
 
   

ジュリア・オージェ 

新しい店舗様式のご案内 
 

平素よりジュリア・オージェをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

弊社では新型コロナウイルス感染拡大における予防措置として 

お客様と従業員の安全確保を最優先に考え、下記の取り組みを実施しております。 

 

【店舗における取組み】 

・店舗内の椅子等、ご利用の都度アルコール除菌等を実施 

・従業員の出勤時の検温、マスクの着用 

・店舗入口にアルコール除菌液等を設置 

 

【お客様へのお願い】  

ご来店の際には、マスク着用をお願いいたします。なお、以下のいずれかに該当する方は、お客様および従業

員の健康と安全確保の観点から、ご利用をお控えくださいますようよろしくお願い申し上げます。 また、当社ス

タイリストから検温をお願いする場合には、ご協力をお願い申し上げます。 

■風邪の症状（くしゃみや咳が出る）や 37.5 度以上の熱がある方 

■強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある方 

■その他新型コロナウイルス感染可能性の症状のある方 

■過去 14 日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域への渡航、なら

びに当該在住者との濃厚接触がある方。 

※厚生労働省ホームページ『新型コロナウイルス感染症について』を参考に感染拡大の防止に取組んでおりま

す。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【無料アフターサービス期間の延長について】 

この度の状況をふまえ、「無料アフターサービス（ウィッグのセット等）」のご利用期間中のお客様を対象に下記

の通り、期間の延長をさせていただきます 

〈対象のお客様〉： 2020年 2月 1日(土)～2020年 4月 30日(木)に無料アフターサービス期間が該当し、 

            現在までサービスをご利用になれなかったお客様 

〈対象サービス〉   ： アフターサービスにおける無料メニュー(ウィッグのセット等) 

〈延 長 期 間〉 ： アフターサービス期間終了後 6 ヵ月 

※お心当たりのあるお客様につきましては店舗スタッフがお調べいたします。また今後の状況により延長期間等

が変更となる場合がございます。 

 

【営業時間について】 

ジュリア・オージェ店舗は、6 月 1日（月）より全店営業を再開しております。（※一部店舗は営業時間短縮） 

※なお、ショッピングモール等の商業施設内に入店する営業時間短縮店舗の状況につきましては、別紙、 

または商業施設のホームページをご参照ください。 

https://www.julliaolger.jp/ 
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＜別紙＞ 

【ジュリア・オージェ店舗 営業状況】 

 

＜青森県＞ 

ジュリア・オージェ さくら野百貨店八戸店 6月 19日～未定 AM10:00～PM6:30 （通常 PM7閉店） 

＜岩手県＞ 

ジュリア・オージェ イオンモール盛岡南店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

＜宮城県＞ 

ジュリア・オージェ イオンモール名取店 6月 15日～未定 AM10:00～PM9:00 （通常 AM9～PM9） 

＜東京都＞ 

ジュリア・オージェ 銀座ショップ 通常営業 AM11:00～PM8:00  

帝国ホテルアーケードサロン 通常営業 AM10:00～PM7:00 

（日祝） 

AM9:00～PM6:00 

 

 

ジュリア・オージェ 池袋ショップ 通常営業 AM10:00～PM6:30  

ジュリア・オージェ 東武百貨店池袋店 ～8月 31日 AM10:00～PM8:00 ※9月 1日より変更 

AM10:30～PM7:00 

ジュリア・オージェ 表参道店 通常営業 AM11:00～PM7:30  

ジュリア・オージェ アルカキット錦糸町店 6月 13日～未定 AM10:00～PM8:00 （通常 PM9閉店） 

ジュリア・オージェ グランデュオ蒲田店 通常営業 AM10:00～PM9:00 

（日祝） 

AM10:00～PM8:30 

 

 

ジュリア・オージェ グランデュオ立川店 通常営業 AM10:00～PM9:00 

（日祝） 

AM10:00～PM8:30 

 

