
「好き」を応援チケット 
インクルージョンフェス2022Autumn

インクルージョンフェス開催期間中、対象ショップ(カタログ掲載ショップ）にてエポスカードの
クレジットで「商品」のご購入や「サービス」のご利用等税込3,001円以上で、

〈優待クーポンご利用のご注意〉※有楽町マルイ、北千住マルイ、錦糸町マルイ店限定クーポンになります。　※現金との引換えはできません。本券のご利用でつり銭は出ません。
※エポスカードのクレジット（1回・分割・リボ・ボーナス払い）のご利用が対象です。※こちらのクーポンはインクルージョンフェス参加ショップのみ対象とさせていただきます。（一部対象外あり）　
※その他、詳しい運用については、優待クーポン記載の内容をご確認ください。

200円の有楽町マルイ限定お買物クーポンをプレゼント！

［掲載内容について］
情報は2022年9月1日（木）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30分　※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。

丸井グループ
共創経営レポート
2021

詳しくはこちら 

●期間：9/1（木）-9/11（日）　●お渡し場所：有楽町マルイ1F店頭にて

●期間：9/1（木）-9/11（日）　●お渡し場所：有楽町マルイ各ショップにて
SNSダブルフォローキャンペーン

有楽町マルイ
北千住マルイ
丸井錦糸町店

限定

有楽町マルイ
参加店舗限定

有楽町マルイの「公式インスタグラム」と各ショップの「それぞれのSNS」をフォローしていただくと、

※フォローされた画面を提示でOK！　※こちらのキャンペーンは、参加ショップが限定されております。

もれなくその場で使える

500円優待クーポン(税込3,001円以上で使用可）をプレゼント！
エポスカードのクレジットご利用で2022/10/1（土）～10/31（月）まで使える

てエポスカ ドの

見本

1F レディスファッショングッズ
マルイ公式 Instagram

有楽町マルイ
公式 Instagram

イベント開催場所＆フロアマップ

将来世代
商品展示コーナー

EDWIN®×
文化服装学院

カレンダリウム2
・KOREAJU

受付・案内所受付・案内所

上り

上り

上り

上り

1F 2F 3F

5F 6F 7F
上り

アイカサ NAKED花診断

アイカサ

・シツラエ
・ハクロ コンセプトショップスFlower 

Photo Spot

アイヌのアットゥシ織
エスカサイド特設会場 ORIKAGO

特設会場

インクアート
特設会場エシカルな暮らし

特設会場 KANKAKU
FACTORY
特設会場

カレンダリウム3
・SHOLAYERED

みんなエアー

カレンダリウム
・taliki

アイカサ

和柄エプロン
（Cerisiers）
特設会場

・Fairy Forest
・HATENA-COLAB
特設会場
ゴルフィング（9/11のみ）

Dr.stretch体験会 
特設会場

Relax

 Love
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Beauty
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｢好き！｣は
地球や人に

私の

やさしい！
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最短1週間から、スマホでマルイ店舗にカンタン出店

出店をお考えの方は
今すぐマルイのサイトへアクセス！

マルイの出店サービス“OMEMIE”では、煩雑な準備や店舗業務も安心サポート。
どなた様も気軽に、1週間単位からオンラインで出店相談が可能です。
出店者様、お客様との新しい出会いをお待ちしております。

コンセプトショップスは、ECサイトからリアルな世界にやってきた話題のモノやコトであふれています。

ここには、いつきても新しい「いらっしゃいませ」があります。

コンセプトショップスでは、「人や地球」にやさしい、
環境に配慮した売場づくりを目指しています。

健やかに、心豊かに、美しく。

作り手の想いにあふれた一つひとつの商品が紡ぐ物語。

心が動くアイテムを見つけたら、実際に見て、触れて、

その魅力を五感で感じとってください。

廃棄されてしまう花「ロ
スフラワー」に新たな命
を吹き込んでつくりあげ
たフォトスポット。

ハロー、新つながり ！

2F

Art
使用済みの石炭灰に
コーヒーの使用済み豆
等の廃棄物を使用した
再生材パネル。

Wall
廃棄されたビニール傘
のビニール部分を再生
材として使用したブース
サイン。

Signs
間伐材を圧縮加工して
つくられたパネル材を使
用したBOX什器。

Box

NAKED FLOWERSのフォトスポット。
質問に答えると診断結果に沿った全12種類の花から
あなたに合った花とその花言葉が贈られるパーソナル
アート体験が作られます。美しい花の世界に包まれる
体験をしてみませんか？

NAKED花診断

株式会社RIN監修のロスフラワーを使用したフォトス
ポット。天井の大きなフラワーは、下から覗くと自分が
お花に包まれたような写真に！
自由に撮影することができるので、自分のお気に入り
の1枚をぜひ撮りにきてください。

Flower Photo Spot

0201
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その好奇心は、新たなスタート。
KOMEHYOがお届けする、ブランドやリユースの世界への入
口となるコンセプトショップです。

出店期間：2022/7/3（日）～2023/1/9（月・祝）

START KOMEHYO

ルービックキューブ型の完全無人セルフエステ＆フィッ
トネス。ボックスの中には人気のエステとフィットネス
マシンを完備し、好きなメニューが受け放題です。

常設店舗

Watashino BOX

効率よくタンパク質をお肌にとり込むことで保湿と肌サイクル
を見直します。誰もが憧れる凛とした「無垢肌」になるために
MUQURUで“無垢る”

