGAドン・キホーテUNY岐⾩店 通常営業
岐⾩ ラフィネ アクアウォーク⼤垣店 10:00-20:00 時短営業
岐⾩ ラフィネ カラフルタウン岐⾩店 通常営業 
岐⾩ ラフィネ イオンモール⼤垣店 通常営業
岐⾩ ラフィネ イオンモール各務原店 10:00-22:00
静岡 ラフィネ イシバシプラザ店 通常営業
静岡 ラフィネ アピタ島⽥店 通常営業
静岡 ラフィネ ⻄友沼津店 通常営業
静岡 ラフィネ イオンモール浜松志都呂店 通常営業
静岡 ラフィネ ＡＳＴＹ静岡店 通常営業
静岡 ラフィネ 静岡パルシェ店 通常営業
静岡 ラフィネ 遠鉄百貨店 10:00-19:00 時短営業
静岡 ラフィネプリュス イオンモール浜松志都呂店 通常営業
静岡 ラフィネ プレ葉ウォーク浜北店 通常営業
静岡 ラフィネ ⽇清プラザ店 通常営業
静岡 ラフィネ マークイズ静岡店 通常営業
愛知 ラフィネ パレマルシェ神宮店 通常営業
愛知 ラフィネ アスナル⾦⼭店 10:00-20:00 時短営業
愛知 ラフィネ イオンモールナゴヤドーム前店 10:00-21:00 時短営業
愛知 ラフィネ mozoワンダーシティ店 通常営業
愛知 ラフィネ イオンモール⼤⾼店 通常営業
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愛知 プチラフィネ ミュープラット⾦⼭店 通常営業
愛知 ラフィネ イオンモール新瑞橋店 通常営業
愛知 ラフィネ ららぽーと名古屋みなとアクルス店 11:00-20:00 時短営業
愛知 ラフィネ 名古屋エスカ店 通常営業
愛知 ラフィネ ユニモール店 通常営業
愛知 ラフィネ 栄スカイル店 通常営業｜8/13〜 10:00-20:00 
愛知 グランラフィネ 松坂屋[シスセット]店 10:00-20:00
愛知 ラフィネ 栄森の地下街店 通常営業
愛知 ラフィネ リーフウォーク稲沢店 10:00-20:00 時短営業
愛知 ラフィネ イオンモール⻑久⼿店 10:00-21:00
愛知 ラフィネ プライムツリー⾚池店 通常営業
愛知 グランラフィネ ユニモール店 通常営業
愛知 バダンバルー 松坂屋新南館[シスセット]店 10:00-20:00 時短営業
愛知 ラフィネ アピタ岡崎北店 9:00-21:00 時短営業
愛知 ラフィネ イオンモール岡崎店 通常営業
愛知 ラフィネ ヴェルサウォーク⻄尾店 通常営業
愛知 ラフィネ イオンモール常滑店 通常営業
愛知 ラフィネ イオンモール東浦店 通常営業
愛知 コツバニア ユニモール店 通常営業
愛知 コツバニア 栄森の地下街店 通常営業
愛知 ナチュラルボディ イオンモール東浦店 通常営業
愛知 ラフィネ 松坂屋豊⽥店 10:00-18:00 時短営業
愛知 ラフィネ イトーヨーカドー安城店 通常営業
愛知 ラフィネ ミヤコ地下街店 10:00-20:00
愛知 グランラフィネ 中部国際空港店 11:00-18:00 時短営業
愛知 ラフィネ セントラルパーク店 通常営業
愛知 ラフィネ ジェイアール名古屋タカシマヤ店 通常営業
愛知 ラフィネ サンロード店 10:00-19:00 時短営業
愛知 ラフィネ サンクレア池下店 通常営業
愛知 ラフィネ 尾張⼀宮駅前ビル店 通常営業
愛知 ラフィネ イオンモール扶桑店 通常営業
愛知 ラフィネ オアシス21店 通常営業
