
※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。
※容器は実際と異なる場合がございます。　※新型コロナウイルスに関する政府・行政の要請により、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。

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

〒100-0006 千代田区有楽町 2-7-1 Tel.03-3212-0101

〒100-0006 千代田区有楽町 2-7-1 Tel.03-6275-6021

［掲載内容について］情報は2022年9月28日（水）現在のものです。情報は2022年9月28日（水）現在のものです。

有楽町イトシア、マルイの各店舗にて（一部を除く）1,500円（税込）以上の
お買物・お食事でスクラッチカードを1枚進呈いたします。

開催期間：10/8（土）～10/31（月）

賞 品

賞品引換場所

特賞 スカイマークに乗って宮古島へ行こう賞…………………………………………

A賞 お買物＆お食事券3万円……………………………………………………………………

B賞 お買物＆お食事券1万円……………………………………………………………………

C賞 お買物＆お食事券2千円…………………………………………………………………
D賞 神社でお清めした御福銭（5円）…………………………………………………

T賞 タイムズスパ・レスタ/ペアチケット …………………………………………
H賞

特・A・B・C・T・H賞………………………………… マルイ2F コンセプトショップス
D賞……………………………………………………………………………お買上げの各店舗

テアトルシネマグループ劇場/映画ペア鑑賞券……………………………

1組2名様
10名様
30名様
150名様

20,000名様
50組100名様
10組20名様

※有楽町イトシア、有楽町マルイの一部店舗ではキャンペーン対象外となっております。ご了承ください。

15th anniversary

特 賞 A・B・C 賞 T 賞D 賞 H 賞

10/8（土）～10/31（月）

あなたとつくるイトシアの香り

anniversary
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ARフィルターを体験
4つの香りをイメージした4つのARフィルターをInstagramでお楽しみいただけます。
有楽町マルイの坪庭、有楽町イトシアプラザ2Fのオブジェと一緒にインスタフィルターで
素敵な写真を残そう！

NAKED AROMA 参加方法

有楽町イトシア・有楽町マルイの設置してある４つの「香り体験ゾーン」を巡っていただき、その中で１番印象に残った
香りのイメージの花のオブジェを受け取り、１Ｆの展示スペースにそのオブジェを飾っていただくイベントです。

１Ｆの展示スペースにそのオブジェを飾っていただくイベントです。
なお、1番多い香りに投票いただいた方、抽選で100名様に「投票した香り」をプレゼントします。

開催場所：香り体験ゾーン 有楽町マルイ３Ｆ、４Ｆ、７Ｆ　有楽町イトシア プラザ２Ｆ
投票の花の設置場所：有楽町マルイ２Ｆコンセプトショップス内　　花のオブジェ投票場所：有楽町マルイ１Ｆ店頭

引換場所：有楽町マルイ２Ｆコンセプトショップス

1997年に設立されたクリエイティブカンパニー。
映画制作をルーツに持った強い物語性・世界観に、その時代ならでは
のテクノロジーや手法を組み合わせ、新たな体験を生み出している。
日本のみならず、パリ、上海、シンガポールなどの国際都市でも
活動、作品を発表。代表作に、
東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、
体験型アート展『NAKED FLOWERS』など。

五感で巡る体験型アート展「NAKED FLOWERS」有楽町マルイ8Fで開催中。
世界遺産・二条城、香港、韓国など、国内外で人気を博してきた本展
初の体験型常設がオープン。これまでの壮大な『五感での体験』が、
FOR YOUでは、来場者一人ひとりに合わせた様々なパーソナライズ
体験になって新登場。PHYTOTHERAPY（フィトセラピー）（植物療法）
を取り入れたプロフィール診断で、5つのガーデンを巡りながら、 
”あなたのために”生まれる花のアート体験をお届けします。

エシカルでサスティナブル
日本の山には利用されないまま、放置された木が存在します。私たちの暮らす里にも耕作放棄された
土地や、廃棄される農作物もあります。
香りを消費することで、売上の一部を環境保全活動や意識、知識を深め、「地球のケア」も目指します。

