
裏面

冬のあたたか支度もお買い得。11月25日｜火｜まで

●掲載商品の仕様・価格・デザイン等は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ●店舗によって品揃えが異なることがございます。また、数に限りのある商品もございますので、品切れの場合はご容赦ください。 ●印刷の都合上、実物と多少色・仕様が異なる場合がございます。 ●チラシ有効期間：2014年11月17日 ●チラシ発行：2014年11月

ウールアルパカ洗える 
Ｖネックセーター
紳士　税込4,980円

  税込3,900円

ウールアルパカ洗える 
Ｖネックカーディガン
婦人　税込4,980円

  税込3,900円

ニュージーランドウール混 
メルトンピーコート
紳士　税込17,000円

  税込12,000円

※店舗により品揃えは異なります。

いっしょに買うとお買い得。

［組み合わせ例］
木製ベッドフレーム タモ材・ナチュラル　スモール　税込23,000円×2台
超高密度ポケットコイルマットレス　スモール　税込65,000円×2台

この他のサイズもございます。 合計 税込176,000円  合計 税込158,400円

木製ベッドフレーム 
タモ材・ナチュラル／ブラウン（ヘッドボード別売）

　　　
対象マットレス各種 増量タイプ・超高密度／超高密度／高密度ポケットコイルマットレス

10%
OFF
12月25日｜木｜

まで

あたたかファイバー厚手毛布

シングル 各税込4,900円

ダブル 各税込6,900円

無印良品のお買い物には、MUJI Cardがお得です。

「MUJI ショッピングポイント」をプレゼント
■ ご入会でもれなく1,000ポイント（1,000円相当） 　■ お誕生月に500ポイント（500円相当）
■ 年に2回、5月・12月に500ポイント（合計1,000円相当）プレゼント

●Visaなら年会費無料。
MUJI Card アメリカン・エキスプレス®・カードは年会費3,000円（税別）。

オンラインでも
お申込OK！
最短3営業日
発行受付中

詳しくは
こちら

※他の割引キャンペーンと併用できません。
※通常、別途配送料がかかります。

［組み合わせ例］
こたつ長方形・本体 ダークブラウン　幅105×奥行75×高さ38cm　税込12,720円

四隅の広がらないこたつふとん  リバーシブル・長方形／ベージュチェック　185×215cm　税込9,500円 

この他のサイズもございます。 合計 税込22,220円  合計 税込19,998円

いっしょに買
うと

あったかスープでほっこり。

蟹のビスク
人参ピューレの優しい甘みや
昆布の旨みを加えて
より濃厚な味わいに。

税込350円

ポルチーニクリーム
鰹節や昆布の旨みを加えて
濃厚で風味豊かな
仕あがりに。

税込350円

ミネストローネ
昆布の旨みとチーズの
コクを加えてさっぱりしながら
食べごたえのある味に。

税込300円

クラムチャウダー
シーフードエキスと
ホタテエキスのダブル使いと
チキンエキスで味に深みを。

税込300円

あたたかい暮らし。

カシミヤ大判ストール
70×200cm　税込6,980円  

   税込4,900円

オーガニックコットン 
ハイネック長袖シャツ
紳士　税込1,500円

  税込1,000円

オーガニックコットン 
ストレッチタートル
婦人　税込1,500円

  税込1,000円

起毛スムースハイネック 
長袖Ｔシャツ
ベビー・トドラー　各税込1,000円

   各税込690円

無印良品メンバーの方はさらにお得に !

10%
OFF
12月7日｜日｜

まで

いっしょに買
うと

こたつ本体 
楕円こたつ・曲木脚／ 
長方形こたつ・曲木脚／ 
こたつ長方形／こたつ正方形

　　
こたつふとん・ 
リバーシブル
楕円形／長方形／正方形

家で洗えるカシミヤ100％
なめらかな肌触りで、軽くてあたたかいカシミヤ山羊毛は、

その繊維のデリケートさから、家でのお手入れが難しいと考えられてきました。

無印良品は、糸にする段階で少し撚りを強くすることで、

カシミヤ特有の風合いの良さはそのままに、強度を増すことができました。

色も豊富にそろえましたので、お気に入りを見つけてください。

iOS&Android専用アプリ無印良品週間
開催中 11月25日｜火｜まで
無印良品メンバーにはご優待実施中！ 詳しくは中面へ

長くお使いいただくための、手洗いのしかた
① 洗い桶に30℃の水と洗剤を入れる
② ニットをたたんで2～3分つけ置きした後、 
 20～30回押し洗い
③ たたんだまま、30秒ほど脱水
④ すすぎ水で軽く押しながら2回すすぐ
⑤ たたんだまま、30秒ほど脱水
⑥ 陰干し、平干しで干してください

※カシミヤは特にデリケートな繊維のため、高い水温で洗ったり、長時間水に浸けて
いると縮みの原因となることがあります。

カシミヤニット
［紳士］ 各税込9,980円

各税込7,900円

無印良品メンバーの方はさらにお得に！

クルーネックセーター 
（全20色）

Vネックカーディガン 
（全20色）

11月16日｜日｜までカシミヤニット
［婦人］ 各税込8,980円

各税込6,900円

無印良品メンバーの方はさらにお得に！

クルーネックセーター 
（全8色）

Vネックセーター
（全10色）

クルーネックカーディガン
（全12色）

11月16日｜日｜まで

アプリをダウンロードしてすぐに使える
クーポンがもらえます！

フレンチウール混メルトン 
ダッフルコート
婦人　税込13,000円

  税込8,900円

無印良品メンバーの方はお得に !