三重 ラフィネ イオン名張店 通常営業
三重 ラフィネ ララスクエアAPITA四⽇市店 通常営業
三重 ラフィネ イオンタウン伊勢ララパーク店 通常営業
三重 ラフィネ 近鉄四⽇市店 10:00-19:00 時短営業
三重 ラフィネ アピタ松阪三雲店 通常営業
三重 ラフィネ イオンモール桑名店 通常営業
三重 ラフィネ イオンモール鈴⿅店 通常営業 ※通常営業時間が10:00-21:00となりました
三重 ラフィネ イオンモール津南店 通常営業
滋賀 ラフィネ アル・プラザ⽔⼝店 通常営業
滋賀 ラフィネ アル・プラザ草津店 通常営業
滋賀 ラフィネ フェリエ南草津店 通常営業
滋賀 ラフィネ イオン近江⼋幡店 通常営業
滋賀 ラフィネ ⻄友⻑浜楽市店 通常営業
滋賀 ラフィネ イオンモール草津店 通常営業 ※通常営業時間が10:00-21:00となりました
滋賀 ラフィネ フォレオ⼤津⼀⾥⼭店 10:00-20:00 時短営業
滋賀 ラフィネ イオンスタイル⼤津京店 通常営業
京都 ラフィネ 京都ファミリー店 10:00-20:00 時短営業
京都 ラフィネ イオン洛南ショッピングセンター店 通常営業
京都 ラフィネ コトチカ四条駅店 通常営業
京都 ラフィネ 京都三条店 通常営業
京都 ラフィネ 北⼤路ビブレ店 通常営業 ※通常営業時間が10:00-21:00となりました
京都 ラフィネ 京都ヨドバシ店 9:30-21:00 時短営業
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京都 ラフィネ イオンモール久御⼭店 通常営業 ※通常営業時間が10:00-21:00となりました
京都 ラフィネ ラクト⼭科店 10:00-20:00 時短営業
京都 ラフィネ イオンモール⾼の原店 10:00-21:00 時短営業 
京都 ラフィネ コトチカ御池店 通常営業
京都 ラフィネプリュス イオンモール京都五条店 5/29 Newオープン 通常営業
⼤阪 ラフィネ イオンモール茨⽊店 通常営業
⼤阪 ラフィネ ＯＭＭビル店 通常営業
⼤阪 ラフィネ ヴュール阪急三国店 通常営業
⼤阪 ラフィネ 京阪シティモール店（天満橋） 通常営業
⼤阪 ラフィネ ⼤阪富国⽣命ビル店 通常営業
⼤阪 ラフィネ アルデ新⼤阪店 通常営業
⼤阪 ラフィネ 阪急三番街店 11:00-21:00 時短営業
⼤阪 ラフィネ ブリーゼブリーゼ店 平⽇11:00-20:00 ⽇祝11:00-19:00 時短営業
⼤阪 ラフィネ 千⾥中央駅店 通常営業
⼤阪 ラフィネ イオン東⼤阪店 通常営業 
⼤阪 ラフィネ リノアス⼋尾店 通常営業
⼤阪 ラフィネ イオンモール⼤⽇店 10:00-21:00 時短営業
⼤阪 ラフィネプリュス 上本町YUFURA店 通常営業
⼤阪 ラフィネ ポップタウン住道オペラパーク店 通常営業
⼤阪 ラフィネ ビバモール寝屋川店 10:00-19:00 時短営業
⼤阪 ラフィネ Ｌｕｃｕａ 1100（イーレ）店 10:30-20:30
⼤阪 ラフィネ イオンモール四條畷店 10:00~21:00 時短営業
⼤阪 ラフィネ 近鉄フッセ店 通常営業
⼤阪 ラフィネ 京阪モール店（京橋） 11:00-21:00 時短営業
⼤阪 ラフィネ くずはモール店 通常営業