ウッディー

山で間伐され放置されて
いた木や、製材所で端材
となっている部位を活用。

シトラス

無農薬栽培の柚子
果汁を絞った後の、果皮
部分を活用。

ハーバル

耕作放棄地となった田畑
を活用し、地域の雇用や
コミュニティーとして栽培。

フローラル

耕作放棄地となった田畑
を活用し、地域の観光、
特産物としても栽培。

有楽町マルイ坪庭3F、4F、7F、有楽町イトシアプラザ2Fでは、
霊峰白山の豊かな森に囲まれた蒸留所「アースリング」のアロマを
使用しています。

香り

3F

2F 1F

7F 2F

4F

あなたとつくるイトシアの香り

anniversary

① 
QRコードを読み込んでイン
スタエフェクトを選ぶと顔の
手前にボトルが現れる。

②
顔を動かしても動きを認識
して顔の前に追従してくる。
「touch」が吹き出しに現れる。

③
ボトルをタップすると
「ポン！」と香りの煙が広がる。

④
香りのイメージしたフォト
フレームが展開。
その香りに惹かれるように、蝶々
やミツバチが鼻や頬にとまる。
（香りの名称も出現します。）

MAIN EVENT 「NAKED AROMA」

Step1 香りを
体験しよう

4フロアで違った香りをお楽しみいた
だけます。あなたのお気に入りの香り
を見つけよう！

どのフロアの香りがよかったか、好き
な香りを投票するお花をコンセプト
ショップスでお受け取り下さい。4つの
香りの中で、1位の香りに投票した方
の中から抽選で100名様にイトシア
15周年の香りをプレゼントいたします。

開催場所：
有楽町マルイ３Ｆ、４Ｆ、７Ｆ
有楽町イトシア プラザ２Ｆ

開催場所：有楽町マルイ２Ｆ
　　　　  コンセプトショップス内

体験期間：１０/８(土)～２１（金）

お花の香り引換期間：１１/２４(木)～３０（水）

※14日間　※お一人様1日1回限り

※7日間

※規定数量に達した場合、開催期間より前に終了する場合もございます。

※香りはディフューザー仕様になります。　※外れ景品あり。　※規定数量に達した場合、開催期間より前に終了する場合がございます。

数量限定
2,000個

限定
100名様

開催場所：有楽町マルイ1Ｆ

Step2 投票の花を貰おう
ワイヤーに花を巻き付けて投票しよう！
投票することでオブジェが華やかに
なっていきます。
あなたの一票が記念の香りになって
いきます！投票の結果によって15周年
記念の香りが決まります。

Step3 花をオブジェにつけて
投票しよう

投票ゾーン
コンセプトショップス内
お花引換所

香り体験
“シトラス”

香り体験
“ウッディー”

香り体験
“フローラル”

イトシア 
プラザ

有楽町マルイ
連絡通路

香り体験
“ハーバル”

01 02
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パーソナルカラー
診断体験

オルビスアプリの
「パーソナルAIメイクアドバイザー」

を使用し15分間の
ディフューザー
プレゼント

税込8,800円以上お買上げで
先着100名さま限定

ララヴィオリジナル
ミニ巾着プレゼント

ララヴィ商品お買上げで
先着150名さま限定

ララヴィ

150セット限定

お好きなタンブラーと
お好きなルイボスティー
（タンブラーセット）

税込3,000円
エイチアンドエフ ベルクス

10個限定有楽町マルイ限定商品

有楽町限定カラー(ピンク）

IkotとScrap Bookのコラボ
ムートンミニショルダー

税込20,900円
スクラップブック

シャンプーリペア
アウトバス品
スペシャルセット

15名さま限定

メデュラ

限定セット

税込16,500円

限定タオルプレゼント
税込16,500円以上お買上げで

数量限定

ジョンマスターオーガニック

5個限定

K10ピアスXリングカフセット
(スペシャルパッケージ付）

税込33,000円
カナル４℃

オーライト
ヘアオイル10ｍｌ
1本プレゼント

税込3,000円以上お買上げで
15名さま限定

オーライト

ジェラート ピケ オルビス

がま口ポーチ
プレゼント

税込15,000円以上お買上げで
15個限定

サマンサシルヴァ by サマンサティアラ

バイオリンと書の響演～書道ライブパフォーマンス～
開催期間：10/8（土）～10（月・祝）　開催場所：6F イベント会場

開催時間：10/8（土）①14：00～　②16：00～
　　         10/9（日）③14：00～　④16：00～
　　         10/10（月・祝）⑤14：00～

時に優雅に時に激しく歌うように奏でられるバイオリンの音色、
迫力ある筆運び「洋」と「和」という全く違った文化が融合すること
により新たな化学反応が生まれ新しい世界が生まれる。今回は
クラッシックギター 岡本和也を迎え15周年を盛り上げます。

