
LILAY 取り扱い店舗一覧

北海道・東北地方

店舗により取扱い商品の種類が異なります。詳しくは各店舗までお問合せください。
また、取扱いは予告なく変更・終了する場合がございます。

北海道 宮城県

東急ハンズ 札幌店 東急ハンズ 仙台店

ロフト 札幌店 ロフト 仙台店

ローズマリー 札幌店 ロフト 仙台長町店

アインズ&トルペ 地下街店 ロフト 仙台泉店

アインズ&トルペ 琴似店 ローズマリー 仙台店

アインズ&トルペ ススキノラフィラ店 アインズ&トルペ 仙台駅前店

アインズ&トルペ 大通リビッセ店

アインズ&トルペ  マルヤマクラス店 秋田県

アインズ&トルペ 札幌パセオ店 ロフト 秋田店

アインズ&トルペ 新サッポロデュオ店 HAIR MAISON bLiss

アインズ&トルペ トロワ店 rhythm

ennu

ROC bouquet

mobile hair cutters THE FAIR

o.ver

Hair Salon R

山形県

岩手県 amtiqua

ロフト 盛岡店 UTOUTO-HAIR&LIFE 

banca.by FLOWERS Vibro 



関東地方

茨城県 千葉県

ロフト 水戸店 ショップイン 松戸

ロフト ツクバ店 ショップイン 柏マルイ

フレームワーク ショップイン 船橋

東急ハンズ 柏店

栃木県 東急ハンズ ララポート船橋

ロフト 宇都宮店 東急ハンズ 千葉店

ローズマリー 宇都宮店 ロフト 千葉店

ローズマリー 宇都宮IP店 ロフト 流山店

アインズ&トルペ ララスクエア宇都宮店 ロフト 市原店

GOOD LIFE ロフト 柏沼南店

ローズマリー 津田沼店

群馬県 Au-rouge noma

SAKURA GRACE Au-rouge musee

ポリッシュヘアメイク二和向台店

埼玉県 FUDGE

Biople By コスメキッチン 大宮ルミネ

PLAZA ルミネ大宮

ショップイン 大宮

ショップイン 川越

東急ハンズ 大宮店

東急ハンズ ララポート富士見台店

ロフト 新三郷店

ロフト 大宮店

ロフト 上尾店

ロフト 川越店

ロフト 所沢店

ロフト サイタマ新都心店

ロフト 浦和店

ロフト 川口店

ロフト 鷲宮店

ロフト 大宮宮原店

ローズマリー 新所沢店

ローズマリー コクーン店

アインズ&トルペ 川口キャスティ店

アインズ&トルペ グランエミオ所沢店2F

アメリカンファーマシー エキュート大宮店

イオンボディ レイクタウン店

アーバンコンフォート 志木店



関東地方

東京都

Biople By コスメキッチン 新宿ルミネ アートマン 聖蹟桜ヶ丘店

Biople By コスメキッチン 丸ノ内グランスタ アートマン 府中店

Biople By コスメキッチン 錦糸町ルミネ アートマン 新百合ヶ丘店

Biople By コスメキッチン ルミネ荻窪 アートマン 多摩センター店

Biople By コスメキッチン 町田マルイ アートマン 調布店

PLAZA ルミネ新宿 ローズマリー 池袋店

PLAZA 玉川高島屋S.C ローズマリー 吉祥寺店

PLAZA ルミネエスト新宿 ローズマリー 調布店

PLAZA アトレ恵比寿 ローズマリー 日比谷店

ショップイン アトレ恵比寿 ローズマリー ヒバリヶ丘店

ショップイン 赤羽 アインズ&トルペ 原宿 クエスト店

ショップイン オ茶ノ水 アインズ&トルペ 自由ガ丘店

ショップイン 北千住 アインズ&トルペ 池袋西武店

ショップイン 国分寺 アインズ&トルペ 東京駅店

ショップイン 錦糸町 アインズ&トルペ 丸井錦糸町店

ショップイン ラクーア アインズ&トルペ 渋谷センター街店

ショップイン 銀座インズ アインズ&トルペ 新宿東口店

ショップイン 池袋マルイ アインズ&トルペ 北千住マルイ店

ショップイン 阿佐ヶ谷 アインズ&トルペ 銀座マロニエゲート店

ショップイン 有楽町 アインズ&トルペ 小田急百貨店町田店

ショップイン 池袋ショッピングパーク アインズ&トルペ 丸井吉祥寺店

ショップイン 新宿ルミネ アメリカンファーマシー 渋谷ヒカリエShinQs店

ショップイン CetR小田急百貨店新宿 アメリカンファーマシー アトレ品川店

東急ハンズ 新宿店 メイクアップソリューション 新宿店

東急ハンズ 渋谷店 アーバンコンフォート 有楽町店

東急ハンズ 池袋店 アーバンコンフォート 新宿マルイ店

東急ハンズ 銀座店 MS-Style 表参道店

