
［掲載内容について］ 情報は2021年9月1日（水）現在のものです。

※掲載内容は有楽町マルイのみ有効です。 ※写真・パースはイメージです。 ※リーフレット内容は予告なく変更になる場合が
ございます。 ※混雑時は整理券を配布させていただく場合がございます。
新型コロナウイルスに関する政府・行政の要請により、インクルージョンフェス・イベントなど、予告なく変更、中止となる場合がございます。

［営業時間］午前11時 → 午後8時　※営業時間は変更になる場合がございます。

●この冊子は環境に配慮した用紙を使用しています ●この冊子は、わかりやすく、読みやすく、間違えにくいユニバーサルフォントを使用しています

参加する

インクルージョンフェス2021秋
店内スマホスタンプラリー

ショップやイベント会場にあるQRコードを読みとって、
お店で「優待クーポン」プレゼント！

クーポン引き換え場所：1階店頭　クーポン有効期限：2021年9月9日（木）～30（木）

※プレゼントはおひとり様１回限りとさせていただきます。　※企画内容は世の中の状況や諸般の事情により予告なく変更になる場合がございます。
※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■クーポンご利用時の注意事項■
※有効期限内に交換・ご利用ください。　※釣銭の支払い及び現金とのお引換えはできません。　※複数枚合算や他のクーポンとの併用はできません。　
※クーポンの盗難・紛失に対して、発行者は一切の責任を負いません。予めご了承ください。
※状況によって内容が変更される場合がございます。予めご了承下さい。

まずは、アプリをダウンロード１

アプリを起動して
「公開中」のタブより参加する
ラリーを選択

「参加する」ボタンを押し、ボタンの
名称が「スタンプカード」に
切り替わったら参加完了

2

3

スタンプカードに表示された
チェックポイントを訪れ、
そのボタンを押す

4

チェックポイントの内容に共感したら
アプリ内の「スタンプ取得」ボタンを
押してカメラを起動させて、店頭にある
「QRコード」を読み取ってください

5

スタンプカードに
スタンプが押印されます

5つのカテゴリー中、
3種のスタンプを集めたらOK！

6

7

特典GET！
5つのカテゴリーのうち3つ分の
カテゴリースタンプを集めたら
税込5,000円以上で使える

500円分のクーポンプレゼント!
※詳しい条件はクーポンをご確認ください

公開中ラリー

スタンプカード

スタンプ取得

1 2

3

5

4

スタンプ取得

1 2

3

5

4

※カテゴリーの詳細は、ラリー内の
　ショップ案内に表示されています
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一人ひとりのしあわせを共につくる

将来世代との未来を共につくる

回収衣類はどんなもの？
衣服交換会から考える SDGs

本年、7月開催の本学学生24名による「EjoiN」の様子と
回収データの分析結果を紹介
実施場所：2F エスカサイド

LUTEN

EDWINの廃棄予定のデニムを使用しアパレルデザイン
科の学生が企画制作しました。
実施場所：3F エスカサイド

SDGsに関するこれまでの活動を
パネルにして紹介しています。

4階と7階にて東洋英和女学院の生徒さんのお取り組み
をぜひご覧ください。
実施場所：4F エスカサイド、7F エスカサイド

※2021年7月16日 読売中高生新聞

Think Colorfully Draw Our Future

湘南から世界に大きなムーブメントを起こすグループ
NAMIMATIを知っていますか？
実施場所：5F エスカサイド

ダイバーシティサロン
by keuzes

多様なジェンダーの商品やサービスを展示と共に日替わ
りのキャスト達と話せるサロン。
日時：9/10(金)～9/12(日)　
実施場所：7F みんなのオーダーby VISARUNO内