⼤阪 プレミ バイ バダンバルー ハービスプラザENT店 7/17〜7/22 通常営業｜7/23リニューアルオープン
⼤阪 ラフィネ なんばパークス店 通常営業
⼤阪 ラフィネ 南海なんば店 通常営業
⼤阪 ラフィネ なんばウォーク店 通常営業
⼤阪 ラフィネ イオンモール堺北花⽥店 通常営業
⼤阪 バダンバルー なんばパークス店 通常営業
⼤阪 ラフィネ 河内⻑野ノバティ店 通常営業
⼤阪 ラフィネ 関⻄国際空港店 〜当⾯の間 休業

⼤阪 ラフィネ ららぽーと和泉店 11:00-20:00 時短営業
⼤阪 ラフィネ アポロビル店 通常営業
⼤阪 ラフィネ イオン藤井寺ショッピングセンター店 通常営業 
兵庫 ラフィネ あまがさきキューズモール店 10:00-20:00 時短営業
兵庫 ラフィネ イオンモール伊丹店 通常営業
兵庫 ラフィネ イオンモール伊丹昆陽店 通常営業
兵庫 ラフィネ イオン三⽥ウッディタウン店 通常営業
兵庫 ラフィネ アスピア明⽯店 通常営業
兵庫 ラフィネ 須磨パティオ店 通常営業
兵庫 ラフィネ ららぽーと甲⼦園店 10:00-20:00 時短営業
兵庫 ラフィネ 阪急塚⼝店 通常営業
兵庫 ラフィネ デュオこうべ店 通常営業
兵庫 ラフィネ プリコ六甲道店 10:00-20:00 時短営業
兵庫 グランラフィネ 阪急⻄宮ガーデンズ店 通常営業
兵庫 ラフィネ PLiCO神⼾店 10:00-20:00 時短営業
兵庫 ラフィネ ピオレ明⽯店 通常営業
兵庫 ラフィネ イオンモール神⼾北店 通常営業
兵庫 ラフィネ イオンモール神⼾南店 通常営業
兵庫 ラフィネプリュス 芦屋モンテメール店 通常営業
兵庫 ラフィネ イオン⾼砂店 9:00-19:00 時短営業
兵庫 ラフィネ イオン加古川店 通常営業
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兵庫 ラフィネ イオンモール姫路リバーシティ店 通常営業
兵庫 ラフィネ グランフェスタ店 通常営業
兵庫 ラフィネ イオンモール姫路⼤津店 10:00-21:00 時短営業
兵庫 ラフィネ ピオレ姫路店 通常営業
兵庫 ラフィネ イオン三⽊店 通常営業
奈良 ラフィネ イオンモール奈良登美ヶ丘店 通常営業
奈良 ラフィネ 近鉄⽣駒店 通常営業
奈良 ラフィネ イオンモール橿原店 通常営業 
奈良 ラフィネ イオンモール⼤和郡⼭店 10:00-21:00 通常営業 
奈良 ラフィネ ラスパ⻄⼤和店 9:00-20:00 時短営業
奈良 ラフィネ ならファミリー店 通常営業
和歌⼭ ラフィネ 和歌⼭ミオ店 通常営業
和歌⼭ ラフィネ イオンモール和歌⼭店 通常営業
⿃取 ラフィネ イオンモール⿃取北店 10:00-21:00 短縮営業
⿃取 ラフィネ イオンモール⽇吉津店 通常営業
島根 ラフィネ ゆめタウン出雲店 通常営業｜8/17〜9/30 10:00-20:00 
島根 ラフィネ イオン松江店 通常営業
島根 ラフィネ イオンモール出雲店 通常営業
島根 ラフィネ シャミネ松江店 通常営業
島根 ラフィネ ゆめタウン浜⽥店 通常営業
岡⼭ ラフィネ イオンモール津⼭店 通常営業
岡⼭ ラフィネ アリオ倉敷店 通常営業
岡⼭ ラフィネ さんすて倉敷店 6/1〜6/30 通常営業
岡⼭ ラフィネ 岡⼭ロッツ店 通常営業
岡⼭ ラフィネ PESCA岡⼭店 通常営業