出店期間：9/1（木）～9/30（金）

MUQURU

ニッポン放送のブース内では、「環境月間」と題
し、ニッポン放送がこれまで取り組んできた
SDGｓの取り組みを展開いたします。

出店期間：9/1（木）～9/30（金）

ニッポン放送 楽しくアクション！SDGs

～これからのスタンダード～ 
AOYAMAは今の時代の「働き方」にふさわしいビジネス
ウェアのスタンダードをあなたと一緒につくっていきます。

出店期間：9/8（木）～9/25（日）

青山商事

SHOP LINE UP
期間限定ショップのご紹介。

1F わたしの「好き！」を見つけよう。

可愛い カッコイイ 楽ちん美味しい シンプル・ベーシック

メデュラ

あなたの髪や肌だけでなく
地球や環境も美しく

毎日サロン帰りのようなツヤ髪に！あな
た専用のオーダーメイドヘアケアプログ
ラムを特集。シャンプーやローションの使
用済みボトルを回収し新たな資源や製
品。店頭お持ち込みで割引券プレゼント！

レルボラリオ

華やかな香りとパッケージ、
エシカルなものづくり

自然がもたらす美しさをすべての人に。
エシカルに作られたナチュラルコスメを
イタリアよりお届けします。

ジョンマスターオーガニック

ウォッシャブルペーパー素材の
ラッピングバッグ

環境に負荷を与えないものづくりの進
め、カードケースやコスメケースとして、
お客さまのアイデアでリユースいただけ
るようなデザインを採用しています。

オーライト

コーヒー豆から、きれいはめぐる。 
Together Greener

自然から学び、自然を作る。
地球上のものを等しく大切に。
CO₂排出量ゼロを目指すヘアケアブラン
ド「O'right」

ファンケル

FANCLリサイクルプログラム
～花と緑を広げよう～

スキンケア用品や健康補助食品を取り
扱っているファンケルではお客さまから
使用済みの化粧品容器を一部の店舗で
回収し植木鉢にリサイクルしていきます。

DAYLILY

大切な身体を整える
「おまもり」としての漢方

台湾発、女性のための漢方を中心とした
ライフスタイルブランド「DAYLILY」毎日
変化する女性の身体と、その時々のライ
フスタイルに寄り添っていきます。

PHOEBE BEAUTY UP

ショッパーレスキャンペーン

マイバッグ持参の方（ショッパーなしで
商品お渡しのお客さま）にはレジにて
100円割引させていただきます。

LUSH

風呂敷からインスピレーションを
うけて生まれました

何度も使えてゴミのでないギフトラッピ
ング。数ヶ所結べばエコバッグとしても使
えます。

0403
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アテニア

毎日のクレンジングで
エコ活始めませんか？

高品質な商品とリーズナブルに対応。ま
た、キャップ部分の一部にペットボトル
キャップによる再生樹脂を使い、プラス
チック量約85%削減しております。

ララヴィ

シンプルなのに満たされる
スキンケア

ボタニカル美容オイルと高機能美容成分
を融合させることで、うるおいで満ちた
たおやかな素肌へ導きます。

エトヴォス

暮らしを豊かにするアロマと地球に
やさしいディフューザー

国産ヒノキの間伐材のみ使用したディ
フューザーで火や電気を使わずにアロマ
の香りを楽しめるセット。

オルビス

シンプルに心地よく

デザインはシンプルかつ実用性を追求
し、省資源・ゴミの減量化の両立と日常
での使いやすさにこだわっています。

アガット SuiSavon-首里石鹸-

リファインドアンバー

小さな原石のかけらさえも余すところな
く加工できるリファインドというサスティ
ナブルな技術。

エヌ オーガニック

植物由来のオーガニック成分で
お肌に優しいスキンケア

自然の力で素肌と、心を美しく導く。
新・自然派スキンケアブランド。ローショ
ン・セラムの空き瓶を、有楽町マルイ店内
の床やシンク等にリサイクル利用してい
ます。

ブルーム

ゴールド・プラチナ下取り＆
リフォーム

「私らしい私を演出するジュエリー」がコ
ンセプト。また、下取りサービスとして金・
プラチナをその場で換算し、当店でお買上
げいただく代金の一部として使用できま
す。※下取りはK9・プラチナ850以上です。

サマンサシルヴァ by サマンサティアラ

環境に配慮した
ショッピングバッグ♪

「今欲しいもの。私が可愛いと思うもの」と
いうコンセプトのもと、毎日を彩るジュエ
リーを展開。適切に管理された森林の木
材から生産された紙を使用しており100%
プラスチックフリーを実現しています。

エイチアンドエフ ベルクス

毎日使いたい！
シンプルなガラス製タンブラー

体に優しいルイボスティーとノンカフェ
インティーの専門店。茶こし付のタンブ
ラーは耐熱性なのでオールシーズン大活
躍！お気に入りのお茶を作って脱！ペッ
トボトル。

レスポートサック

サスティナブル素材を使用した
新しいブラックソリッド

製造工程で出る廃材を加工したナイロン
糸を使用。ベーシックなブラックソリッド
でサスティナブルを身近に。

L.A.H.

