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クッキング用品＆テーブル小物
Cooking & eating
鍋＆フライパン| 調理器具 | 食器 | コップ

キッチンアクセサリー
Kitchen accessories
キッチン収納小物| キッチンワゴン|キッチンマット

フード収納＆整理
Food storage & organising
フードキーパー| 容器＆缶 |フリーザーバック

スウェーデンフード＆ドリンク
Swedish food & beverages

スウェーデンバイツ
Swedish Bite

Circular market

小物雑貨
Interior goods

スウェーデンフード
Swedish food

リビングルーム
Living room
ソファ| ソファベッド| アームチェア|
コーヒーテーブル| クッション| ひざ掛け

リビングルーム収納＆小物
Living room storage & organisers
テレビ台| 本棚 | 収納ボックス

ダイニング
Dining
ダイニングテーブル＆チェア| スツール |チェアパッド

オフィス
Workspace
オフィス用デスク＆チェア| ゴミ箱|
バッグ| ペーパーオーガナイザー

照明
Lighting
フロアランプ|テーブルランプ|ペンダントランプ|
電球 | スマートホームデバイス

インテリア雑貨
Decoration
造花 | 人工観葉植物 | 花瓶 |フォトフレーム|鏡|時計

ベッドルーム
Bedroom
ベッド|ベッドサイドテーブル| 掛け布団カバー | シーツ

マットレス・寝具・カーテン
Mattresses / Bedding / Curtains
マットレス| 掛け布団＆枕 | カーテン | ブラインド

ワードローブ＆収納小物
Wardrobe ＆ small storage
ワードローブ| チェスト | ハンガー | 収納ケース

子ども用品・バス用品
Children’s accessories / Bathroom
ソフトトイ| おもちゃ | タオル |バスマット

お会計
Check outs

お会計
Check outs

サーキュラーマーケット 返品
カウンター
Return counter

給水所
Water station

インテリア
アドバイス
Interior advice

ベビーカー・車椅子・お身体の不自由な方、また大きな荷物を運ばれる方等はス
タッフまでお声がけください。エレベーターをご案内します。
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リビングルーム
Living room
ソファ| ソファベッド| アームチェア|
コーヒーテーブル| クッション| ひざ掛け

インテリア雑貨
Decoration
造花 | 人工観葉植物 | 花瓶 |フォトフレーム|鏡|時計

オフィス
Workspace
オフィス用デスク＆チェア| ゴミ箱|バッグ| ペーパーオーガナイザー

リビングルーム収納＆小物
Living room storage & organisers
テレビ台| 本棚 | 収納ボックス

照明
Lighting
フロアランプ|テーブルランプ|ペンダントランプ|電球 | スマートホームデバイス

ダイニング
Dining
ダイニングテーブル＆チェア| スツール |チェアパッド
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1 F

2 F

3F

お会計
Check outs

給水所
Water station

出入口
Entrance |
Exit

返品カウンター
Return Counter

スウェーデン
バイツ
Swedish Bite

小物雑貨
Interior
goods

スウェーデンフード
Swedish food

サーキュラーマーケット
Circular Market

B1へ
Down to
B1

イートスペース
eating space

リビングルーム
Living room

オフィス
Workspace

照明
Lighting

インテリア雑貨
Decoration

リビングルーム収納＆小物
Living room storage &
organisers

ダイニング
Dining

インテリアアドバイス
Interior advice

ワードローブ＆収納小物
Wardrobe ＆ small storage

ベッドルーム・
マットレス・寝具
Bedroom/
Mattresses / Bedding

子ども用品
Children’s accessories

カーテン
Curtains

バス用品
Bathroom

クッキング用品＆テーブル小物
Cooking & eating
鍋＆フライパン | 調理器具 | 食器 | コップ
キッチンアクセサリー
Kitchen accessories
キッチン収納小物 | キッチンワゴン | キッチンマット
フード収納＆整理
Food storage & organising
フリーザーバック|フードキーパー 容器＆缶
スウェーデンフード＆ドリンク
Swedish food & beverages

お会計、お手洗い、オムツ交換台

小物雑貨
Interior goods
スウェーデン バイツ
Swedish Bite
スウェーデンフード
Swedish food
サーキュラーマーケット
Circular Market

お会計、返品カウンター、給水所

ベッドルーム・マットレス・寝具
Bedroom / Mattresses / Bedding
ベッド|ベッドサイドテーブル| 掛け布団カバー | シーツ
マットレス| 掛け布団＆枕 |

ワードローブ＆収納小物
Wardrobe ＆ small storage
ワードローブ| チェスト | ハンガー | 収納ケース

カーテン
Curtains
カーテン | ブラインド

子ども用品・バス用品
Children’s accessories / Bathroom
ソフトトイ| おもちゃ | タオル |バスマット

インテリアアドバイス

お会計
Check outs

フード収納＆整理
Food storage & organizing

スウェーデンフード＆ドリンク
Swedish food & beverages

キッチンアクセサリー
Kitchen accessories 1Fへ

Up to 1F

クッキング用品＆テーブル小物
Cooking & eating
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