岡⼭ ラフィネプリュス イオンモール岡⼭店 通常営業
広島 ラフィネ ゆめタウン広島店 通常営業
広島 ラフィネ 広島シャレオ店 10:00-20:00 時短営業
広島 ラフィネ エールエール店 10:30-20:00 時短営業
広島 ラフィネ 広島パルコ店 当⾯の間 10:00-20:00 時短営業
広島 ラフィネ アクア広島センター街店 10:00-19:30 時短営業
広島 ラフィネプリュス ゆめタウン廿⽇市店 10:00-21:00 時短営業
広島 ラフィネ 広島Ｔ-ＳＩＴＥ店 通常営業
広島 ラフィネプリュス 広島エキエ店 10:00-20:00 時短営業
広島 ラフィネ ゆめタウン東広島店 10:00-20:00 時短営業
広島 ラフィネ イオンモール広島府中店 通常営業
広島 ラフィネ ゆめタウン呉店 通常営業
広島 ラフィネ イオンモール広島祇園店 通常営業
広島 ラフィネ さんすて福⼭店 通常営業
広島 ラフィネ 天満屋ポートプラザ店 通常営業
⼭⼝ ラフィネ ゆめタウン⼭⼝店 10:00-21:00 時短営業
⼭⼝ ラフィネ ゆめタウン下松店 10:00-20:00 時短営業
⼭⼝ ラフィネ イオン防府店 10:00-20:00 時短営業
⼭⼝ ラフィネ シーモール下関店 10:00-19:30 時短営業
⼭⼝ ラフィネ おのだサンパーク店 通常営業
⼭⼝ ラフィネ ゆめシティ店 通常営業
⼭⼝ ラフィネ サンリブ下松店 通常営業
⼭⼝ ラフィネ ゆめタウン徳⼭店 10:00-20:00 時短営業
徳島 ラフィネ マルナカ徳島店 8/31 閉店 
徳島 ラフィネ 徳島アミコ店 10:00-19:00 時短営業
徳島 ラフィネ ゆめタウン徳島店 通常営業
徳島 ラフィネ イオンモール徳島店 通常営業
⾹川 ラフィネ イオンモール綾川店 通常営業
⾹川 ラフィネ ゆめタウン三豊店 〜6/30 10:00-19:00 時短営業
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⾹川 ラフィネ ゆめタウン丸⻲店 〜9/30 10:00-20:00
⾹川 ラフィネ ゆめタウン⾼松店 10:00-21:00 時短営業
愛媛 ラフィネ エミフルMASAKI店 通常営業
愛媛 ラフィネ イオンモール今治新都市店 通常営業
福岡 ラフィネ イオン若松ショッピングセンター店 通常営業
福岡 ラフィネプリュス アミュプラザ⼩倉店 〜当⾯の間 10:00-20:00 時短営業
福岡 ラフィネ サニーサイドモール⼩倉店 通常営業
福岡 ラフィネ ゆめタウン博多店 通常営業
福岡 ラフィネ クロサキメイト店 6/30閉店
福岡 ラフィネ 博多駅前店 通常営業
福岡 ラフィネ イオンモール⾹椎浜店 通常営業
福岡 ラフィネ イオンモール直⽅店 通常営業
福岡 ラフィネ ゆめタウン宗像店 8/23 閉店
福岡 プチラフィネ 博多地下街店 通常営業
福岡 ラフィネ イオンモール福津店 通常営業
福岡 ラフィネ えきマチ1丁⽬姪浜店 通常営業
福岡 ラフィネ 天神イムズ店 通常営業
福岡 ラフィネ 地下鉄天神駅店 通常営業
福岡 ラフィネ ⽊の葉モール橋本店 10:00-20:00
福岡 ラフィネ イオンモール福岡伊都店 通常営業
福岡 ラフィネ ソラリアステージ店 通常営業
福岡 ラフィネ 博多マルイ店 通常営業