東急ハンズ ララポート豊洲店 MS-Style 池袋店

東急ハンズ 北千住店 MOROBITO

東急ハンズ 東京店 tiffa

東急ハンズ ハンズビーフレルウィズ自由ガ丘店 諸田奈美

東急ハンズ ララポート立川立飛店 Lugy

東急ハンズ 国分寺店 Un nuage

ロフト 池袋店 hair petite

ロフト 渋谷店 TIECHEL

ロフト 吉祥寺店 matthew

ロフト 二子玉川店 chobii

ロフト 立川店 Hair Salon BOTTOMS

ロフト 町田店 BRILLIANT

ロフト ルミネ立川店 MILLE

ロフト 銀座店 tete coquette

ロフト 東京ソラマチ店 tete nico

ロフト 新宿ミロード店 BELLA

ロフト 経堂店 LANVERY

ロフト 国分寺店 株式会社ストリングス

ロフト 北砂店 FORTE

ロフト 丸ノ内店 FORTE GINZA

ロフト 大井町店 NEXT HARAJUKU

ロフト 新･サンシャイン店 FORTE Lei AOYAMA

ロフト 上野店 FORTE 表参道店

ロフト 亀有店 ニュアンス表参道店

ロフト 八王子店 SPARKLING DAYS

ロフト 武蔵境店 テノハアンドスタイルストア

ロフト ラクーア店

ロフト 大塚店

ロフト 大森店

ロフト 木場店

ロフト 南大沢店

ロフト 葛西店



関東地方

神奈川県

Biople By コスメキッチン 相鉄ジョイナス ロフト 横浜港北店

Biople By コスメキッチン 小田原ラスカ ロフト 東戸塚店

Biople By コスメキッチン アトレ川崎 ロフト 新横浜店

PLAZA ルミネ横浜 ロフト 橋本店

ショップイン 横須賀モアーズシティ ロフト 小田原店

ショップイン 溝ノ口 ロフト 相模大野店

ショップイン 町田 ロフト 武蔵小杉店

ショップイン 藤沢 ロフト 大和鶴間店

ショップイン CetRグランツリー武蔵小杉 ローズマリー 橋本店

東急ハンズ ララポート横浜店 ローズマリー 相模大野店

東急ハンズ 川崎店 アインズ&トルペ マルイシティ横浜店

東急ハンズ 横浜店 アインズ&トルペ コレットマーレ桜木町店

東急ハンズ ララポート湘南平塚店 アインズ&トルペ 横浜ジョイナス

東急ハンズ アトレ川崎店 ミュゼ ミュゼトレッサ横浜店

ロフト 横浜店 kokoro

ロフト 川崎店 Cia birth 

ロフト 海老名店 AUTRE

ロフト 辻堂店 モフヘアサロン

ロフト 古淵店



中部地方

山梨県 愛知県

ロフト 甲府昭和店 Biople By コスメキッチン 名古屋ゲートモールタワー

total beauty salon KANEMARU 東急ハンズ 名古屋店

ロフト 名古屋店

長野県 ロフト 名駅店

東急ハンズ 長野店 ロフト 岡崎店

ロフト 上田店 ローズマリー 名古屋店

ローズマリー 松本店 インキューブ イオンモール名古屋茶屋店

andlife メイクアップソリューション 星ヶ丘店

sLeep オンセブンデイズ 豊川店

オンセブンデイズ 曙店

新潟県 オンセブンデイズ 長久手店

ロフト 新潟店 オンセブンデイズ 西尾店

PUKAhair オンセブンデイズ 前山店

オンセブンデイズ 半田店

オンセブンデイズ 安城今池店

park

富山県 Jacob hair 

cinq salon DELA by afloat 

sun hair attic Micro hair salon

BAN hair make mine

OSAGE 美容室M

an ami Ohwaki Lab. beauty apartment

kilto O（オー）

石川県 静岡県

Biople By コスメキッチン 金沢Rinto 東急ハンズ 静岡店

東急ハンズ 金沢店 ロフト 浜松店

ロフト 金沢店 ロフト 静岡パルコ店

Hair garden Rold 野々市店 ロフト 三島店

And hair dressing Hair salon Brillant 

FORTE by afloat

福井県 LUMINAS by FORTE

ロフト 福井店 HAIR&MAKE flap

FORTE PALS店

FORTE 掛川店

FORTE 焼津店

岐阜県 FORTE 城北店

ロフト 岐阜店 FORTE 榛原パームス店

オンセブンデイズ 東島店 フォルテ 草薙店

フォルテ 中田店

FORTE 島田店

FORTE 藤枝エピ店



近畿地方