無印良品メンバーの方はお得に !

※店舗により品揃えは異なります。 ※店舗により品揃えは異なります。

●無印良品でのお買い物にご利用可能な「MUJI ショッピング
ポイント」と交換できる、「永久不滅ポイント」が通常の3倍

（1,000円ごとに3ポイント）貯まります。



無印良品メンバー限定

10%OFF

デュアルカウンターファン
上下それぞれの役割に特化したファンを逆回転させるこ
とで、コンパクトながら、きれいな空気を大量に送り出します。
下側のファンは浮遊物質を集め、フィルターに吸着させ、
上側のファンは浄化されたきれいな空気を遠くへ送ること
に特化した設計で、循環気流を生み出し、高い空気清浄
能力を発揮します。

360°集塵脱臭フィルター
全周囲から浮遊物質を高効率に取り込める「360°集塵
脱臭フィルター」を採用。※2

0.1μmという、ウイルスなどの微細な粒子も除去できる
集塵性能で、花粉、PM2.5（※3）も除去します。料理など
の生活臭やペットやたばこのにおいもしっかり除去する
脱臭性能です。

賢い運転モード
外出前や帰宅直後、掃除機との同時
使用で最も効果を発揮する「ジェットク
リーニングモード」を搭載。最大30分
動作し、ファンの回転数を徐々に下げる
ことで部屋の空気を落ち着いた状態に
して元の運転モードに戻ります。
「AUTOモード」は、本体に内蔵された
「ホコリセンサー」と「ニオイセンサー」に
よって、ファンの回転数を調整しながら
自動運転を行います。

ジェットクリーニング
モード

AUTOモード

首もとはやさしく、体はあたたかく。
からだには保温性に優れたウールを使い、
首まわりのチクチク感をおさえるために、
首もと部分には肌ざわりのよい綿混素材を使っています。
洗濯機で手軽に洗えるのも特長です。

お得なサービスいっぱいの
無印良品メンバー
MUJI passportご利用の方、MUJI Card会員、MUJI.netメンバーの方であれば 
さまざまな特典が受けられます。

国内の無印良品やネットストアのお買い物で、MUJIマイルが貯まります。
※貯まったマイルに応じて、お買い物に使えるMUJIショッピングポイントなどをプレゼント。

特典 1

お誕生日の登録で、MUJIショッピングポイント（500円相当）をプレゼント。
※お誕生日の前月までにご登録いただいた方が対象です。

特典 2

年数回の「無印良品週間」期間中はご優待価格でご購入いただけます。特典 3

首のチクチクをおさえた洗えるタートルネックシリーズ

巻く、はおる、自在に使えます。
ウール100%で織り上げた大判ストールに、
はおるときにズレ落ちにくいよう、手が通せるスリットを入れました。
アレンジに使えるピンが付いています。

75×210ｃｍ／各色／各税込4,980円
ウール大判手通し（柄）ケープストール

各税込3,900円

無印良品メンバーの方はさらにお得に！

綿80%のやさしさで、自然のぬくもり。
天然素材の肌触りはそのままに、温度調節機能を持つレーヨン糸を編み込み、
秋口から春先まで3シーズン快適に着られる風合いに仕上げました。
かたちや色を豊富に揃えています。

天然素材にこだわったぬくもりインナーシリーズ
[婦人]  
Ｕネック八分袖シャツ 
タートルネック長袖シャツ 
フレンチスリーブシャツ 
十分丈レギンス 他

[紳士] 
Vネック長袖シャツ 
Vネック半袖シャツ 
クルーネック長袖シャツ 
ロングタイツ 他

各税込2,900円

［紳士］ 各色／各税込3,980円

無印良品メンバーの方はさらにお得に！

各税込1,900円

［婦人］ 各色／各税込2,980円

無印良品メンバーの方はさらにお得に！

空気中の浮遊物質をしっかり取り除けるよう、風の力で部屋中の空気を動かします。
目に見えない空気の流れをデザインした空気清浄機です。

各税込1,000円

無印良品メンバーの方はさらにお得に！

各色／各税込1,500円

無印良品週間
開催中 11月25日｜火｜まで

11月25日｜火｜まで

11月25日｜火｜まで 11月25日｜火｜まで

※写真は婦人の商品です。

税込39,000円

空気清浄機

税込37,000円

無印良品メンバーの方はさらにお得に！

11月25日｜火｜まで

サイズ：幅25×奥行25×高さ49.8cm 
適用床面積（目安）：～30畳※1、清浄時間：8畳を10分※1

※1　「適用床面積」ならびに「清浄時間」の数値は、「JEM1467」に基づく数値です（「ジェットクリーニングモード」運転時）。
※2　すべての有害物質に対応するわけではありません。 使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。
※3　PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。この空気清浄機では0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。
※【PM2.5の試験方法】日本電機工業会 自主基準（HD-128）【判断基準】0.1～2.5μmの微小粒子状物質を32㎡（約8畳）の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。（32㎡（約8畳）の試験空間に換算した値です。）


