
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
営業時間　 平日 　10:00～20:00
 土日祝 10:00～21:00

無印良品 東京有明

普通に生活していると出会えない、ヒト、コト、モノ。
私たちが知らないだけで、くらしや社会を良くしたいという
素敵な想いを持った方々が、地元にも地方にもたくさんいます。
そんな素敵な想いある出店者がみんなみんな有明に集まりました。
出店者も参加者も、ふらっと立ち寄っただけの方も
ここにきたら、思いもよらないつながりが
生まれるかもしれません。
この時にしか体験できない貴重な時間を
ぜひお楽しみください。

7月15日 |金 |－7月24日 |日 |
場所：無印良品東京有明・有明ガーデン シーズンプロムナード

みんながつながると、もっとたのしくなる。



無印良品 東京有明

つながる市出展者詳細や
追加情報はこちらから

出店リスト

Instagram

無印良品東京有明 
HP

出店者や出店日は都合により変更になる場合もございます。イベント当日悪天候が予想される場合には、有明ガーデンシーズンプロムナード（外開催）でのイベントは中止になる場合がありますのでご了承ください。

最新の一覧よりご覧いただけます

KADOKAWA
より発売

店内では
こちらの
アイコンを目印に
お店を探して
みてください!

無印良品の社員だけが知っている

無印良品の   隠れ定番

北海道産菊芋を使用した腸活を楽しむ「腸活
KIKUIMO」の販売します。
【場所】1F MUJI Bakery前 
【主催】一丸商店

腸内環境を整える
腸活KIKUIMOの販売

（北海道札幌市）

16日（土）

大学の屋上で養蜂しているミツバチから採
取したはちみつを販売します。
【場所】1F MUJI Bakery前
【主催】 武蔵野大学 環境システム学科 

大学の屋上で採取した
はちみつ販売
（江東区）

17日（日）

栗のご飯やお菓子、上高地味噌、醤油、信州
牛ラーメン、浅漬けなどを販売します。
【場所】1F 正面入口
【主催】菜の花館

 -諸国良品 - 
信州の美味しいもの市

（信州エリア）

16日（土）・17日（日）

白樺高原で作られた、アイスの他、チーズや
飲むヨーグルトなどの乳製品を販売します。
【場所】1F正面入口
【主催】 長門牧場

-諸国良品 -

長門牧場のアイス販売
（長野県小県郡）

16日（土）・17日（日）・23日（土）・24日（日）

那須高原の自然の輪（わ）で育った、香り豊か
なハーブティとハーブソルトの販売します。
【場所】1F ライブキッチンカウンター
【主催】那須高原HERB’s

那須高原自然栽培の
ハーブティとソルトの販売

(栃木県那須郡）

16日（土）

浪江町物産展・箸置きワークショップ、えご
まを使ったワークショップ、他を開催します。
【場所】2F Open MUJI
【主催】 福島県浪江町役場

福島県浪江町役場企画
なみえをつなぐ in有明
（福島県浪江町）

16日（土）・17日（日）

寄贈された古着やタオルで地球儀をつくる
ワークショップ、作品展示を行います。
【場所】2F 見えるオフィス前
【主催】ワン ジョンイ(Wang Zhengyi)