ありのままの魅力、「経年美化」を
楽しむジュエリー

シルバーは使い込むほどに味がでて魅力
的に。手入れをすれば何度でも輝きが戻
るサスティナブルな素材です。

カナル４℃

倫理や環境、人権に配慮した
RJC認証企業

品質・デザインはもちろん、紛争や児童労
働によらないクリーンな調達で心を満た
すジュエリーをお届けします。

ジェラート ピケ

"大人のデザート"を
コンセプトにしたルームウェア

環境に配慮した素材を使用し、さらに着
心地にまでこだわりました。幅広い世代
の方へお部屋の中のファッションを贈り
ます。

エポス

エポスカードでできる
社会貢献

エポスカードを通して社会貢献しません
か。国内外の団体を選び、貯まったポイ
ントで寄付ができます！！

tsumori chisato CARRY

加工の過程で廃棄されてしまう林檎の搾
りかすを使った、ヴィーガンレザーを使
用したシリーズです。

レディスファッショングッズ

化粧箱にサトウキビのカスから
生まれたバガス紙を使用

砂糖生産の副産物「バガス」を、木材パル
プの代替原料として使用し森林資源を保
護することに貢献しています。

わたしの「好き！」を見つけよう。

可愛い カッコイイ 楽ちん美味しい シンプル・ベーシック1F

0605
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これから先も続いていく地球と社会の未来のために。
有楽町マルイは、お客さまと一緒にサステナブルな取り組みを進めています。

※2021年5月現在

再エネ
使用率

※20年7月～21年3月計

手さげ袋
辞退率

ドレニ　ショールーム

お呼ばれされたら賢く
今一番着たいドレスをレンタル！

ドレスが必要な時にレンタルで利用で
き、「無駄なく」「楽しく」地球と共存する
選択肢を提案いたします。

あしながおじさん/サヴァサヴァ

長く使える上質なレザーシューズ
“apres”

貴方の足元を素敵に演出する大人の女
性のための靴。また、レザーワーキンググ
ループ認証のタンナーで生産した革を使
用。地球環境に配慮した靴作りを推進し
ます。

卑弥呼

LGW認証取得
サスティナビリティレザー

卑弥呼では、国内で唯一LGW認証を受
けたタンナーで生産されたレザーの商品
を増やしています。サイズ展開を21.5cm
～26cm（商品により異なる）と幅広くご
用意しています。

イーボル

森林管理認証製品の
ショッパーを利用

流行を取り入れつつも、リーズナブルで
ありその時代の女の子をリアルに表現す
るブランド。FSC森林認証によって森林
が守られ、森林の破壊や劣化を招くこと
なく木材消費が進む事を目指します。

ル タロン プリュ

身に着けることでなりたい
"自分らしさ"が完成する

気分の上がるデザインと履き心地にこだ
わったラインナップ。いつもの私をアップ
デートする靴を取り揃えております。

エイゾーコレクション

海外でも雇用を生み出しています

時代を生きる洗練された女性達のため
の靴をご提案。また人にも優しく国内は
もちろんベトナムにも工場を持ち、約
250名の地元の方が靴の生産をしていま
す。

ジェリービーンズ

自分だけの
カスタムオーダーシューズ

お好きな組合せで作れるオリジナル
シューズ。環境に配慮したサステナビリ
ティ素材をアッパーに使用しています。

イーエス（スニーカーショップ）

お気に入りの一足を
お手入れして長くキレイに！

日々の生活を足元から豊かにする自分自
身の一足が発見できるスニーカーのセレ
クトショップ。お気に入りの一足を長く履
いてもらいたい！という想いから、シュー
ケアのおすすめを行っています。

ミスターミニット

靴修理のお客さま
プレミアム靴みがきが50%OFF

ひとつひとつ大切なものだから。身の回
りのモノでちょっと困ったときに、気軽に
頼れる「修理・サービスの達人」がお店に
います。

カネマツ

修理しながら永く使える！
「環境配慮型アイテム」

履きごこち抜群なのに環境に優しい物作
りを実現。新商品「かねまつラボ」。通常
出る汚水+汚水処理エネルギーを削減し
たレザーを採用。

ラブティックボンボン

良い事をしてる気持ちになれる
脚長効果抜群スカート

形がきれいでシワになりにくいオール
シーズンスカート。素材にリサイクルポリ
エステルを使用したスカートで環境にも
やさしい。

フィット サロン by ラクチンきれいシューズ

「履き心地」と「サステナブル」を
両方かなえるパンプス

19.5～27.0cmのサイズ展開。ペット
ボトル再生糸を使った、軽くてやわらか
い素材なので、痛くなりにくいのが特徴
です。

ラウナレア

地球にも足にも優しい
“Launalea rich”

足が触れるインナーにエコ素材（エコ
テックス®）を使用した、やみつきな履き
心地のパンプスコレクション。

お掃除ロボちゃん
人とロボットが共に成長する店舗の

創造に向けて

お掃除ロボちゃんを人のパートナーとして捉え、時代の
流れとともに変化する社会的課題に貢献しています。
時 フ々ロアを巡回してお掃除をしてくれます。

実施場所：5F

有楽町マルイのTOPIC

可愛い カッコイイ 楽ちん美味しい シンプル・ベーシック

わたしの「好き！」を見つけよう。2F
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ラリン

ボタニカルの力で潤う
ヴィーガンコスメもご用意！

自然と共にキレイになる。やさしさに満
たされるヴィーガンコスメ。動物性不使
用なのに厳選された植物エキスをたっぷ
り配合で水々しいお肌に導きます。

差し替え

ルミノーゾ・コムサ

働く女性のニーズに応える
ファッションを提案します

日本で働く女性たちに、もっとときめき
を！ルミノーゾ・コムサでは、5号サイズ
～11号サイズまでお作りしております。

プロポーション アリュール

Petitesize～プロポが提案する
小柄ファッション～

身長150cm前後の低身長な方へ、エレ
ガンスもカジュアルも上品に使える低身
長コーデをプロポがご提案します。

リランドチュール

リアルタイムで動画を楽しめる
インスタライブの開催

部屋に居ながらとってもお手軽に最新
ファッションをコミュニケーションをとり
ながら配信を楽しめます。スケジュール
等は「公式サイト」にご確認ください。

アズ ノゥ アズ ドゥ バズ

全て、1点物。
AS KNOW AS Remake

新品の服とは違い、予想できない面白さ
があるリメイク服。そのままでは廃棄され
てしまう服に新しい価値を追加し、さら
に可愛く生まれ変わった商品を販売して
おります。