玲泉展「志」～伝響～
開催期間：10/4（火）～10（月・祝）　開催場所：6F イベント会場

心に伝わり 心に響く その余韻は静かに心に伝わりいつまでも響き続ける
漢字、ひらがな、英文字…少し遊び心を入れて「書道」の堅苦しいイメージから離れ、誰もが読める書体で
日常に寄り添える言葉の数々を綴りました。
※伝響(でんきょう)は造語です。

※10/4（火）は13：00～　※10/10（月・祝）は16：00まで

アルページュストーリー×有楽町マルイ
インスタLIVE配信 10/13（木）午後8時10分スタート

◆アルページュ15周年企画◆

出演：書家 玲泉、 バイオリニスト 高島英輔

同時開催

10/14（金）～17（月）
アルページュストーリー（公式オンラインサイト）会員様限定通常ポイント+5％ポイントプレゼントいたします。

10/8日（土）～31（月）
①アルページュグループインスタフォロー
②有楽町マルイインスタフォローで有楽町マルイ限定アルページュ5ブランドで使える
　「500円の優待クーポン」プレゼント！（※税込3,000円以上のお買物でご利用いただけます）

3F アプワイザー・リッシェ

4F カデュネ

4F マイストラーダ

4F ジャスグリッティー

3F リランドチュール

1F
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オリジナル巾着
プレゼント

税込1,650円以上お買上げで
先着150名さま限定

バスタブレット
プレゼント

税込6,000円以上お買上げで

ノベルティ
プレゼント

ATAOブランド15周年
アニバーサリーアイテムお買上げで

数量限定

ハンドクリーム＆
リップバーム
プレゼント

税込15,000円以上お買上げで

エヌ オーガニック アタオ

ランチトートバッグ
プレゼント

税込11,000円以上お買上げで
15個限定

エトヴォス PHOEBE BEAUTY UP

15セット限定

※ロイヤルジャスミン・でいごの花の香りは除く

バレリーナネット
プレゼント

ボタニカルハンドメイド石鹸と
ホワイトマリンクレイ洗顔石鹸を同時にお買上げで

スイサボン（首里石鹸）

150セット限定

スキンクリアクレンズオイル
ミニサイズ1点プレゼント

※10/17（月）まで

スキンクリアクレンズオイル（レギュラーボトル）1点と
アイリンクルセラム1点セットでお買上げで

アテニア

次回使える
390ポイントクーポン

プレゼント

税込5,000円以上お買上げで
先着150名さま限定

ファンケル

レルボラリオ

ノベルティ
プレゼント

税込6,000円以上お買上げで
150個限定

ジェリービーンズ

有楽町マルイ
限定カラー発売！

アルアバイル

エコバッグ
プレゼント

税込33,000円以上お買上げで
15名さま限定

カネマツ

1.5倍進呈
ショップアプリポイント

あしながおじさん/サヴァサヴァ

※一部除外品あり

店内商品

15％OFF

NICAL

※シューケア用品除く

店内商品

YouTube EVOL公式アカウントの
チャンネル登録した方に限り

15％OFF
イーボル

有楽町マルイ限定商品

カラー：ブラックE、ボルドーE、ブラウンZ
（ヒール2cm）

レディスシューズ

税込10,120円
ラウナレア

期間限定SALE！
パラディウム・
プーマ商品 15％OFF

ノベルティプレゼント
ルコック・ナイキ・プーマ商品お買上げで

各15個限定

イーエス（スニーカーショップ）

2F1F
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15個限定有楽町マルイ限定商品

サイズ：38 3色各５点
カラー：アイボリー、ベージュ、ブラック

ジャガードレースフレアースカート

税込13,750円
ルクールブラン

その場で使える
1,000円クーポン
プレゼント

税込16,500円以上お買上げで

アズ ノゥ アズ ドゥ バズ

shea＆kukuiのアイテム
エポスカードご利用で

15％OFF
ラリン

足のパーソナル診断と
商品のお買上げで

10％OFF
マイサイズ ネット

※他クーポンや割引併用不可

税込15,000円以上お買上げで

1,100円引き

fitfit de marche marche

期間中、
アルページュストーリー会員さま限定

通常ポイントより
プラス5％分プレゼント
アプワイザー・リッシェ

メモ帳1つ
プレゼント

税込3,240円以上お買上げで
150個限定

アフタヌーンティー・リビング

15倍進呈
ショップポイント

カールパークレーン

期間中、
アルページュストーリー会員さま限定

通常ポイントより
プラス5％分プレゼント
マイストラーダ

トラベルポーチ
3点セット
プレゼント

税込15,000円以上お買上げで

ブラデリスニューヨーク