PiiMo（ピーモ）による
買い回り移動サービス

安全・快適な買い回り移動サービスが無料で体験できます。
日時：9/9(木)～9/11(土)　
実施場所：1F エントランス　
技術協力：パナソニック

PLUS IDEAL
パンプス受注会

セミオーダーで豊富なサイズ、左右違いも対応。自分に
合ったサイズがみつかります。
実施場所：2F Fit Salon by ラクチンきれいシューズ内

この暑さ異常です！
未来のために熱くなりませんか？

2030年未来のためにあなたができることここで見つか
るかもしれません。
実施場所：7F みんなのオーダーby VISARUNO内

いままでになかった体験を
さぁ、あたらしい展示会の世界へ

持続可能を大前提とした「モノ作り」。ブランドや職人達
の「モノ作り」の想いを感じてください。
日時：9/1(水)～9/30(木)　
実施場所：7F 特設会場

May ii（メイアイ）アプリで
SDGsを学ぼう

SDGsが学べるコンテンツをアプリで配信中！詳細は
ブースのパネルをご覧ください。
実施場所：4F エスカサイド　
協賛企業：大日本印刷（株）

EVENT
INFORMATION

イベント インフォメーション

開催期間 9/9（木）～9/15（水）
※一部日程が異なるイベントもございます。

文化学園大学 文化服装学院

PiiMo移動体験 PLUS IDEAL

May ii Sustainable Department

su-re.co keuzes4F 東洋英和女学院 中学・高等部、7F 東洋英和女学院大学 NAMIMATI

みんなの
機会を守る

限りある
資源を守る

みんなの
暮らしを守る

みんなの
環境を守る

人生の
豊かさを知る
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こだわりの溢れる
ブランドのご紹介

「こんなの欲しかった！」と思わず言ってしまうモノを作っ
ているブランドをセレクトしてご紹介しています。
実施場所：5F 特設会場

インクルージョン×将来世代を紡ぐ起業家 feat.taliki
～食からはじめる私たちの未来～

社会課題解決に向け活動する将来世代の起業家5名がtalikiプロデュースの元 合同POPUP SHOPを期間
限定で開催
日時：9/10(金)～9/12(日)　実施場所：有楽町マルイ 1F カレンダリウム　協賛企業：（株）taliki　
出店企業：①ブイクック ②カザミドリ ③ラヴィストトーキョー ④ディーリンクストロー ⑤モアイング

共創のプラットフォームをつくる

ヴィーガンスイーツ食べ比べBOX
vee ga boo

私たちのサービスをご紹介します！インスタフォローで
おいしいプレゼントも！
実施場所：5F 特設会場

骨格スタイル診断

身体の質感やラインの特徴から骨格タイプを診断し、ド
レススタイルをご提案します。参加費無料。
日時：9/11(土)・13(月) 12：30～ 14：00～ 15：30～ 17：00～
実施場所：2F ドレニ　ドレニホームページより要予約。

地球にやさしい暮らし
はじめませんか？

丸井グループの地球環境に対する取組みのコーナーで
す。みんな電力について解りやすくご案内しています！
実施場所：4F 特設会場

開催期間 9/9（木）～9/15（水）

みんな電力

vee ga boo

サマンサグリーン

Q-SUI

ドレニ

ロスフラワー（ラリー引換所） ５PM Journal この指とーまれ！

食からはじめる私たちの未来

ペットボトルごみをなくすための
サービス「Q-SUI」

身近なことから、できることから。Q-SUIと一緒にプラス
チックフリーな生活をはじめてみませんか？
実施場所：4F 特設会場

環境に配慮した
新ラインのファッション

「自然体の心地よさ」をコンセプトに、天然素材や廃棄され
る食品を染料に用いた素材を使用したウェアや雑貨を展開
日時：9/13(月)～10/8(金)　
実施場所：1F カレンダリウム

（株）リン様と有楽町マルイによる
ロスフラワーによるコラボ演出

イベント中止で廃棄予定だった花や印刷会社で廃棄予
定の紙を新たにリデザインし、ワクワクする空間に蘇らせ
ました。
実施場所：1F 店頭

① ②

③

⑤

④

この指とーまれ！

丸井グループが提供する未来志向のコミュニティプラット
フォームです。Twitterのフォローの方に数量限定でフリ
クションボールペンをプレゼント
9/11(土) 11：00～19：30　実施場所：正面 エントランス前
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ロスフラワー
(ラリー引換所）