ブルックリン チャーム トウキョウ

豊富なデザイン・サイズから
作るアクセサリー

豊富なデザイン・サイズを取揃え、オン
リーワンのアクセサリーをその場でお作
りします。

スウィングル

リアルタイムで楽しめる
インスタライブの開催

部屋に居ながらとってもお手軽に最新
ファッションをコミュニケーションを取
りながらご購入いただけるので、遠距離
でも環境に負担をかけません。

アプワイザー・リッシェ

リアルタイムで動画を楽しめる
インスタライブの開催

部屋に居ながらとってもお手軽に最新
ファッションをコミュニケーションをとり
ながら配信を楽しめます。スケジュール
等は、「公式サイト」にてご確認ください。

ルクールブラン

店舗公式LINE@の活用

程よくトレンドを取り入れた上品で女性
らしい“大人のフレンチカジュアルスタイ
ル”を提案。店舗公式LINE@の運用で、
お客さまとのスムーズなやり取りが可能
となりました。

ドクターマーチン

誕生から60年、多種多様な人々に
愛されるブーツ

定番ブーツ「1460」は性別年齢趣味嗜好
に囚われないファッションアイテムとし
て愛され続けています。

ジョリッティカフェ

ローマが、世界が愛したジェラート

今日をがんばった自分へのご褒美に。
人生を変えるような出会いの片隅に。
儚いお別れのあとに…。
どんなあなたにも
ロマンチックなひとくちを。

アフタヌーンティー・リビング

ペットリサイクル素材を
使用したエコバッグ

CHERISH PALE BLUE DOTのおしゃ
れでカワイイ普段使いにオススメのエコ
バッグ。1枚お買上げにつき5円を森林保
全団体へ寄付。

カールパークレーン

地球環境に配慮したものづくり

女性らしい可愛らしさを忘れない活動ス
タイルブランド。作りすぎないMDにシフ
トし、リメイク商品の取り組みで新しいデ
ザインに生まれ変わらせ環境へ配慮しま
す。

オンデーズ

再生可能な原料トウゴマを配合した
環境配慮型メガネ

ファッション・ライフスタイルを彩るアイ
ウェアショップ。植物由来のバイオマス原
料のトウゴマは荒地でも育つため新たな
森林破壊につながらず再生可能な地球
にやさしいメガネです。

fitfit de marche marche

環境にやさしいエコソール
「クラフィットローファー」

海や川に発生する有害な藻を、ソールの
EVA素材に使用したローファー。クラ
シックでfitする履き心地。

可愛い カッコイイ 楽ちん美味しい シンプル・ベーシック

わたしの「好き！」を見つけよう。3F
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レッセ・パッセ

豊富なサイズ展開

トレンドをほどよく取り入れ、常に女らし
さや可愛らしさを忘れない服で、体型に
合わせてSSサイズ～Lサイズまで幅広く
取り揃えております。

ラグタグ

古着なのにハイクオリティ。
古着だからロープライス。

お客さまがもう着なくなったお洋服を捨
ててしまわず、大切にしてくれる方の手元
に届くようにと循環を担っています。ご利
用いただくだけでサスティナブルへ貢献
していただけます。

ジャスグリッティー

リアルタイムで動画を楽しめる
インスタライブの開催

家に居ながら、可愛い・カッコいい最新
のファッションをコミュニケーションを
とりながら配信を楽しめます。スケジュー
ル等は「公式サイト」にてご確認くださ
い。

カデュネ

リアルタイムで動画を楽しめる
インスタライブの開催

ワンランク上のおしゃれ、こだわりの素
材を利用した服を提案。インスタ配信で、
家に居ながらコミュニケーションできま
す。（※スケジュールは公式サイトにて）

ピンキー＆ダイアン

SSサイズの展開

華やかに艶やかに、大人の女性をより美
しく魅せる服。小柄な方やスレンダーな
方も体のラインにフィットしてお召しい
ただけるSSサイズをご用意しています。

マイストラーダ

リアルタイムで動画を楽しめる
インスタライブの開催

大人の女性に向けて日常をクラスアップ
させる個性的なリアルクローズを提案。ま
たインスタ配信ではコミュニケーションを
とりながら配信を楽しめます。スケジュー
ル等は「公式サイト」にてご確認ください。

ケイミー

技術の力で動物を守る
「アニマルウェルフェア」

「先端技術を使って、動物を犠牲にする
ことなく、生活を便利に華やかにしたい」
そんな想いから生まれたkay meのエシ
カル＆エレガントライン。

ドゥース ストロベリーフィールズ

ストロベリーフィールズの
サスティナブルな取り組み

CO₂を削減するフェイスカバーや土に還
るショッパーの採用、またプラスチックハ
ンガーの再利用など環境に配慮した取り
組みを行っています。

ルーニィ

LOUNIEオリジナル
高鮮度ブルゾンアウター

スポーティーなブルゾンも総レースデザ
インで上品な印象に。優しい色合いが甘
すぎず大人の女性にぴったりです。

カリテ

再成繊維を使用した
タイムレスなベーシックニット

トレンドに左右されない再成繊維を使用
したニット。長く愛用いただけるのでエシ
カルです。

インディヴィ

ちょっといいことプロジェクト
ドネーション企画

対象商品をご購入いただくと発展途上
国の恵まれない国や人々に対して寄付を
行える支援活動を取り組みます。

バンヤードストーム

環境への配慮と営業活動の両立

コンフォート・カジュアル・コンテンポラ
リーをキーワードに大人としての抜け感
や心地よさを両立するとともに、私たち
はマイバッグの利用を推進し環境への負
担を減らす活動を始めています。

