
2F |ソファ・カーテン 2F |リビング・ダイニング
無印良品のソファからIDÉEのソファまで各種展示品をお試しいただけます。
オーダーカーテン・オーダーラグもお選びいただけます。その他、ベッド・デスク・
照明なども多数ご覧いただけます。

家族の集いの場になるダイニングテーブルを各種取り揃えています。くらしに合わせ
て、お選びいただけるよう様々な素材、脚の長さ違いなどもご用意しています。
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#02 収納。

充実した関東最大の住空間フロア

「ヒト」と「モノ」と「マチ」をつなげる、無印良品のアプリ

収 納 を
考 え る
ウ ィ ー ク

4月22日 |金 |～5月8日 |日|

無印良品 東京有明 〒135-0063
東京都江東区有明2-1-7
有明ガーデン・モール＆スパ1～3F

電　話 無印良品 東京有明 03-6380-7818
 Café&Meal MUJI 東京有明 03-6380-7855
営業時間　 4月10日｜日｜まで 10:00～21:00
 4月11日｜月｜から 平日 　10:00～20:00
   土日祝 10:00～21:00
 ※Café&Meal MUJI 平日 　11:00～20:00 L.O19:00
   土日祝 11:00～21:00 L.O20:00
 ※営業時間は変更になる場合もございます。

アクセス ゆりかもめ「有明駅」徒歩4分
 「有明テニスの森駅」徒歩3分
 りんかい線「国際展示場駅」徒歩7分
 都営バス「有明二丁目」停留所前すぐ

 駐車場 有明ガーデン内に約1800台
 （地下駐車場・立体駐車場・臨時駐車場）　
 24時間利用可能

無印良品 東京有明をフォローすると
フォロワー限定の情報が
当店から届きます!

スマートフォンを用意して
アプリをダウンロード
していない方は
まずダウンロードを!

STEP

1
STEP

2
無印良品 東京有明からのおたよりや
イベント情報をご覧ください。

STEP

3

左上の　　　から「店舗検索」を
タップし、東京有明を探す。
（位置情報の利用を許可すると、
近隣の店舗が自動で表示されます）

店名の横にある「フォローする」を
タップ。 タップ後に色が変われば
フォロー完了です。

お店やネットストアのお買い物で「MUJI 
マイル」がたまります。また、所持してい
るマイル数に応じて、お買い物で使える
「MUJI ショッピングポイント」がもらえます。

アプリ画面左下の「from MUJI」をタップ
すると、フォロー店舗から配信されている
おたよりや、イベント情報が確認できます。
イベント登録もこちらからご覧ください。

収納を考えるウィークのイベント情報は、
アプリをダウンロード・東京有明をフォローした上で、イベントよりご登録ください。
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有明ガーデン内
無印良品
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壁に付けられる家具
フック オーク材

収納の問題を解決してくれる人がいる

整理収納
インテリアの相談

無印良品/IDÉEの家具が見られる・試せる

2F関東最大の住空間フロア
インテリア
シミュレーター

収納
シミュレーター

お片付け上手になることを目指す

お片付け教室

トークイベント 有料 ※MUJI passportアプリのイベントよりご予約いただけます。

整理収納アドバイザー水谷妙子さんによる
『見える・わかる・できるお片付け講座』

5/1 |日 |
10:30-12:00

5/1|日 |
14:00-15:30

整えたお部屋に彩を添える

アート・グリーン　

スタッキングチェスト
引出し ４段 オーク材

ポリプロピレン
頑丈収納ボックス

ポリエステル綿麻混
ソフトボックス
衣装ケース 大

ポリプロピレン収納ケース
引出式 横ワイド 大

縦にも横にも連結できる
ポリプロピレン平台車

『見える・わかる・できるお片付け講座』

～子どものおもちゃ・衣類編～
『見える・わかる・できるお片付け講座』

～使いやすいクローゼット編～

整理収納セミナー 
無料

お片付け教室
有料

お申し込み電話番号はこちら
無印良品 東京有明

収納診断 無料40分 

店頭または、お電話にて受付いたします。
上記内容からご希望をお申し付けください。

03-6380-7818

日時・参加費用などのイベント情報はMUJI passport
アプリより配信します。登録方法は裏面をご覧ください。

東京有明
インテリア
アドバイザー

収納を考えたくなる

東京有明でできる・試せる無印良品の収納

もしコートハンガーが邪魔であれば、
これで解決。狭いスペースでも壁が収
納になります。ひとつずつ増やしてい
けるのも推しのポイントです。

自分や家族など生活を共にする人が使いやすい
ようにしまう場所を考え、整頓しましょう。
使い勝手も考えてみましょう。

住まいに合わせて収納する場所とそこに合う収納
家具や収納用品を、考えましょう。

収納の前に、まずは整理。
必要なものかそうでないものか。持ち物を確認して、
整理をしましょう。

フタを平らにリニューアルしたので、
テーブルとしても使えます。マットな
ライトグレー色はお部屋でも目立たず、
防災用の備蓄をすぐ運べる場所に置い
ておくのもいいですね。