三重県 兵庫県

東急ハンズ 桑名店 東急ハンズ 三宮店

ピークス 東急ハンズ 姫路店

東急ハンズ アマガサキキューズモール店

滋賀県 ロフト 神戸店

ロフト 大津店 ロフト 西宮店

イノブン イオンモール草津店 ロフト 西宮店

ロフト 姫路店

京都府 メイクアップソリューション 神戸店

ショップイン 京都 BRICK.S 

ショップイン 京都駅 cassia

ショップイン 河原町 hair design Jill

東急ハンズ 京都店 mod's hair 西宮店

ロフト 京都店

イノブン 四条本店 奈良県

イノブン 桂川店 東急ハンズ 奈良店

イノブン 高ノ原店 ロフト 生駒店

NEEZA atelierAK

和歌山県

Apa Apa

大阪府

Biople By コスメキッチン ナンバマルイ ロフト 千里万博店

Biople By コスメキッチン 大阪ルクア ロフト 天王寺MIO店

PLAZA ナンバシティ ロフト ルクア大阪店

ショップイン ディアモール大阪 ロフト クズハ店

ショップイン 天王寺ミオ ロフト 高槻店

ショップイン 心斎橋 ロフト 八尾店

ショップイン 天王寺 ロフト 堺店

ショップイン 大阪京橋 ロフト 大阪和泉店

ショップイン 甲子園 ローズマリー クズハ店

ショップイン 淀屋橋 ローズマリー スミノドウ店

ショップイン ナンバマルイ マツモトキヨシ ルクア大阪店

ショップイン 天満橋 メイクアップソリューション 守口店

ショップイン 梅田エスト メイクアップソリューション 堺店

ショップイン ナンバウォーク イノブン 京橋店

ショップイン クズハモール ailemer

ショップイン ルクア イーレ a Gland 梅田本店

ショップイン CetR阪急三番街 a Gland tetra 野田阪神店

東急ハンズ 梅田店 a Gland Cachette南船場店

東急ハンズ 江坂店 a Gland 吹田店

東急ハンズ 心斎橋店 hair design lab unite

東急ハンズ アベノキューズモール店 TRUNK

ロフト 梅田店 meguri

ロフト アベノ店 Hair Set Salon Pasqua

ロフト ナンバ店 RIMIE(リミエ)



中国地方

四国地方

鳥取県 広島県

ロフト 米子店 Biople By コスメキッチン エキエ広島

COSTVISTA岩崎 ショップイン 広島アッセ

東急ハンズ 広島店

岡山県 ロフト 広島店

ショップイン 岡山 ロフト 廿日市店

東急ハンズ 岡山店 ロフト 福山店

ロフト 倉敷店 ロフト 福山ポートプラザ店

ロフト 岡山店 ローズマリー 広島店

ロフト 津山店

TOUJOURS 

ミスタイルカトテ

島根県

べっぴんてん

香川県 徳島県

ロフト 高松店 ロフト 徳島店

SUNQ ロフト ユメタウン徳島店

FELUCE hair atelier

愛媛県 Noelle

東急ハンズ 松山店

ロフト 松山店



九州・沖縄地方

Copyright ©Lycka All Rights Reserved

福岡県 大分県

Biople By コスメキッチン 福岡天神街 東急ハンズ 大分店

東急ハンズ 博多店 ロフト 大分店

ロフト 天神店 ローズマリー 大分店

ロフト 小倉店 コスメドラッグファン ユメタウン別府店

インキューブ 天神店 Almo design

インキューブ サンリブシティ小倉店

インキューブ 香椎浜店 宮崎県

ハビタ 筑紫野店 ハビタ 宮交シティ店

ハビタ 久留米店 REAN hair

ハウズ 太宰府店

ハウズ 久留米店

ハウズ 伊都店

アーバンコンフォート 福岡店 鹿児島県

Lanai hair make space 東急ハンズ 鹿児島店

momento ロフト 鹿児島店

Juno OFFICE

佐賀県 Drops 

ロフト 佐賀店 nicotto hair garden

ハビタ 佐賀店

長崎県

東急ハンズ 長崎店

インキューブ サセボ五番街店

熊本県 沖縄県

東急ハンズ 熊本店 東急ハンズ 宜野湾店

ロフト ユメタウンハマセン店 東急ハンズ 那覇店

ローズマリー 熊本店

インキューブ イオンモール熊本店

ハビタ イオンモール熊本店

ハビタ 上通店

ハビタ ハマセン店

ハビタ 光ノ森店

ハビタ 宇土シティ店

ハビタ サンピアン店

ハビタ 大江店

ハウズ 熊本店

HAIR&エステ NATURAL

TRUCK

balcony. 