ブラデリスニューヨーク

先着30名さま！
アルコールスプレーボトルプレゼント

先着30名さま限定で、フィッティング体
験をしてくださった方に、アルコールスプ
レーボトルをプレゼントします。

トリンプ

リサイクルナイロンを使用した
環境に配慮した素材使用

ナイロン糸の生産工程で出たナイロン屑
や縫製屑などを溶解し不純物を除去して
繊維原料にして使用。

プラステ

あなたの服を、社会のチカラに。
PLST Recycle

服の未来を考え、よりよい明日をつくる
ため、店頭でプラステの商品回収を行い
リユース、リサイクルにつなげている。

バイオレットジェム

シャンプー台で使う水から
こだわっています！

全シャンプー台にマイクロバブルをつけ
て、水だけで不要な汚れをきれいに流せ
ます。

4F 可愛い カッコイイ 楽ちん美味しい シンプル・ベーシック

わたしの「好き！」を見つけよう。
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フルールバイミントブリーズ

こころ、からだ、地球にやさしい
モリンガオイル配合

ボディクリームなどお肌にツヤやなめら
かさを与える栄養たっぷりで体にも環境
にもやさしいオーガニックモリンガオイ
ルを使用。

ディレイア ザ コスメ

世界全体の森林保全へとつなぐ
サプリメント

ヒト幹細胞コスメのパイオニア［ディレイ
ア］直営サロン。FSC認証パッケージを使
用したサプリ「ディレイアRエイジカプセ
ル」は森林保全へ貢献しています。

アーバンコンフォート

植物の力と環境に調和した
ケアプロダクト「lavita」

100％天然由来原料を使用したブランド。
他多数商品お取り扱いしています。

エステプロ・ラボ GINZA II

目的に合わせた
食事指導＆サプリメント提案

専任カウンセラーがお客さまのお悩みに
合わせた食事アドバイス、ファスティング
やサプリメント提案をします。

プロケアアイラッシュ

お肌にも環境にもやさしい、
メイク落とし

泡立て＆W洗顔不要。クレンジングも洗
顔も1本で叶う楽ちんアイテム。地球にや
さしい詰め替え用が登場。

アンフィニ（カラーフォーマル）

長く着られる服づくりの
サスティナブルファッション

フォーマルの場でのコミュニケーション
をもっと自由で気軽に楽しんでいただく
フォーマルウェア。環境負荷低減のため、
徹底した品質管理のもと、長く着られる
丁寧な服作りを行っています。

マリークヮント

事業活動を通じて持続可能な
社会の実現

ありのままの自分を表現し、今以上にいき
いきと輝いてほしいと想いを込められた
アイテム。環境面を配慮した包装資材の
選定。エコバッグの活用推進。省エネ型照
明の利用などの取り組みも！

ファス

やさしい世界へ
フィール ア シンプルスタイル

Feel a Simple Styleという新しいスタイ
ルのカットサロン。シャンプー無しのシン
プルなシステムでヘアカットとスタイリン
グを行う。水資源の節約で地球にもやさ
しい。

キューズ フォレスト

ドライヘッドスパは
上質な眠りをもたらし生活を豊かに

ドライヘッドスパで、目の疲れや肩こり、顔
のたるみ、免疫力向上など現代人が抱え
る悩みに寄り添い、健康と美をサポートし
ます。

R'sステージ

残布や端切れを使用した、
ミニチュアドレスの作製

デイリーフォーマルが晴れの日の舞台ま
で様々なシーンを演出できるパワードレ
ス。只今、アールズステージではドレスを
製造した際に出る残布を使いミニチュア
ドレスを作製し展示しPRに努めています。

エクスジェル シーティングラボ

「座る」お悩み相談会

触って、知って、実感できる。シーティング
アドバイザーがお客さまの座るお悩みを
カウンセリングし、座った際の圧力測定な
どが行えます。

ジンズ

新しい資源へリサイクル

メガネを通して美しくて豊かな人生を。機
能的でおしゃれなオリジナルメガネを取
り揃えるともに、不要なメガネの回収を通
し、リサイクルに取り組んでいます。

ワコール

捨てる。ではなく、新しく生かす

世界中の人々の「美しくなりたい」という
想いに応えるだけでなく、お手持ちの古く
なった、不要なブラジャーはリサイクルす
れば地球の資源として新しく生まれ変わ
ります。

東京ソワール

エコフォーマルフェア

エコフォーマル対象商品をお買い上げの
お客さまに再生ポリエステルを使用した
ティッシュケースを差し上げます。

ALBA歯科＆矯正歯科 有楽町マルイ

歯科診療が社会貢献に繋がる

最先端の医療機器を導入。売上の一部で
赤十字への寄付やベトナムに図書館設立。
今後も社会貢献に努めます。

ドクターストレッチ

ストレッチを通して
健やかな体に

初めて利用されるお客さま限定、通常
コースを半額で体験していただきます。

5F 可愛い カッコイイ 楽ちん美味しい シンプル・ベーシック

わたしの「好き！」を見つけよう。
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有楽町マルイのTOPIC

