
営業時間等変更の一覧表　 //　 10月 1日（木）現在

都道府県 臨 時 休 業 等 営 業 時 間 変 更 等

宮城県 仙台 仙台トラストタワー ビューティドレッセ山野愛子美容室 予定なし 変更なし

東京都 銀座 La YAMANO 銀座本店 山野愛子美容室 当日営業開始までにご予約ない場合に臨時休業といたします 変更なし

東陽町 イースト２１モール アイヴァンキャトル山野愛子美容室 予定なし 変更なし

赤坂 ANAインターコンチネンタルホテル東京 ヤマノビューティウェルネスサロン 予定なし 変更なし

池袋 池袋ＰＡＲＣＯ ビューティドレッセヤマノ池袋店 予定なし 変更なし

ひばりが丘 ひばりが丘ＰＡＲＣＯ LaYAMANOひばりが丘ﾊﾟﾙｺ店 予定なし 変更なし

神奈川県 東戸塚 西武東戸塚S.C ヤマノビューティドレッセ 予定なし 変更なし

大阪府 大阪 シェラトン都ホテル大阪 YAMNO BEAUTYWELLNESS SALON 予定なし 変更なし

にっぽん丸 にっぽん丸 ビューティドレッセ山野愛子美容室 10月25日クルーズ再開 クルーズスケジュールに準じる

宮城県 仙台 ウェスティンホテル仙台 flow spa 予定なし 変更なし

東京都 銀座 La YAMANO 銀座本店 YAMANO BEAUTY WELLNESS SALON 当日営業開始までにご予約ない場合に臨時休業といたします 変更なし

大阪府 大阪 シティプラザ大阪 予定なし 変更なし

秋田県 秋田 ホテル メトロポリタン秋田 ヤマノビューティウェルネスサロン 毎週火曜日定休
平日　10時～16時の予約対応

土日　10時～14時の予約対応

宮城県 仙台 ウェスティンホテル仙台／トラストタワー ビューティドレッセ山野愛子美容室 毎週火曜定休日 定休日以外は1１時～1７時の予約対応

ラグナヴェール仙台 ヤマノビューティウエルネスサロン 毎週月曜火曜定休日 通常営業

東京都 芝 東京プリンスホテル 山野愛子美容室 毎週（水）定休日　 定休日以外は午前11時から午後5時までの間ご予約のみ対応

赤坂 ANAインターコンチネンタルホテル東京 ヤマノ ビューティウェルネスサロン 毎週火曜日定休　　毎週水曜日臨時休業 月曜、木曜、金曜、は10時～16時の時短営業　

台場 グランドニッコー東京 台場 ﾔﾏﾉﾋﾞｭｰﾃｨｳｪﾙﾈｽｻﾛﾝ山野愛子美容室 毎週（水）定休日　毎週（火）臨時休業 変更なし

ザ コルトーナシーサイド台場 ヤマノビューティウェルネスサロン 毎週（火）定休日 定休日以外は午前11時から午後6時までの間ご予約のみ対応

新橋 第一ホテル東京 ヤマノビューティウェルネスサロン 山野愛子美容室 毎週（火）定休日 変更なし

天王洲 第一ホテル東京シーフォート ヤマノビューティウェルネスサロン 山野愛子美容室 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は10時～18時の予約対応

品川 東京マリオットホテル ヤマノビューティウエルネス山野愛子美容室 毎週（火）定休日 定休日以外は午前11時から午後6時までの間ご予約のみ対応

渋谷 セルリアンタワー東急ホテル ヤマノデイスパ＆ビューティ  山野愛子美容室 全日　11時～17時の予約対応

銀座 日比谷松本楼など 山野愛子美容室 ご予約のみ対応 午前11時から午後5時までの間ご予約のみ対応

麹町 ホテル ルポール麹町 ヤマノビューティウェルネス 山野愛子美容室 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は10時～18時の予約対応

中野 中野サンプラザ ヤマノ ビューティウェルネス 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は10時～18時の予約対応

東陽町 ホテル イースト２１東京 山野愛子美粧室 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は10時～18時の予約対応

八王子御殿山 RoyalGardenPalace八王子日本閣 ヤマノビューティウェルネス　山野愛子美容室 毎週（月）（火）定休日 定休日以外は午前10時から午後6時までの間ご予約のみ対応