福岡 ラフィネ PRALIVA店 通常営業
福岡 バダンバルー 天神イムズ店 通常営業
福岡 バダンバルー 博多阪急店 通常営業
福岡 ラフィネ ゆめタウン筑紫野店 〜9/30 10:00-20:00 時短営業
福岡 ラフィネ イオンモール筑紫野店 通常営業
福岡 ラフィネ ゆめタウン久留⽶店 10:00-21:00
福岡 ラフィネ ザ・モール春⽇店 通常営業
福岡 ラフィネ ゆめタウン⼤牟⽥店 通常営業
福岡 ラフィネ イオンモール⼤牟⽥店 通常営業
福岡 ラフィネプリュス イオンモール福岡店 通常営業
福岡 ストレッチラフィネ ゆめタウン久留⽶店 10:00-21:00
佐賀 ラフィネ イオンモール佐賀⼤和店 通常営業
佐賀 ラフィネ ゆめタウン武雄店 通常営業
佐賀 ラフィネ ゆめタウン佐賀店 〜9/30 10:00-21:00
⻑崎 ラフィネ ゆめタウン夢彩都店 通常営業
⻑崎 ラフィネ イオン時津店 通常営業
⻑崎 ラフィネ HAMACROSS411店 通常営業
⻑崎 ラフィネプリュス ゆめタウン夢彩都店 通常営業
⻑崎 ラフィネ イオン佐世保店 通常営業
⻑崎 ラフィネ えきマチ1丁⽬佐世保店 通常営業
⻑崎 ラフィネ イオン⼤村ショッピングセンター店 通常営業
熊本 ラフィネ ゆめタウン光の森店 10:00-21:00 時短営業
熊本 ラフィネ イオン⼋代ショッピングセンター店 通常営業
熊本 ラフィネ ゆめタウンはません店 10:00-21:00 時短営業
熊本 ラフィネ 蔦屋書店熊本三年坂店 通常営業
熊本 ラフィネ イオンモール熊本店 通常営業
熊本 ラフィネ SAKURA MACHI 熊本店 通常営業
⼤分 ラフィネ イオンパークプレイス⼤分店 通常営業
⼤分 ラフィネ ゆめタウン中津店 通常営業
⼤分 ラフィネ えきマチ1丁⽬別府店 通常営業
⼤分 ラフィネ ゆめタウン別府店 10:00-21:00 時短営業｜9/1〜当⾯の間 10:00-20:00
⼤分 ラフィネ アミュプラザおおいた店 10:00-20:00
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⼤分 ラフィネ トキハわさだタウン店 通常営業
宮崎 ラフィネ イオン都城店 通常営業
宮崎 ラフィネ イオン延岡ショッピングセンター店 通常営業
宮崎 ラフィネ イオンモール都城駅前店 通常営業
宮崎 ラフィネ イオンモール宮崎店 通常営業
⿅児島 ラフィネ アミュプラザ⿅児島店 10:00-20:00 
⿅児島 ラフィネ イオン⿅児島鴨池店 通常営業
⿅児島 ラフィネ マルヤガーデンズ店 通常営業
⿅児島 ラフィネ イオンモール⿅児島店 通常営業
⿅児島 ラフィネ イオンタウン姶良店 通常営業
沖縄 ラフィネ イオン南⾵原店 通常営業
沖縄 ラフィネ イオン北⾕店 通常営業
沖縄 ラフィネ サンエー⻄原シティ店 通常営業
沖縄 ラフィネ イオン那覇ショッピングセンター店 通常営業
沖縄 ラフィネ サンエー宜野湾店 通常営業
沖縄 ラフィネ イオンモール沖縄ライカム店 通常営業
沖縄 ラフィネ イオン具志川店 通常営業
沖縄 ラフィネ イオン名護ショッピングセンター店 通常営業
沖縄 ラフィネ 浦添パルコシティ店 通常営業
沖縄 ラフィネ イーアス沖縄豊崎店 〜9/5 10:00-20:00 時短営業


