
マイバッグをはじめよう。

HOW to USE RECYCLE BAGS

¥150

回収後リサイクルされる循環型買物袋。無印良品 銀座限定の販売です。

再生ポリプロピレン 
リサイクルバッグ

 

小・約W93×H65×D17
大・約W95×H77×D17

消費税込150円

STEP1

www.muji.com/jp/passport
ダウンロードはこちら

¥150

STEP2

STEP3

無印良品 銀座駐車場
東京交通会館駐車場
銀座駐車場
東京国際フォーラム
駐車場

駐車場のご案内

近隣駐車場
マロニエゲート１（タイムズ）
マロニエゲート2
マロニエゲート3
※詳細は店頭スタッフまで
お問い合わせください。

無印良品でのお買い物がもっと便利になるスマートフォン用のアプリ
です。お買い物をしたり、お店にチェックインするとMUJIマイルが
どんどんたまり、マイルがたまるとお買い物に使えるポイントがもらえ
ます。無印良品 銀座をフォローすることで、スタッフが発信するお店
の情報が届きます。
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2

3

4

サイズは2種類から
重い商品や大きな商品も持ち運べる頑丈な再
生ポリプロピレン製。サイズは2種類あります。

150円をお支払い
リサイクルバッグは大・小ともに150円でお買い
求めいただけます。次回以降のお買い物にもご
使用ください。

店舗に返却・返金
ご不要になったリサイクルバッグは全国の無印
良品の店舗へお持ちください。150円をお返し
します。
※Café&Meal MUJI、一部店舗を除く。

東京国際フォーラム駐車場4

無印良品銀座駐車場 1

銀座駐車場3東京交通会館駐車場2
JR 有楽町駅

銀座マロニエ通り
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無印良品  銀座では、ポリエチレン袋の
使用と廃棄を減らすため、商品をお持ち
帰りいただく際の包装を、紙袋とリサイ
クルバッグに切り替えました。大きな商
品には、リサイクルバッグをご利用くだ
さい。また、レジ袋を辞退していただい
たMUJI passportメンバーの方に100
マイルをさしあげます。 

10:00－21:00 
6F

5F
10:00－21:00 

4F
10:00－21:00 

3F
10:00－21:00 

2F
10:00－21:00 

B1F

1F
10:00－21:00 

7:30－22:00（L.O. 21:00) 

レストラン

サロン 
サロン 

ベッドルーム
収納
家電・照明・時計
ソファ・カーテン・ラグ
掃除・洗濯用品

キッチン用品
キッチン家電
テーブル用品
クッション・スリッパ
こども服・マタニティ
木育広場
デザイン工房

靴下・インナーウェア
ヘルス＆ビューティー
文房具・オフィス用品
自転車
旅行用品

婦人ウェア
紳士ウェア
バッグ
靴

食品
ベーカリー
ブレンドティー工房

11:30－15:30(L.O. 15:00)
17:30－22:30(L.O. 22:00)
10:00－26:00(L.O. 25:00)  

ベーカリーのみ  7:30－21:00

無印良品 銀座
〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目3番5号 ｜ 電話 03-3538-1311

店舗ガイド



B1F 1F

1F 1F 4F 4F

2F

4F

「1日のはじまりに、体を整える」が
テーマ。作りたての豆乳がゆ、
おにぎりとみそ汁、焼きたてのパン
と目玉焼きなど、シンプルでからだ
にやさしい朝食セットをご用意し
ます。
消費税込500円～

朝　7:30̶11:00

「おいしい定食」がテーマです。毎朝
小田原の漁港から届く鮮魚を、日替
わり定食で提供します。またサラダ
バーでは、旬の野菜をたっぷりお召
しあがりいただけます。忙しいランチ
タイムの方、ショッピングの途中の
方、旅行中の方などあらゆる方に楽
しんでいただける、おいしく健康的な
メニューをご用意します。
定食  消費税込850円～
  
  

昼　11:00̶17:00

「みんなで囲む食卓」がテーマで
す。小田原漁港から直送された魚
介類や、産地まで足を運んで選ん
だ肉や野菜など、素材や鮮度に目
を配ったお食事を提供します。冷
製の小皿料理や、季節の焼き物、
肉や魚の大皿料理など、あたたかな
団らんのような雰囲気をゆっくり
とお楽しみいただけます。 

夜　17:00̶22:00

［刺繍］ 
無印良品でご購入の商
品の布製品に刺繍いた
します。26色の刺繍糸
から、街を歩き銀座だ
けの色を採集しました。 

［本の仕立室］ 
写真データから写真集
を仕立てます。ご注文
から完成までに約4週
間ほどいただきます。

デザイン工房

もう読まなくなった絵本を次の子どもに。
みんなでつなぎ、育てる絵本図書館です。

つながる絵本 

木の香りにつつまれて。
木のぬくもりを生かした
こどもの広場。木の囲
いをめぐらせた落ち着
いた空間でゆったりく
つろぐことができます。
  

木育広場

栄養たっぷり。朝食にも。旬の果物や
野菜を新鮮なジュースに。牧場直送
森林ノ牧場ジャージー牛乳を使った
ソフトクリームも。朝10:00から。
ジュース　消費税込350円～

ジューススタンド
あなたのお茶をみつけよう。32種類のオ
リジナルレシピから、シーンや気分に合
わせてお選びいただいた茶葉をその場
でブレンドいたします。 
30g　消費税込540円～

ブレンドティー工房

店頭相談も、出張相談も。店頭での
似合う色・サイズ診断、コーディネー
ト相談のほか、新しく出張ワードロー
ブ相談がはじまります。

スタイリング
アドバイザーのサービス

ワードローブ相談

似合う色探し
の相談

インテリア
コーディネートの

相談

くらしのお手伝い
サービス

収納の相談 無印良品のパーツ

おすすめの一品を日替り
で。鶏めしや深川めしな
ど、昔から親しまれてきた
料理をお手本に、素材の
味を生かし、化学調味料
不使用で仕あげました。
日替り弁当 
消費税込750円
ローカルフード弁当
消費税込650円

焼きたてを、朝7:30から。
毎日食べたいロールパン、
季節の素材のサンドイッ
チ、本和香糖を使ったク
リームパンなど、店内で
焼きあげています。
バターロール　
消費税込90円ほか

5F
ポットの蓋、ひとつからでも。棚をつく
りたい、眠りに良い寝具の組み合わせ
を知りたいなど専門の知識をもったス
タッフがサポートします。

インテリア
アドバイザーのサービス

レンタル自転車FREE Wi-Fi
1階のインフォメーションにて承ります。
ご利用時間 :10:00– 20:00 
車種 : 16型折りたたみ自転車(6台) 
         20型フル装備自転車(4台) 
料金 : 5時間  消費税込500円／1日  消費税込1,000円

免税
サービス 
免税サービスを行っています。詳しく
は、スタッフにお問い合わせいただく
か、4F免税カウンターまでお尋ねく
ださい。

ベビーケア
ルーム 
ベビーカーごとはいれる授乳室です。
おむつ替え台と、ミルク用のお湯も
ご用意しています。

レンタル
ベビーカー
1階のインフォメーションにてベビー
カーをお貸し出しします。

予約
サービス 
MUJI passportより
MUJI Diner/MUJI HOTEL/モー
ニングコーヒーのご予約を承ります。

お弁当
はじめました。

ベーカリー

3F
60種類の香りから。アロマセラピスト
がつくったレシピから、お気に入りの
ブレンドレシピをその場で調合してお
渡しします。
10ml  消費税込1,575円
30ml  消費税込3,500円 

香り工房