立川 ホテル日航立川 ヤマノビューティウェルネスサロン 山野愛子美容室 毎週（火）定休日　 定休日以外は午前10時から午後5時までの間ご予約のみ対応

八王子 京王プラザホテル八王子 ヤマノビューティウェルネスサロン 毎週（火）（水）定休日　 定休日以外は午前10時から午後5時までの間ご予約のみ対応

千葉県 浦安 ホテルオークラ東京ベイ 山野愛子美容室 毎週（水）定休日　 変更なし

グランドニッコー東京ベイ舞浜 毎週（火）定休日 定休日以外は午前10時から午後6時までの間ご予約のみ対応

千葉 ホテル ポートプラザちば ヤマノデイスパ＆ビューティ  山野愛子美容室 ご予約のみ対応 全日午前11時から午後５時までの間ご予約のみ対応

幕張 ホテル ザ・マンハッタン ヤマノビューティウエルネスサロン 毎週（火）定休日 定休日以外は午前11時から午後6時までの間ご予約のみ対応

南柏 RoyalGardenPalace柏日本閣 山野愛子美容室 毎週月曜火曜定休日 定休日以外は10時～18時の予約対応

成田 ANAクラウンプラザホテル成田 ヤマノビューティウェルネス　山野愛子美容室 ご予約のみ対応 全日午前11時から午後5時までの間ご予約のみ対応

神奈川県 箱根湯本 湯本富士屋ホテル 山野愛子美容室 毎週（火）定休日 定休日以外は午前11時から午後5時までの間ご予約のみ対応

箱根宮ノ下 富士屋ホテル 山野愛子美容室 毎週（火）定休日 定休日以外は午前10時から午後5時までの間ご予約のみ対応

店舗名

　ヘアサロン

　エステサロン

　婚礼・着付けサロン



営業時間等変更の一覧表　 //　 10月 1日（木）現在

都道府県 臨 時 休 業 等 営 業 時 間 変 更 等店舗名

茨城県 水戸 水戸プラザホテル ヤマノ デイスパ＆ビューティ 毎週火曜日定休 全日　11時～17時の予約対応

ひたちなか アジュールひたちなか ウエディングヴィラ ヤマノビューティウェルネスサロン 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は1１時～1７時の予約対応

土浦 アジュール土浦ウエディングハウス ヤマノ ビューティウェルネス 全日　11時～17時の予約対応

守谷 ウエディングヒルズアジュール ビューティウェルネスサロン 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は1１時～1７時の予約対応

栃木県 佐野 アルシオーネ･コート佐野 ヤマノ ビューティウェルネス 毎週（火）（水）定休日 定休日以外は午前11時から午後6時までの間ご予約のみ対応

宇都宮 ベルヴィ宇都宮 山野愛子美容室 毎週（水）定休日　 定休日以外は午前11時から午後6時までの間ご予約のみ対応

栃木小山 アン フラン ベルジュ 山野愛子美容室 毎週（火）（水）定休日 定休日以外は午前11時から午後6時までの間ご予約のみ対応

長野県 長野 ホテル メトロポリタン長野 山野愛子美容室 毎週（水）定休日　 定休日以外は午前11時から午後6時までの間ご予約のみ対応

メルパルク長野 山野愛子美容室 毎週（火）定休日　 定休日以外は午前11時から午後6時までの間ご予約のみ対応

静岡県 静岡 ホテル センチュリー静岡 山野愛子美容室 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は１０時～1８時の予約対応

グランディエールブケトーカイ ヤマノビューティウェルネス　山野愛子美容室 毎週水曜定休日 定休日以外は１０時～1６時の予約対応

ベルヴィ ラヴァンセーヌ ヤマノ ビューティウェルネス　山野愛子美容室 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は１１時～1９時の予約対応

浜松 オークラアクトシティホテル浜松 ヤマノ ビューティウェルネス 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は１０時～1６時の予約対応

ベルヴィ リリアル ヤマノビューティウェルネス　山野愛子美容室 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は１１時～1９時の予約対応

富士 ベルヴィ ペアステージ ノイ ヤマノビューティウェルネス　山野愛子美容室 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は１１時～1９時の予約対応