高さが余っていたり、奥行きが深くて取
り出すのが大変な場合も、このケースな
ら、いろいろな置き方でスペースに合わ
せて収納することができます。

整理収納アドバイザー／夫と 9 歳娘、
6 歳息子、4歳息子の 5 人暮らし。
東京都在住。
2018 年「家が整うと、家族も整う」
というコンセプトのもと「ものとか
ぞく」を起業し、片づけ講座、雑誌、
テレビ、書籍などで情報発信するほ
か、コラボ商品開発を行っている。

消費税込みで 890円

この引出しは、「家具になじむ」「A4サ
イズがしまいやすい」「浅いので中が整
理しやすい」という嬉しいポイントを
押さえています。

くらし方や間取りに合わせ、商品選びから家具
の配置まで、一人ひとりにあわせた部屋づくり
を整理収納アドバイザーがお手伝いします。

無印良品の家具や収納用品をコーディネートした
ディスプレイで大きさや素材感を体験できます。

無印良品最大のグリーン売り場で、専門スタッフがお待ち
しています。アートの展示数も無印良品最大級。
お気に入りの１点を探してみてください。

専用の3Dシミュレーターを使い、
お部屋を立体的にご覧いただけ、
無印良品や IDÉEの家具を実際に配
置してシミュレーションができます。
主にインテリア相談の際にご案内し
ます。

無印良品収納家具と収納用品の組み
合わせをシミュレーションすること
ができます。左のQRコードを読み
込んでお試しいただけます。

無印良品東京有明の整理収納アドバイザーが先生と
なりお客さまが自身のくらしに必要なモノを見極め
るトレーニングのお手伝いをします。
また、使いやすい収納のつくり方やお片付けの方法
を学ぶことでリバウンドしにくいお片付けのコツを
身に着けていただくサービスです。

整理収納アドバイザーの資格を持
った東京有明のスタッフが、収納
でお困りの方に向けて、実例を出
しながら整理収納のお話をします。

整理術・収納術を学び、実践し
ながらお客さま自身がお片付け
をしていくための3つのコース
をご用意しています。

収納課題を見つけ出し、お客さまが次に取り組む
べきステップのご提案をパーソナルシートとして
プレゼントします。

N さま（40 代ご夫婦）
収まりきらない洋服と、ものを見直したことでスペースが生まれ、今までただの物置
だった場所にご主人の仕事用デスクまでつくることができました。

消費税込みで 5,990円

消費税込みで 1,990円

約幅59×奥行39×高さ23cm

約幅37×奥行28×高さ37cm

消費税込みで 1,690円

おすすめは奥行44.5cm タイプ。少し
引出せば中身が全部見えます。東京有
明限定で無印良品でご購入いただいた
不要なポリプロピレンケースの回収も
しています。

縦にも横にも連結できるので、載せる物
の大きさに合わせて自由にサイズの調整
ができます。【耐荷重：80kg】

約幅55×奥行44.5×高さ24cm

消費税込みで 1,790円

約幅27.5×奥行41×高さ7.5cm

消費税込みで 1,990円

いつのまにか、ものってどんどん増えていきませんか。
どれもこれも必要な気はするけれど、住まいのスペースは限られています。
収納することだけを意識しても部屋はなかなか整いません。
5月は、収納に必要なことは何かを東京有明で一緒に考えてみませんか。
収納アイデアをたくさん散りばめた売り場をぜひご覧ください。

ものの持ち方を考える 収納のかたちを考える もののしまい方を考える
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大 50L
約幅60×奥行39×高さ37cm

推しの商品 収納に必要なことは
何かを考える

東京有明では、収納を考えるウィークとしてさまざまなイベントを開催いたします。

水谷妙子
ものとかぞく

収 納 を
考 え る
ウ ィ ー ク

4月22日 |金 |～5月8日 |日|