ノベルティ
プレゼント

税込110,000円以上お買上げで
15名さま限定

ピンキー＆ダイアン

次回使える1,000円
クーポンプレゼント

税込15,000円以上お買上げで
10/8（土）～16（日）限定

トリンプ

期間中、
アルページュストーリー会員さま限定

通常ポイントより
プラス5％分プレゼント
ジャスグリッティー

期間中、
アルページュストーリー会員さま限定

通常ポイントより
プラス5％分プレゼント
カデュネ

4F3F
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粗品
プレゼント

税込15,000円以上
お買上げで

フルールバイミントブリーズ

予約料金（税込200円）
が無料

15時台
（15時からと15時半の2枠）の方

ファス

お手入れ
プラスチケット
プレゼント

ディレイア ザ コスメ

各日先着3名さま限定

※アプリ登録またはメンバーズカードの作成必須
※同コースの重複利用不可
※他サービスとの併用不可

ヘッドスパ
15分 税込1,500円

キューズ フォレスト

お試し1日ファスティングセット

税込15,196円

エステプロ・ラボ GINZA II

15セット限定

ノベルティ付き商品

税込12,650円
アーバンコンフォート

黒ストール＋
ネックレスセット

税込1,650円
R'sステージ

店内全品

1,500円引き
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

15セット限定

HAPPY BAG（福袋）選べる
2点or３点で

税込16,500円
ノルディックフィーリング

有楽町マルイ限定商品

ネルシャツ

税込39,600円
タケオキクチ

別注限定商品

ジャケット

税込45,980円
ABAHOUSE

東日本限定商品

※商品・価格は予告なく変更になる場合がございます。

ジャケット 税込59,400円
ブルゾン 税込42,900円
①パンツ 税込26,400円
②パンツ 税込23,100円

メンズビギ・リミテッド

ノベルティ
プレゼント

EDWIN

ライオンハート

ショップポイント
2倍

ノベルティ
プレゼント

総額税込150,000円以上
お買上げで

ムーヴ

150名さま限定

フープディドゥ

ステンレスシューホーン
プレゼント！

税込15,000円以上お買上げで

20枚限定

ワンピース

税込16,500円
アンフィニ（カラーフォーマル）

対象商品

ウエアと一緒に揃えたい
アイテムを中心に品ぞろえ。

税込1,650円・
税込16,500円均一
東京ソワール

ベースコート、トップコート、
ネイルポリッシュ

店頭から1本お好きな色

税込5,100円
上記お買上げでハンドトリートメント
無料チケットプレゼント

ネイルズユニーク

サンプルセットプレゼント
ご新規さま事前のご予約で

15名さま限定

ハイストリート

ノベルティ
プレゼント！

税込15,000円以上お買上げで

6F・7F5F
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妻家房 [韓国旬彩料理]  イタリアンダイニング DoNA [パスタ & ピッツァ]

 バインセオ サイゴン [ベトナム屋台料理]  東京カレー屋名店会 [カレー]

 TOKYO PAO [プチリッチ肉まん専門店・イートイン] 郭元益（グォユェンイー） [台湾スイーツ]

Natural House [オーガニックライフ] カレルチャペック紅茶店 [紅茶&雑貨]

 イリーカフェ [イタリアンスタイルバール] ヴィノスやまざき [ワイン＆バー]

モアナ キッチン カフェ [ハワイアン カフェ ダイニング] am.Lab share [筋膜リリース整体＆パーソナルヨガ]

 サンジェルマン タンドレス [ベーカリーカフェ] THE ALLEY [ティースタンド]

CAFE CREPE [クレープ] パンダデリ [惣菜・弁当＆スイーツ]

TARGET145 [信州MARKET]  弘乳舎TOKYO [西洋和菓子]

セルフィユ軽井沢 [ジャム・ディップ＆焼菓子] ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー [洋菓子]

税込3,900円のところ

※辛さは調整できます

※ピタヤスムージー除く

ボンゴレ・ビアンコ＆
スパークリングワイン

税込1,500円
鉄板チーズタッカルビ

税込1,500円

激辛ドラゴンヌードル

税込1,500円
キーマとバターチキンの

2種盛りカレー

税込1,500円

ボトルワインALL

税込1,500円
15周年記念

マリアージュセット

税込1,500円

TOKYO PAO 8pc BOX

税込1,500円

台湾金賞パイナップルケーキ
(4個入)