東京藝術大学DOOR学生企画
楽しい地球ワークショップ
（神奈川県川崎市）

16日（土）

お好みの蘭と鉢を選びお部屋で簡単に管理で
きる胡蝶蘭をつくるワークショップを開催します。
【場所】2F 企画展示カウンター前
【主催】 ranto

お気に入りの
胡蝶蘭と鉢を見つけよう

（千葉県旭市）

16日（土）・17日（日）・18日（月）

建築家が教えてくれるミニチュア家具づくり
のワークショップを開催します。
【場所】2F リフォーム土間スペース
【主催】 note architects

ミニチュア家具づくり体験
（江東区）

16日（土）・17日（日）

持続可能な『生きるための道具づくり』を体
験できます。
【場所】2F  リフォーム土間スペース
【主催】恩田 扶美

自分で作ればリペアもできる
稲わらでミニほうきを作ろう

（江東区）

18日（月）

深川で育てたカイコの繭から糸をとって行燈
（あんどん）作りを体験できます。
【場所】2F DIYスペース
【主催】 Wild Silk Museum

カイコの繭の糸で作る
シルク行燈づくり

（江東区）

17日（日）・18日（月）

かつて道具作りに欠かせなかった素材「棕櫚
（しゅろ）」を使ってほうき作りを体験します。
【場所】2F 特大モニター前
【主催】 高田耕造商店

繊維が細く、しなやかな棕櫚で作る
ほうき作りワークショップ

（和歌山海南市）

16日（土）・17日（日）

手織物販売、手織りコースター作りワーク
ショップを開催します。
【場所】2F 特大モニター前
【主催】hitomi.yamamoto.weaving 

織物作家による
手織りのコースターづくり

（世田谷区）

18日（月）

工場の端材が集まり開かれる展示販売ワーク
ショップイベントを開催します。
【場所】2F  陽の家前
【主催】江東区ものづくり団地×Palab

ゴミ箱からコンニチワ
江東区ハザイまつり

（江東区）

15日（金）ー24日（日）

初心者から参加できる、ぬか床の基本を学べ
る講座と試食会を開催します。
【場所】1F ライブキッチンカウンター
【主催】 はる農園

農家のぬか床講座談会
（千葉県印西市）

19日（火）

障害のあるバリスタや焙煎士が活躍するカ
フェのコーヒーを販売します。
【場所】1F ティースタンド
【主催】SOCIAL GOOD ROASTERS

「珈琲と福祉」で良いことの循環を生み出す

こだわりコーヒーの販売
（千代田区）

16日（土）

材料を組み立て、イニシャルや数字を入れて
オリジナルのこまや、キーホルダーを作ります。
【場所】外 有明ガーデンシーズンプロムナード
【主催】アマドック株式会社

「町の鉄工所企画」鉄と遊ぼう
こま作り・キーホルダー作り

（江東区）

23日（土）・24日（日）

地元産のブランド米やお茶、
あしたか山麓裾野そばなどを販売します。
【場所】外 有明ガーデンシーズンプロムナード
【主催】JA富士伊豆 なんすん地区

富士伊豆特産品の販売
（静岡裾野市）

23日（土）・24日（日）

スケボーの廃材を利用したアップサイクルを学べ
るキーホルダー作りの体験と商品を販売します。
【場所】外 有明ガーデンシーズンプロムナード
【主催】SHACK

スケボーの廃材を使った
キーホルダー作り

（東京）

24日（日）

土に帰る環境循環型の染め物を、染料作りか
ら染めるまで体験できます。
【場所】外 有明ガーデンシーズンプロムナード
【主催】 古色の美

土とベンガラ染め
ワークショップ
（大阪）

23日（土）・24日（日）

深川めしと健康定食を提供する、22年目の
江戸っ子４代目女将の店が出店します。
【場所】外 有明ガーデンシーズンプロムナード
【主催】 深川姉御家

アフガニスタン産
オーガニックドライフルーツとナッツ・

ハーブティの販売
（江東区）

23日（土）・24日（日）

裾野市特産のクラフトビールや放置竹林対
策から生まれたメンマなどを販売します。
【場所】外 有明ガーデンシーズンプロムナード
【主催】みしまや酒店

裾野のクラフトビール
キヌアビールの販売
（静岡裾野市）

23日（土）・24日（日）

完熟いちご 100％使用のかき氷「いちご
おり」を販売します。
【場所】外 有明ガーデンシーズンプロムナード
【主催】いちごの里 Berry Good

完熟いちご100%使用の
かき氷販売
（静岡裾野市）

23日（土）・24日（日）

ミニキッチンガーデン作りを通してコンポ
ストについて学べる体験会を行います。
