BRAND-NEW SHOP

MARUYA GARDENS

話 題 の 3ショップがこの 秋 マ ル ヤガーデンズに 仲 間 入り。
心ときめく逸 品を探しに出 掛けよう！

愉快で気軽に着こなしできるコレクション

私らしい私。My story, My jewelry.

天然由来成分100％の鹿児島ボタニカルコスメ

たくさんのプリント柄や色彩、ユーモアに溢れ、主に自然

“私らしい私”を演出するジュエリーブランド。
リング、ネッ

鹿児島の「ボタニカル（植物）」
を地産原料としたスキンケア、

素材を使用。自由自在の組み合わせが楽しめます。配慮

クレス、ピアス、ブレスレットなどのアクセサリーに加え

ヘアケア、
さらに環境配慮型食器洗い洗剤までを網羅した

の行き届いたパターンをもとに作られた服は、いつでも

て、時計やエアプランツなどの雑貨も新展開。オープニ

「BOTANICANON」
（ボタニカノン）のオフィシャルショップ。

人それぞれをより際立て、
さまざまな体型や年齢、シチュ

ング特典として864円以上お買い上げの先着100名様

9月末まで5,000円以上お買い上げの方全員にハーバル

エーションに対応します。

にエアプランツをプレゼント！

モイストハンドクリームプレゼント
（お一人様1本限り）。

大 胆な配 色 のストライ
プ 柄 が 目を引くフード
カーディガンが主役。鮮
やかなレッドのボトムス
でアクセントを付けて。

クォーツの 輝きと裏 側
に施された透かし模 様
がアンティークライクな
雰囲気。ネックレスはリ
バーシブルで使える。

カーディガン

ネックレス

ブラウス

ピアス

¥24,840

¥19,440

¥18,360

工 場 直 営 店 限 定のナチュラルコスメの逸 品も随 時 販 売 。鹿 児 島のボタニ
カルが奏でるカノン(輪唱)をお肌いっぱいに感じてください。

¥21,600

スカート

100%Natural Ingredients Cosmetics From OSUMI PENINSULA

¥16,200

ハンドメイド石鹸

¥11,880

Jocomomola de sybilla

フェイスオイル

BLOOM

ホコモモラ デ シビラ / 2F

tel.099-201-3007 営業時間 10：00〜20：00 https://www.jocomomola.biz

¥540〜

シャンプー／リンス
（450ml）各 ¥1,188

化粧水（月桃/芳樟/パッションフルーツ）¥1,512〜 乳液

レースアップシューズ

¥4,752

BOTANICANON

ブルーム / 1F

tel.099-295-6433 営業時間 10：00〜20：00 http://www.bloom.co.jp/

¥1,512

ディッシュソープ（500ml）¥700 他

ボタニカノン オフィシャルショップ / B1F

tel.0994-24-3008（本社）営業時間 10：00〜20：00 http://botanical.co.jp

EVENT PICK UP

心 地 いい ひとときを過ご せる、この 秋 のイベントをピックアップ！

CAPTAIN
VINYL
in
KAGOSHIMA
日 本 が 世 界 に 誇 るD J N O R I 、D J
MUROによる注目のイベントが鹿児島
初 上 陸！ 芸 術の秋 、G O O D M U S I C
をみんなで楽しもう。

9.24（日）
［会場／RF BLOOM］
◎時間／14:00〜22:00
◎参加費／大人¥3,000・18歳未満¥1,000
◎小学生以下無料
1Fインフォメーションにてチケット販売中

こどもと大人のGoodday market

【問合せ】099-227-3360
（CAPTAIN VINYL in KAGOSHIMA 実行委員会）

心と体に良いものがあれば、
きっといい1日になるはず。
そんな思いを込めて毎月最終日曜に開催予定のスペシャルなマーケット。

9.24（日）［会場／7F 屋上庭園ソラニワ］
◎時間／10:00〜18:00

【問合せ】099-225-6622（Goodday／7F）

ツルマチ米で
「親子丼」
を
味わおう！
出水産のブランド米「ツルマチ
米」の新米が登場！ 出水で生
産が 盛んな鶏 肉 、卵を使った
「親子丼」
を堪能しよう。

9.16（土）［会場／B1F garden0（キッチンスタジオ）］
◎時間／12：00〜13：00
◎参加費／無料（ご家族での参加歓迎。エプロン持参）◎定員／20名
【問合せ】090-1349-5740（出水ツルマチ米生産組合 担当：西田）