税込1,500円

お勧めサブレの詰め合わせセット
NachuRa自然派サブレ オリジナルティーバッグ

15枚セット

税込1,500円

お得な周年セット
オリジナルグレービーロコモコ+

スムージーセット

税込1,500円

1日10セット

1日先着15セット

15時まで

15th記念 手ぶらYOGA20分

税込1,500円

ミルフィユ

黒糖鉄観音ミルクティー
ICE/MILD HOT

税込570円

1日15食限定

ジャムと3種の
焼菓子ギフトセット

税込2,624円

1日15箱限定
天空のいちごの

ショートケーキタルト

いちご(15)ティラミス

税込890円
豆花

 (黒ごま、白ごま、さつまイモエン、イモエン)

税込640円

大人気カットパウンドケーキ
(12個入)

税込2,800円

栗バターサンド 7個入

税込1,814円
黒豆バターサンド 7個入

税込1,814円
税込284円ココナッツ 

フロマージュ

税込1,500円3点づつ

税込162円テイクアウト

税込165円イートイン

税込1,080円1ピース

税込10,800円1ホール
(21cm)

B1F
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ゴディバ [チョコレート] クリスピー・クリーム・ドーナツ [ドーナツ＆コーヒー]  椿屋珈琲 有楽町茶寮 [高級喫茶]

ダイナミックキッチン＆バー 響 [和食ダイニング]

WithGreen [サラダボウル専門店] 有楽町うまやの楽屋 [和食ダイニング]

セブン-イレブン [コンビニエンスストア]

 だし茶漬け えん [だし茶漬け] DR Style Euphoric [フラワーブティック]

安心・安全な商品
約2,900品目の品揃えと
便利なサービスを
ご提供します。

ゴディバ
オータムコレクション(10粒入)

税込3,456円
おすすめ珈琲

ブルーマウンテンNo.1

税込1,500円

国産牛 炙り2種食べ比べ
赤身、サーロイン各75ｇ合計150ｇ

税込4,000円
ＫＡＭＯＮＫＡ・點 [中華ダイニング]

季節の蒸し点心
6種盛り合わせ

税込1,500円

柿ときんぴらごぼうの和風サラダ

海鮮だし茶漬け

税込1,100円

秋野菜をつかった豚汁と
チキン南蛮定食

税込1,350円

プリザーブドフラワー

税込3,850円

ハロウィン ナイト ダズン
(12個）

税込2,592円テイクアウト

税込2,640円イートイン

税込1,080円Sサイズ

税込1,130円Mサイズ

税込1,230円Lサイズ

※画像はイメージです

1日15食限定1日10食限定

こてがえし [鉄板ステーキ・お好み焼]

プレミアムセット

税込1,500円

ダッキーダック [オムライス・ケーキ]

うにといくらの
濃厚カルボナーラ

税込1,500円

※ディナー限定

プラザ 2F

プラザ 3F

B1F
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※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。
※容器は実際と異なる場合がございます。　※新型コロナウイルスに関する政府・行政の要請により、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。

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

〒100-0006 千代田区有楽町 2-7-1 Tel.03-3212-0101

〒100-0006 千代田区有楽町 2-7-1 Tel.03-6275-6021

［掲載内容について］情報は2022年9月28日（水）現在のものです。情報は2022年9月28日（水）現在のものです。

有楽町イトシア、マルイの各店舗にて（一部を除く）1,500円（税込）以上の
お買物・お食事でスクラッチカードを1枚進呈いたします。

開催期間：10/8（土）～10/31（月）

賞 品

賞品引換場所

特賞 スカイマークに乗って宮古島へ行こう賞…………………………………………

A賞 お買物＆お食事券3万円……………………………………………………………………

B賞 お買物＆お食事券1万円……………………………………………………………………

C賞 お買物＆お食事券2千円…………………………………………………………………
D賞 神社でお清めした御福銭（5円）…………………………………………………

T賞 タイムズスパ・レスタ/ペアチケット …………………………………………
H賞

特・A・B・C・T・H賞………………………………… マルイ2F コンセプトショップス
D賞……………………………………………………………………………お買上げの各店舗

テアトルシネマグループ劇場/映画ペア鑑賞券……………………………

1組2名様
10名様
30名様
150名様

20,000名様
50組100名様
10組20名様

※有楽町イトシア、有楽町マルイの一部店舗ではキャンペーン対象外となっております。ご了承ください。

15th anniversary

特 賞 A・B・C 賞 T 賞D 賞 H 賞

10/8（土）～10/31（月）

あなたとつくるイトシアの香り

anniversary
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