ジュリア・オージェ 八王子オクトーレ店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

ジュリア・オージェ 町田東急ツインズ店 6月 18日～未定 AM10:00～PM8:00 （通常 PM9閉店） 

ジュリア・オージェ イオンモール日の出店 6月 22日～未定 AM10:00～PM9:00 （通常 AM9～PM9） 

＜神奈川県＞ 

ジュリア・オージェ 新百合ヶ丘店 通常営業 AM10:00～PM6:30  

ジュリア・オージェ ららぽーと横浜店 6月 26日～未定 AM10:00～PM8:00 （通常 PM9閉店） 

ジュリア・オージェ トレッサ横浜店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ テラスモール湘南店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ トツカーナモール店 通常営業 AM10:00～PM6:30  

ジュリア・オージェ ダイナシティウエスト店 通常営業 AM10:00～PM8:00  

ジュリア・オージェ イオンモール大和店 8月 1日～ AM10:00～PM9:00 ※閉店時間変更 

＜千葉県＞ 

ジュリア・オージェ 東武百貨店船橋店 5月 27日～未定 AM10:30～PM6:00 （通常 PM7閉店） 

ジュリア・オージェ MONA新浦安店 通常営業 AM10:00～PM8:30  

ジュリア・オージェ テラスモール松戸店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ エムアイプラザ木更津店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

＜埼玉県＞ 

ジュリア・オージェ 浦和コルソ店 6月 1日～9月 30日 AM10:00～PM7:00 （通常 PM8閉店） 

ジュリア・オージェ イオンモール川口前川店 通常営業 AM10:00～PM9:00  



ジュリア・オージェ 越谷イオンレイクタウン店 6月 22日～未定 AM10:00～PM10:00 （通常 AM9開店） 

ジュリア・オージェ イオンモール浦和美園店 6月 22日～未定 AM10:00～PM9:00 （通常 PM10閉店） 

ジュリア・オージェ イオンモール春日部店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ イオンモール羽生店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ エムアイプラザ川越店 通常営業 AM10:00～PM6:30  

＜茨城県＞ 

ジュリア・オージェ イオンモールつくば店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

＜栃木県＞ 

ジュリア・オージェ ベルモール宇都宮店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

＜山梨県＞ 

ジュリア・オージェ イオンモール甲府昭和店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

＜静岡県＞ 

ジュリア・オージェ  

イオンモール浜松志都呂店 

通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ 松坂屋静岡店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

＜愛知県＞ 

ジュリア・オージェ 名古屋ユニモール店 通常営業 AM10:00～PM8:30  

ジュリア・オージェ リーフウォーク稲沢店 通常営業 AM10:00～PM9:30  

ジュリア・オージェ  

イオンモール名古屋茶屋店 

通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ イオンモール岡崎店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

＜岐阜県＞ 

ジュリア・オージェ イオンモール各務原店 7月 21日～未定 AM10:00～PM10:00 (通常 AM9開店) 

ジュリア・オージェ モレラ岐阜店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

＜三重県＞  

ジュリア・オージェ 津松菱店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

ジュリア・オージェ イオンモール津南店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ イオンモール東員店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

＜富山県＞ 

ジュリア・オージェ 総曲輪フェリオ店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

＜和歌山県＞ 

ジュリア・オージェ モア 

イオンスタイル和歌山店 

通常営業 AM10:00～PM7:00  

＜滋賀県＞ 

ジュリア・オージェ イオンモール草津店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ 近鉄百貨店草津店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

＜京都府＞ 

ジュリア・オージェ 

イオンモール KYOTO店 

通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ モア イオン高の原店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

 

 

 

 



＜大阪府＞ 

ジュリア・オージェ 大丸梅田店 6月 15日～未定 AM10:00～PM8:00 （通常） 

日～木：AM10:00～PM8:30 

金・土：AM10:00～PM9:00 

ジュリア・オージェ あべのキューズモール店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ 

京阪百貨店すみのどう店 

7月 1日～未定 AM10:00～PM7:00 （通常 PM8閉店） 

 

ジュリア・オージェ 

イオンモール大阪ドームシティ店 

 

通常営業 

 

AM10:00～PM8:00 

 