【場所】2F  DIYスペース
【主催】 LFCコンポスト

親子で楽しもう！生ごみ堆肥で
ミニキッチンガーデン作り

（福岡県福岡市）

23日（土）

蒸留水器で作ったアロマォーターを使って、
ハーブが香る石鹸作りを体験できます。
【場所】2F Open MUJI
【主催】 リカシツ

蒸留水で作る
手ごね石鹸ワークショップ

（江東区）

23日（土）・24日（日）

門前仲町にある小さなワイン醸造所からおす
すめワインの試飲販売会を開催します。
【場所】2F 見えるオフィス前
【主催】深川ワイナリー東京

深川ワイナリー東京の
ワイン試飲販売会
（江東区）

17日（日）・18日（月）・23日（土）・24日（日）

栃木の小さな小屋でお店を営むドライフラ
ワー作家が、有明に初出店します。
【場所】2F 企画展示カウンター
【主催】 POW

ドライフラワーリース・
スワッグ販売
（栃木県佐野市）

23日（土）・24日（日）

専用キットを使って、原材料100％の紙ねん
土作りを体験できます。
【場所】2F リフォーム土間スペース
【主催】 株式会社 相馬

ホントの紙ねんど？で
自由研究・自由工作

（江東区）

23日（土）・24日（日）

大正２年より北九州の地で調味料の製造販
売をしている老舗が出店します。
【場所】1F MUJI Bakery前
【主催】ごとう醤油

-諸国良品 -
九州産の醤油・ドレッシングの販売

（福岡県北九州市）

23日（土）・24日（日）

三重県特産のマイヤーレモンのマドレーヌ
や自家製シロップなどを販売します。
【場所】1F MUJI Bakery前
【主催】comugi 

三重県の食材を使用した
焼菓子・コーヒーの販売

（三重県伊勢）

24日（日）

ヒノキの葉オイルを含浸させたチップと
おが屑でバス・サシェ作りを体験できます。
【場所】2F 特大モニター前
【主催】 土佐龍

ひのき・楠木を使用した
入浴剤作り
（高知）

23日（土）・24日（日）

伊豆、沼津で江戸時代から続く、伝統的な製
法で作られた鰹出汁を販売します。
【場所】1F ライブキッチンカウンター
【主催】 NICATA

23日（土）・24日（日）

カツオ出汁試飲販売
（静岡県沼津）

愛媛県八幡浜市で親子3代に渡って柑橘園
を営む小林果園が出店します。
【場所】1F ティースタンド
【主催】小林果園

23日（土）・24日（日）
-諸国良品 -

愛媛の柑橘ジュースの販売
（愛媛県浜幡市）

宇和海を南に臨み暖かな気候に恵まれた愛媛
県西予市の無茶々園が出店します。
【場所】1F ティースタンド
【主催】無茶々園

23日（土）
-諸国良品 -旬の柑橘を丸搾り
果汁100%ジュース
（愛媛県西予市）

簡単な振り付けを覚えてチアダンスの楽しさ
を体験できます。
【場所】外 有明ガーデンシーズンプロムナード
【主催】STARDIUM Cheer Dance Studio

ポンポンを持って踊ってみよう
チアダンス体験
（江東区）

24日（日）

『店内イベント』
本の中で紹介されている商品を、店内でもご紹介。

『ライブ配信イベント』
7月15日（金）KADOKAWAの担当編集者様と無印良品
東京有明のスタッフにてトークライブを公開。

『インスタグラムハッシュタグ投稿企画』
インスタグラムにて「あなたの隠れ定番」を投稿。

『東京有明のスタッフの「隠れ定番」を紹介』
おすすめポイントを交えながら商品をご紹介。

2022年に誕生した東京ベイエリアを活動拠
点とするプロバスケットボールチームです。
【場所】外 有明ガーデンシーズンプロムナード
【主催】TOKYO UNITED BC

TOKYO UNITED BASKETBALL CLUB
フリースローチャレンジ／公式グッズ販売

（江東区）

18日（月）

スマホスタンド、コースターを紙やすりとオ
イルで仕上げる体験ができます。
【場所】外 有明ガーデンシーズンプロムナード
【主催】大裕工務店

宮大工が教える
スマホスタンド・コースター作り
（神奈川県相模原市）

18日（月）

神奈川の間伐材で作られたフラワーべースの
販売とお絵描きワークショップを開催します。
【場所】2F DIYスペース
【主催】 59331LABO

木製フラワーベース
お絵描きワークショップ
（神奈川県茅ヶ崎市）

16日（土）・24日（日）

発売記念さらにつながるキャンペーン
　　　　　　　　（KADOKAWA）

15日（金）ー24日（日）

1F-3F:無印良品 東京有明店内フロアにて