REST SPACE

有楽町マルイでは、各フロアのエスカレーターサイドに
個性的で、他ではあまり座ることがないようなユニーク
な形の椅子を設置して、皆さまがゆったりくつろいでい
ただける空間をつくっています。
皆さまが、広々とした空間に距離を保ちながらほっと一
息つける、そんな憩いの空間になれば幸いです。

2F

5F 6F 7F

ランバン コレクション/キャサリン ハムネット ロンドン シューズコレクション

何百種類にも及ぶ廃棄予定の
革を無くしたい

職人が少量生産で1つ1つ丁寧に作り上
げた「made in 調布」の革小物をお楽し
みください。

ディファレンス

サスティナブルで高品質な生地の
「ニュージーランドウール」使用

自社契約牧場は養蜂によるカーボン
ニュートラルを促進しております。周囲の
環境にも環境改善に寄与しています。

フープディ ドゥ

オフィスカジュアルにも適した
エコ素材スニーカー

見た目、シンプルなので、どんなシーンに
も活躍するシューズ。製造廃棄物を再利
用した撥水ナイロンや石油量を90％カッ
トしたアウトソールを使用し環境に配慮
しました。

ハイストリート

業界大注目のSorona生地と
待望の春コートコラボ

超軽量・高回復力・優ストレッチ“デュポン
ソロナ”とハイストリートとの環境に優し
いコラボが誕生。

ノルディックフィーリング

廃棄予定のコーヒー豆で染色
ヴィーガンレザーベルト

遊び心を持った気取らないスタイルで
かっこいいのに環境にも優しいスウェー
デンの腕時計ブランド「TRIWA（トリワ）」
がフードロスに着目した日本限定デザイ
ンです。

SURREAL“藍染”STORE

オーガニックラインの
POP UP STORE

ブランドデザイナーが1点1点染め上げた
本藍染アイテムが並びます。
場所：6F SURREAL

フレッドペリー

BCIコットン

フレッドベリーでは、現在ポロシャツなど
一部商品にBCIコットンを使用しておりま
す。

ABAHOUSE

RECYCLE CAMPAIGN

店舗で回収した服をリセールし、その資
金を子供たちの将来を支える活動に寄
付する取り組みをしています。

エクステッドラボ

4Lまでの大きいサイズを
取り揃えております

自分に合うサイズがあるか不安な方でも
安心してオシャレを楽しめる売場を目指
しています。

タケオキクチ

ビンテージ感だけでなく
クリーンな印象には理由がある

D-SPECというエコ染色技術で既存加工
に比べ、薬剤使用料50％減、水の使用量
40%減。再生ストレッチ糸使用。

コムサ ステージメン

スビンリサイクルオーガニック

環境に優しいエコ素材を使用したTシャ
ツ。シンプルなデザインかつ豊富なカラー
バリエーションでの展開。

SURREAL“藍染”STORE

6F 可愛い カッコイイ 楽ちん美味しい シンプル・ベーシック

わたしの「好き！」を見つけよう。
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ザ リトルブルックリン ダイカンヤマ

捨てないものづくり

流行に左右されないきらめきがある商品
がある。只今、余った革を捨てないで
ちょっとしたお洒落なアイテムにしてお客
さまにプレゼントします。

ムーヴ

腕時計の電池交換で
地球を緑化しよう

クォーツ時計に使われている酸化銀電池
を回収・資源化し、地球緑化の為の苗木
購入を推進しております。

SWEAT.jp（スウェットドットジェイピー）

「オリジナル商品」を作って
売るをお手伝い

オリジナル商品を1点から作成可能。欲し
いものを欲しいときに作ることで、無駄な
在庫リスクを減らし環境にも優しい。

ライオンハート

「エシカル」消費を実現する
合成ダイヤモンド使用

低価格でもダイヤ同様の輝きを放つ合成
ダイヤモンドのジュエリーは、「エコロ
ジー」「エシカル」な考え方の人に支持さ
れています。

バッグセレクト

SALZEN

内装には100%PETボトル（平均22本）か
らリサイクルされたナイロン生地を使用
し、国際的な認証機関のブルーサイン認
証を取得しています。

ネイキッド フラワーズ カフェ

環境に配慮した容器を使用した
サステナブルカフェ

分解して土に還る素材を使用した容器で、
身体にも優しいスムージーなどを展開。
カフェのみ利用も可能です！

ファブリックTOKYO

Fit Your Lifeを掲げお客さまに
寄り添ったオーダースーツブランド

オーダースーツはお客さまに合わせ商品
を作るのでお客さまにも環境にも配慮し
たサービスになっています。

楽座NFTマーケットプレイス・ギャラリーラボTOKYO

「アニメ×NFT」日本から世界へ
タイトル「傀 (KAI) 」

アーティスト・クリエイターのためのプ
ロジェクト。オリジナルアニメコンテンツ
今年公開。

EDWIN

「あなたのジーンズ返して
ください」キャンペーン

生地へのこだわり、履き心地の良さをプラ
スして、ファッション性の高いデニムを提
案するEDWINでは、穿かなくなったあな
たのジーンズをリサイクル技術により、再
びデニム生地に、そしてジーンズ製品に。

カメラのキタムラ

カメラ、レンズの買取
リユース販売

当店ではレトロでおしゃれなクラシックカ
メラから格好良いプロ用カメラまで買取
販売しリユースに貢献しています。

コレクティブ ディスティネーション

サステナブルに生まれ変わった
スタンスミス

100％リサイクル素材のスニーカーを販
売しております。

有楽町マルイのTOPIC

場所：1F インフォメーション、1F ルミネ側入口、インズ側入口

ビニール傘は1年間で約8,000万本も捨てられています。ビニール傘はビニールと金
属に分解しづらく、再利用につながりません。急な雨の日にビニール傘を買っていま
せんか？