この指とーまれ！この指とーまれ！

アイカサアイカサ

アイカサアイカサ

アイカサアイカサ

WashWash
エントランス
・PiiMo移動体験
エントランス
・PiiMo移動体験

みんなのオーダーby VISARUNO内
・Keuzes
・su-re.co

みんなのオーダーby VISARUNO内
・Keuzes
・su-re.co

みんなのフィッティングルームみんなのフィッティングルーム

4F 特設会場
・みんな電力
4F 特設会場
・みんな電力・Q-SUI・Q-SUI

May iiMay ii

5F 特設会場
・vee ga boo
・５PM Journal

5F 特設会場
・vee ga boo
・５PM Journal

NAMIMATINAMIMATI

7F 特設会場
・Sustainable Department
7F 特設会場
・Sustainable Department

東洋英和女学院大学東洋英和女学院大学

tsumiki証券tsumiki証券

1F カレンダリウム
・食からはじめる私たちの未来（9/10～12）
・サマンサグリーン（9/13～10/8）

1F カレンダリウム
・食からはじめる私たちの未来（9/10～12）
・サマンサグリーン（9/13～10/8）

ドレニドレニ PLUS IDEALPLUS IDEAL

文化学園大学文化学園大学

文化服装学院文化服装学院

東洋英和女学院
中等部・高等部
東洋英和女学院
中等部・高等部

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

イベント開催場所＆フロアマップ
各フロアに「イベント」や「展示スペース」もご用意していますので、是非ご覧くださいませ。

店内QRラリーは全フロア各ショップ100カ所以上の参加テナントがございます。

お好きな箇所をお廻りください。
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［掲載内容について］ 情報は2021年9月1日（水）現在のものです。

※掲載内容は有楽町マルイのみ有効です。 ※写真・パースはイメージです。 ※リーフレット内容は予告なく変更になる場合が
ございます。 ※混雑時は整理券を配布させていただく場合がございます。
新型コロナウイルスに関する政府・行政の要請により、インクルージョンフェス・イベントなど、予告なく変更、中止となる場合がございます。

［営業時間］午前11時 → 午後8時　※営業時間は変更になる場合がございます。

●この冊子は環境に配慮した用紙を使用しています ●この冊子は、わかりやすく、読みやすく、間違えにくいユニバーサルフォントを使用しています

参加する

インクルージョンフェス2021秋
店内スマホスタンプラリー

ショップやイベント会場にあるQRコードを読みとって、
お店で「優待クーポン」プレゼント！

クーポン引き換え場所：1階店頭　クーポン有効期限：2021年9月9日（木）～30（木）

※プレゼントはおひとり様１回限りとさせていただきます。　※企画内容は世の中の状況や諸般の事情により予告なく変更になる場合がございます。
※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■クーポンご利用時の注意事項■
※有効期限内に交換・ご利用ください。　※釣銭の支払い及び現金とのお引換えはできません。　※複数枚合算や他のクーポンとの併用はできません。　
※クーポンの盗難・紛失に対して、発行者は一切の責任を負いません。予めご了承ください。
※状況によって内容が変更される場合がございます。予めご了承下さい。

まずは、アプリをダウンロード１

アプリを起動して
「公開中」のタブより参加する
ラリーを選択

「参加する」ボタンを押し、ボタンの
名称が「スタンプカード」に
切り替わったら参加完了

2

3

スタンプカードに表示された
チェックポイントを訪れ、
そのボタンを押す

4

チェックポイントの内容に共感したら
アプリ内の「スタンプ取得」ボタンを
押してカメラを起動させて、店頭にある
「QRコード」を読み取ってください

5

スタンプカードに
スタンプが押印されます

5つのカテゴリー中、
3種のスタンプを集めたらOK！

6

7

特典GET！
5つのカテゴリーのうち3つ分の
カテゴリースタンプを集めたら
税込5,000円以上で使える

500円分のクーポンプレゼント!
※詳しい条件はクーポンをご確認ください
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