富士宮 ベルヴィ コラボ ヤマノビューティウェルネス　山野愛子美容室 毎週火曜水曜定休日 定休日以外は１１時～1９時の予約対応

愛知県 名古屋錦 名古屋観光ホテル ヤマノ ビューティウェルネス  山野愛子美容室 毎週（火）（水）定休日 全日時短営業　午前10時から午後6時

名古屋葵 メルパルク名古屋 メルパルク名古屋美容室
毎週（火）定休日の他

10/2（金）16（金）23（金）を臨時休業
全日時短営業　午前11時から午後6時

名古屋若宮 若宮の杜 迎賓館 ヤマノビューティウエルネス山野愛子美容室 毎週（火）（水）定休日
時短営業　平日のみ午後12時から午後5時

土日祝日は変更なし

石川県 金沢 ANAクラウンプラザホテル金沢 ヤマノメディビューティサロン山野愛子美容室 毎週（火）（水）定休日 定休日以外は午前11時から午後4時までの間ご予約のみ対応

京都府 京都宝ヶ池 ホテルグランヴィア京都 山野愛子美容室 毎週（火）定休日
時短営業　平日のみ午前11時から午後6時、

土日祝日は変更なし

京都 グランドプリンスホテル京都 山野愛子美容室 当面の間　毎週（月）（火）（水）を臨時定休 変更なし

大阪府 大阪上六 シェラトン都ホテル大阪 山野愛子美粧室 毎週（火）（水）定休日 全日時短営業　午前10時から午後5時

大阪本町 シティプラザ大阪 ヤマノ ビューティウェルネス ご予約のみ対応 午前10時から午後5時までの間でのご予約のみ対応

大阪天王寺 都シティ大阪天王寺 ヤマノビューティウェルネス ご予約のみ対応 午前10時から午後5時までの間でのご予約のみ対応

大阪心斎橋 ホテル日航大阪 ヤマノ ビューティウェルネスサロン山野愛子美容室 毎週（火）（水）定休日 営業時間変更なし

大阪梅田 ウェスティンホテル大阪 ヤマノビューティウェルネスサロン 山野愛子美容室 毎週（火）定休日 営業時間変更なし

大阪千里 千里阪急ホテル ヤマノ ビューティウェルネス 毎週（火）定休日 全日時短営業　午前10時から午後6時

兵庫県 姫路 ホテル日航姫路 ヤマノビューティウェルネスサロン　山野愛子美容室 ご予約のみ対応 午前11時から午後6時までの間でのご予約のみ対応

ホテルモントレ姫路 ヤマノメディビューティサロン　山野愛子美容室 毎週　（水）定休日
平日のみ時短営業　午前11時から午後6時、

土日祝日は変更なし

奈良県 奈良 ホテル日航奈良 ヤマノ ビューティウェルネスサロン山野愛子美容室 ご予約のみ対応 午前10時から午後6時までの間でのご予約のみ対応

岡山県 岡山 ホテルグランヴィア岡山 ヘア＆メイク ヤマノビューティウェルネスサロン 毎週（火）定休日 全日時短営業　午前10時から午後6時

ANAクラウンプラザホテル岡山 ヤマノビューティウェルネスサロン 山野愛子美容室 毎週（火）（水）（木）を臨時定休 全日時短営業　午前11時から午後6時

香川県 高松築港 ＪＲホテルクレメント高松 ヤマノデイスパ＆ビューティ  山野愛子美容室 当面の間　毎週（火）（水）（木）を臨時定休 全日時短営業　午前10時から午後6時

福岡県 福岡 ヒルトン福岡シーホークホテル 山野愛子美容室 当面の間　（水）（木）を臨時定休 全日時短営業　午前11時から午後5時

博多 ANAｸﾗｳﾝﾞﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ福岡 ﾁｬﾍﾟﾙ館 ヤマノビューティウェルネス山野愛子美容室
当面の間　（月）（火）（水）を臨時定休、

その他は予約のみ対応
午前11時から午後3時までの間でのご予約のみ対応

宗像 オテル・グレージュ ヤマノビューティウェルネス 当面の間　臨時休業、予約時のみ営業 午前11時から午後3時までの間でのご予約のみ対応

小倉 JR九州ステーションホテル小倉 ヤマノメディビューティサロン山野愛子美容室 当面の間 （火）（水）（木）を臨時定休 全日時短営業　午前11時から午後4時

長崎県 長崎 ホテルオークラＪＲハウステンボス 山野愛子美容室 当面の間　（火）（水）を臨時定休 全日時短営業　午前11時から午後5時