ビニール傘の「使い捨て」をなくす
「アイカサ」

「シェア傘」サービスをはじめました。

日本初の傘のシェアリングサービス「アイカサ」
さまとコラボレーション。お財布にも地球にも優
しいシェア傘で雨の日を楽しく過ごしませんか？

MADOで館内の空気質計測を実施、「空気の見える化」で安心を創出します。

みんなエアー

実施場所：1F エポスカウンター

7F

8F

可愛い カッコイイ 楽ちん美味しい シンプル・ベーシック

わたしの「好き！」を見つけよう。
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taliki

インクルージョン×将来世代を紡ぐ起業家
feat.taliki

社会課題解決を目指す企業家が開催するtalikiプロデュースのPOPUP。
日時：9/10（土）～9/16（金）　実施場所：1F カレンダリウム1　協賛企業：（株）taliki
出店ブランド：①rosa rugosa　②INNOCECT　③GOOD COFFEE FARMS　④OYAOYA　⑤COVEROSS®　⑥daidai

① ②

⑤ ⑥

③ ④

エシカルな暮らし

累計1万人以上を動員した
大人気POP UPストアが有
楽町マルイに常設化！
人・動物・地球に優しい商品
の裏側をすべてお見せしま
す。体験・購入はもちろん、
試飲・試食なども楽しめま
す！ぜひお越しください。
実施場所：6F  イベントス
ペース

エシカルな暮らし
常設店舗

オープン記念祭

商品の素材・製造工程・
ストーリーなどが分か
りやすくまとまっている
ので、初めての方でもお
気に入りの商品に出会
えます。

各ブランドの魅力を
パネルで解説

裏側をすべて見せられ
るブランドが大集結な
ので、安心・安全をリア
ルに体験できます。

原材料を
見て・触れて・実感

できる

エシカルな暮らしを実
践しているスタッフが、
実際に商品を体験した
感想を元に魅力を伝え
てくれます。

エシ暮ら
スタッフによる
丁寧な説明

ブランドの創設者の方
と直接対話をすること
によって、より良い商品
開発につながります。

各ブランドとの
交流の場

シツラエ

～SHITSURAE～
アップサイクル
アクセサリー

廃材や端材の色味や質感・偶然で
きる重なりを活かし、アクセサリー
として新しい命を吹き込みました。
日時：9/6（火）～9/19（月・祝）　
11：00～20：00
実施場所：1F レディスファッショ
ングッズ

ハクロ

HAKUROが展開する
インセンスの世界

HAKUROには消えやすく儚い日
常の一瞬を彩りたいとの思いが
込められています。
日時：9/6（火）～9/30（金）　
実施場所：1F レディスファッショ
ングッズ売場内

SHOLAYERED

香りを
レイヤードする

香水はもちろん、空間アイテム・
ファブリック・インテリアなど香り
アイテムを多数展開。
日時：～9/14（水）　
実施場所：1F カレンダリウム3

KOREAJU

韓国コスメの
セレクトショップ

注目度の高いものから、日本に上
陸したばかりのものまで約70ブ
ランドの韓国コスメを取り揃えて
います。
日時：9/10（土）～9/29（木）　
実施場所：1F カレンダリウム2

EVENT
INFORMATION

イベント インフォメーション

開催期間 9/5（月）～9/11（日）
※一部日程が異なるイベントもございます。

2019
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EDWIN®×文化服装学院

LUTEN / 流転

流転とは、一つの状態に止まらず移り変わっていくこと。次 と々新しいものが生み出されていく中で、淘汰されるもの、破棄されてしまうものをどう昇華しようか。
雨が降り、川に流れ、海にたどり着き、雲になり、また雨が降る。そんな風に移り変わり、生まれ変わるファッションを。

EDWIN が目指すサーキュラーエコノミーの取り組みの中で、EDWIN が廃棄する予定だった400 本のデニムを使用し、文化服装学院アパレルデザイン科の学生が re 
couture ( もう一度仕立てる) という産学連携の一環で作品を制作しました。作品の制作過程で出る糸や裁断くずなども EDWIN が回収し、本来ゴミになってしまう物
を糸や布などの新たな資源へと再生されるアップサイクルな仕組みです。この取り組みの中で制作された物はサスティナブルであり、学生が通常の作品づくりでは考え
る機会の少なかったアップサイクルや、サスティナビリティへの意識を養い、それらを考慮したデザインを考えるきっかけになりました。
実施場所：1F 店頭スペース

制作者：今川 愁花、渡部 七摘紀
タイトル：繋ぐ伝える思い

制作者：菊池　泰賀
タイトル：襤褸

制作者：黒田　花望
タイトル：Then time passed

制作者：野澤　可帆
タイトル：切れる縁、深まる縁

制作者：小林　明日海
タイトル：流麗

制作者：若林　知佳
タイトル：CUSCUTA

制作者：木村　桜子
タイトル：フォークロアフェスティバル

制作者：笹目　愛菜
タイトル：夢で逢えたら

制作者：長島　彩音
タイトル：永縁

制作者：柴田　敦人
タイトル：Armageddon

インクアート

インクアート
日光杉を染めてみよう！

栃木県日光山系産出の日光杉をカラーインク
で染め龍作家日幸先生指導で龍アートに！
日時：9/10（土）・11（日）各12：00～14：00
実施場所：6F イベント会場
参加費：1名さま5,000円（材料は全て主催者
にて用意）
協賛企業：株式会社画天プロジェクト/木工房ころん