ジュリア・オージェ 松坂屋高槻店 通常営業 AM10:00～PM8:00  

ジュリア・オージェ ららぽーと和泉店 6月 8日～未定 AM10:00～PM8:00 （通常 PM9閉店） 

＜兵庫県＞ 

ジュリア・オージェ ららぽーと甲子園店 6月 8日～未定 AM10:00～PM8:00 （通常 PM9閉店） 

ジュリア・オージェ グリーンプラザべふ店 通常営業 AM10:00～PM8:00  

ジュリア・オージェ つかしん店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ 姫路山陽店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

ジュリア・オージェ 須磨パティオ店 通常営業 AM10:00～PM8:00  

ジュリア・オージェ 大丸芦屋店 通常営業 AM10:00～PM8:00  

＜広島県＞ 

ジュリア・オージェ ゆめタウン廿日市店 8月 10日～31日 AM10:00～PM8:00 （通常 AM9～PM9） 

ジュリア・オージェ イオンモール広島府中店 通常営業 AM10:00～PM10:00  

＜岡山県＞ 

ジュリア・オージェ モア  

イオンスタイル岡山店 

通常営業 AM10:00～PM7:00  

ジュリア・オージェ イオンモール倉敷店 8月 1日～未定  AM10:00～PM9:00 （通常 PM10閉店） 

＜愛媛県＞ 

ジュリア・オージェ エミフルＭＡＳＡＫＩ店 通常営業 AM9:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ モア イオン新居浜店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

＜徳島県＞ 

ジュリア・オージェ ゆめタウン徳島店 7月 1日～未定 AM10:00～PM9:00 （通常 PM10閉店） 

＜高知県＞ 

ジュリア・オージェ モア イオン高知店 通常営業 AM10:00～PM7:00  

＜鳥取県＞ 

ジュリア・オージェ 米子しんまち天満屋店 通常営業 AM10:00～PM7:30  

＜島根県＞ 

ジュリア・オージェ ゆめタウン出雲店 8月 17日～9月 30日 AM10:00～PM8:00 （通常 PM9閉店） 

＜山口県＞ 

ジュリア・オージェ ゆめシティ店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

＜福岡県＞ 

ジュリア・オージェ ゆめタウン久留米店 7月 1日～未定 AM10:00～PM9:00 （通常 PM10閉店） 

ジュリア・オージェ アイム小倉店 通常営業 AM10:00～PM8:00  

ジュリア・オージェ イオンモール八幡東店 通常営業 AM10:00～PM9:00  



ジュリア・オージェ イオンモール福岡店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ イオンモール大牟田店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

＜佐賀県＞ 

ジュリア・オージェ ゆめタウン佐賀店 8月 7日～未定 AM10:00～PM8:00 （通常 PM10閉店） 

＜長崎県＞ 

ジュリア・オージェ ゆめタウン夢彩都店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

ジュリア・オージェ ハマクロス 411店 通常営業 AM10:00～PM8:00  

＜宮崎県＞ 

ジュリア・オージェ イオンモール宮崎店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

＜熊本県＞ 

マリー・ボーテ 鶴屋店 通常営業 AM10:00～PM7:00 ※金・土 PM7:30閉店 

ジュリア・オージェ イオンモール光の森店 7月 1日～未定 AM10:00～PM9:00 （通常 PM10閉店） 

＜鹿児島県＞ 

ジュリア・オージェ イオンモール鹿児島店 通常営業 AM10:00～PM9:00  

＜沖縄県＞ 

マリー・ボーテ デパートリウボウショップ 6月 23日～未定 AM10:00～PM8:00 （通常 AM10～PM8:30） 

ジュリア・オージェ 

イオンモール沖縄ライカム店 

8月 21日～29日 AM10:00～PM8:00 （通常 AM10～PM10:00） 

 

なお、対象店舗に関するお問い合わせにつきましては、大変お手数ながら下記フリーダイヤルにてご確認くださ

いますようお願い申し上げます。 

また、今後の状況により、上記以外の店舗におきましても入居する施設の臨時休業、および休館日、営業時間

の変更等の可能性がございますことをご了承くださいますようお願い申し上げます。 

◇ジュリア・オージェ 専用フリーダイヤル ０１２０－３５５－７２２ 

https://www.julliaolger.jp/ 

https://www.julliaolger.jp/