和柄エプロン（Cerisiers）

まるで洋服！
ジェンダーレスな
和柄エプロン

着物デザイナーの斉藤上太郎氏
とコラボのもと、ジェンダーレスで
2way仕様の和柄エプロンの販売
をいたします。
実施場所：5F 特設会場
協賛企業：株式会社 オフィス 稲石

ゴルフィング

インナーマッスル活性化
＆ゴルフ上達！

「Golf ing」体験会

美しいスイングとカラダで飛距離
30ヤードアップ＆ベストスコア
更新！事前予約優先。
日時：9/11（日）11：30～18：30
実施場所：5F 下りエスカレーター前
参加費：税込1,100円

Dr.stretch

ストレッチ
15分体験

ストレッチ15分体験
独自技術コアバランスストレッチ
をお気軽に体験いただけます。
実施場所：5F 
                上りエスカレーター前
参加費：税込550円
※初めての方限定

HATENA-COLAB

HATENA-COLAB 
ポップアップイベント

理系大学生が魅せる社会課題×
NFTアートプロジェクト。第1弾
は保護猫です！
日時：9/3（土）～9/10（土）
※9/10（土）は19：00頃まで
実施場所：5F 
                下りエスカレーター前

KANKAKU FACTORY

五感にやさしい
服と空間を作る
感覚過敏研究所

感覚への刺激が少ない「縫い目
外側の服」と「センサリールーム」
の体験ができます。
実施時間：12：00～19：00
実施場所：7F イベントスペース

Fairy Forest

Fairy Forest
～もったいないに
架け橋を～

もったいない食材「おから」から
生まれたグラノーラ。収益は子ど
も食堂に寄付します。
日時：9/3（土）～9/10（土）
※9/10（土）は19：00頃まで
実施場所：5F 
                下りエスカレーター前

事前予約はこちら

アイヌのアットゥシ織

アイヌの
アットゥシ織

若手工芸家柴田幸宏さんの作品
を通し、自然と循環するアイヌ文
化に伝わる樹から作られるattus
とその継承の一端を展示する。
実施場所：2F エスカサイド

ORIKAGO

カラフルに
くつろぐ

アフリカ・ケニアの農村部の女性
たちと手がけるハンドメイド雑貨
をお届けします。
日時：～9/9（金）　
実施場所：3F 特設会場
協賛企業：かご専門店［ORIKAGO］

開催期間 9/5（月）～9/11（日）

2221
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「好き」を応援チケット 
インクルージョンフェス2022Autumn

インクルージョンフェス開催期間中、対象ショップ(カタログ掲載ショップ）にてエポスカードの
クレジットで「商品」のご購入や「サービス」のご利用等税込3,001円以上で、

〈優待クーポンご利用のご注意〉※有楽町マルイ、北千住マルイ、錦糸町マルイ店限定クーポンになります。　※現金との引換えはできません。本券のご利用でつり銭は出ません。
※エポスカードのクレジット（1回・分割・リボ・ボーナス払い）のご利用が対象です。※こちらのクーポンはインクルージョンフェス参加ショップのみ対象とさせていただきます。（一部対象外あり）　
※その他、詳しい運用については、優待クーポン記載の内容をご確認ください。

200円の有楽町マルイ限定お買物クーポンをプレゼント！

［掲載内容について］
情報は2022年9月1日（木）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30分　※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。

丸井グループ
共創経営レポート
2021

詳しくはこちら 

●期間：9/1（木）-9/11（日）　●お渡し場所：有楽町マルイ1F店頭にて

●期間：9/1（木）-9/11（日）　●お渡し場所：有楽町マルイ各ショップにて
SNSダブルフォローキャンペーン

有楽町マルイ
北千住マルイ
丸井錦糸町店

限定

有楽町マルイ
参加店舗限定

有楽町マルイの「公式インスタグラム」と各ショップの「それぞれのSNS」をフォローしていただくと、

※フォローされた画面を提示でOK！　※こちらのキャンペーンは、参加ショップが限定されております。

もれなくその場で使える

500円優待クーポン(税込3,001円以上で使用可）をプレゼント！
エポスカードのクレジットご利用で2022/10/1（土）～10/31（月）まで使える

てエポスカ ドの

見本

1F レディスファッショングッズ
マルイ公式 Instagram

有楽町マルイ
公式 Instagram

イベント開催場所＆フロアマップ

将来世代
商品展示コーナー

EDWIN®×
文化服装学院

カレンダリウム2
・KOREAJU

受付・案内所受付・案内所

上り

上り

上り

上り

1F 2F 3F

5F 6F 7F
上り

アイカサ NAKED花診断

アイカサ

・シツラエ
・ハクロ コンセプトショップスFlower 

Photo Spot

アイヌのアットゥシ織
エスカサイド特設会場 ORIKAGO

特設会場

インクアート
特設会場エシカルな暮らし

特設会場 KANKAKU
FACTORY
特設会場

カレンダリウム3
・SHOLAYERED

みんなエアー

カレンダリウム
・taliki

アイカサ

和柄エプロン
（Cerisiers）
特設会場

・Fairy Forest
・HATENA-COLAB
特設会場
ゴルフィング（9/11のみ）

Dr.stretch体験会 
特設会場

Relax

 Love

Happy

Heal�

Beauty

Autumn

｢好き！｣は
地球や人に

私の

やさしい！
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