LoFt meets Pokémon
PIKACHU BLACKBOARD COLLECTION

秋のおすすめメイクアップ体験会
コスメキッチンで、2017
年秋冬トレンドメイクをお
試しいただけるイベントを
開催。ポイントメイクのみ
でもOK。参加費無料。

ブラックボード（黒板）にチョークアートの
ピカチュウデザインが施された、
シックであ
りながらもかわいいコレクションをスタート
します 。クリアファイルやメガネケース、
ポーチなどデイリーで使える小物から、
マグ
カップやプレートなどの食器、大人の女性
のライフスタイルを楽しく幅広く演出する、
ロフトオリジナルデザインにて展開します。

会期：開催中〜

9.24（日）

［会場／3F 鹿児島ロフト］

開催中

〜9.18（月祝）

［会場／1F Cosme Kitchen market］
◎時間／10：00〜20：00

【問合せ】099-239-6210（鹿児島ロフト／3F）

【問合せ】099-248-7791（Cosme Kitchen market／1F）

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

〒892-0826

鹿児島市呉服町6-5 http://www.maruya-gardens.com

TEL.099-813-8108 営業時間／10:00〜20:00

※一部店舗は営業時間が異なります。

STYLE

AUTUMN
COLLECTION
2017

トレンドも、ベーシックも、私らしく、秋らしく。

AUTUMN WEAR
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BEAUTY & YOUTH
UNITED ARROWS

ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ / 1F

「 C h a m p i o n 」のプルオーバーをトレンド
カラーで別 注オーダー。バックプリントが
ストリートムード溢れるアクセント。

02

WORK NOT WORK
URBAN RESEARCH

ワーク ノット ワーク アーバンリサーチ / 1F

定番のガウンコートを柔らかく温かなボア
素 材で。
ブラウスやニットの羽 織りとして
幅広いスタイリングに活躍！

フードスウェットプルオーバー

カーディガン

07

08

各 ¥11,880

ROSE BUD

ローズ バッド / 1F

今季注目のチェック柄をコルセット風デザ
インで仕 上げた旬 顔 のシャツ。ウエスト
マークでスタイルアップも叶う。
シャツ

¥10,584

¥13,800

MARGARET HOWELL

マーガレット・ハウエル / 1F

03

WORK NOT WORK
URBAN RESEARCH

ワーク ノット ワーク アーバンリサーチ / 1F

トレンドのビッグシルエットにハイネックが
決め手 。後ろスリット入りでボトムスへの
IN、OUTのアレンジも自在。
ニット ¥15,800

09

45R

フォーティファイブ・アール / 1F

ゆったりとした衿リブのベストはシャツや
カットソーと好 相 性 。オンオフを問わない
万能スタイルを完成させて。

ヴィンテージコートのライナーをイメージし
た細身のシルエットが秀逸。自宅で洗える
素材でデイリーに着回せる。

ニットベスト ¥32,400

ナイロンライナーブルゾン

シャツ

¥28,080

21

20

¥32,400

04

GALERIE VIE

ギャルリー・ヴィー / 1F

05

GALERIE VIE

ギャルリー・ヴィー / 1F

06

ROSE BUD

ローズ バッド / 1F

クリーンなVネックを柔らかな肌触りと優し
い風 合いでクラスアップ。イエロー、ベー
ジュ、
ネイビーの3色展開。

エレガントなIラインスカートはストレッチが
利いたコーデュロイ仕立て。前スリット入
りで歩きやすさも抜群。

1枚で今年らしい着こなしを完成させるベ
ロア素 材のガウン。ニュアンスのある光
沢感でクラシカルなムードを高めて。

ニット ¥19,440

スカート ¥19,440

ベロアガウン

10

NorieM

ノリエム / 2F

優れた柔 軟 性と肌に優しい素 材で定 番
的人気を誇る一着。ゆったりとした中にも
縦にスッキリ見せるフォルムが自慢。

パンツ

¥27,000

11

Harriss

ハリス / 2F

12

¥12,960

Harriss

ハリス / 2F

シンプルなVネックに上 質な素 材が際 立
つウール100％のニット。ベーシックカラー
から差し色まで選べる6色展開。

引き続き人 気のベルトマークデザインは
メリハリの効いたスタイルを演出。華やか
なローズピンクで差を付けて。

ニット ¥16,200

パンツ

¥17,280

13

Pao･de･lo

パオデロ / 2F

今すぐ着たいシャツワンピースは羽 織りにも使
える2 W A Y 仕 様 。秋はパンツを合わせたスタイ
リングがオススメ。

14

Pao･de･lo

パオデロ / 2F

15

SALLY

サーリィ / 2F

上 質なダウンベストにワイドなコーデュロイパン
ツがベストマッチ。素 材とフォルムでカジュアル
をクラスアップして。

ボリュームたっぷりの袖のフリルが 手 元に上品
なニュアンスをプラス。
さらっと着るだけで今のス
タイルが成立。

シャツワンピース

ダウンベスト ¥30,240

トップス

パンツ

パンツ

18

¥23,760
¥20,520

PETIT BATEAU

プチバトー / 2F

右サイドにフリルを施したアシンメトリーなデザイ
ンのノースリーブ。1 0 0％コットンの肌 触りの良
さも魅力。
ノースリーブカットソー

¥7,020

19

¥20,520

PETIT BATEAU

プチバトー / 2F

ブランドを象徴するミラレ素材の半袖カットソー。
ゆったりとしたシルエットでジェンダーレスな着こ
なしを楽しめる。
カットソー

¥7,020

20

¥18,360

16

SALLY

サーリィ / 2F

ネイビー×ベージュのカラーリングでフリル付き
でもスタイリッシュな印 象 。気になるウエストもさ
りげなくカバー。
トップス

PETIT BATEAU

プチバトー / 2F

21

¥17,280

Escrime Shop

エスクリムショップ / 2F

定番のマリンニットをフェミニンにアレンジした新
作。
フロントにあしらった金ボタンがスタイリング
のアクセントに。

フェミニンフィットのクラシックなライダースジャ
ケット。大 人の女 性に似 合う絶 妙なベージュカ
ラーをチョイスしたい。

マリンニット ¥16,200

レザーライダースジャケット

¥195,480

17

SALLY girl

サーリィガール / 2F

レースとビジュー付きのサッシュベルトで女 子力
アップ！ オケージョン対 応ワンピースもクロー
ゼットに常備したい。
ワンピース

22

¥21,600

Dickies

ディッキーズ / 4F

定番のTCツイル素材がフィッシュテールスカート
に。同素材のワークシャツを合わせてワンピースの
ように着こなして。
ワークシャツ（10月上旬入荷予定）¥5,940

スカート ¥8,100

※価格はすべて税込表記となっております。※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

9/15（金） 9/21（木）

9/8（金） 9/30（土）

男のこだわりを満たす、ハイブリッドなスタイルへ。

AUTUMN WEAR
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STYLE

移ろう季節の色は、バッグとシューズに托して。

AUTUMN COLLECTION 2017

WORK NOT WORK URBAN RESEARCH

ワーク ノット ワーク アーバンリサーチ / 1F

ジャケットと同素材で仕立てたジップアップベスト。軽く、動き
やすく、
スタイルを選ばずにコーディネートできる。
ベスト ¥28,800

WORK NOT WORK URBAN RESEARCH

BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS

ワーク ノット ワーク アーバンリサーチ / 1F

ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ / 1F

Felisi

Style Council

フェリージ / 1F

機能美を追求したビジネスユースのトート。間口は
ファスナーによる開閉式で厚みのあるA4ファイル
もスッキリ収納。

絶妙な配色の混紡素材が女性らしさを表現した
シーズンコレクション。実用性と上品さも兼ね備
えるB5サイズ。

トートバッグ

ストレッチ性のあるスポーティなナイロン素材を使用。
スタン
ダードな中にもギミックを利かせたディテールに注目を。

ストリートスタイルのマストアイテムを
「スラッシャー」別 注で
作成。ユニセックス仕様のアイコニックな仕上がり。

Felisi

フェリージ / 1F

¥59,400

ハンドバッグ

スタイルカウンシル / 2F

使うほどに味を増す厚 口のヌメ革を使 用 。
ショルダーを
取り外せば端正なフォルムのハンドバッグとしても使える。
TIDE WAY 2WAYボストンバッグ

¥85,320

各 ¥21,600

ジャケット ¥42,800

コーチジャケット 各 ¥16,200

VICTORINOX

ビクトリノックス / 1F

ホイール付きで移動もスムー
ズなキャリーバッグ。ショル
ダーストラップを取り出せば
バックパックとしても活躍。

LACOSTE

ラコステ / 2F

着 心 地にこだわったソフトな素 材にグラフィ
カルなロゴを載せて。
カジュアルでも存在感
あふれる主役級の一着。

2-イン-1
キャリーオンダッフル

¥43,200

スウェット ¥20,520

chambre de nimes

GRACE CONTINENTAL

シャンブルドニーム / 2F

グレースコンチネンタル / 1F

ちょっとしたお出掛けやオケージョンのシーンにぴったり
の小ぶりなサイズ感。
タッセルは取り外し可能。

アイコンバッグ・カービングトライブスに新色が
登 場 。ヴィンテージ感あふれるグラデーション
カラーは必見！
バッグ

タッセル付きバッグ

¥36,720

WORK NOT WORK
URBAN RESEARCH

chambre de nimes

シャンブルドニーム / 2F

ワーク ノット ワーク アーバンリサーチ / 1F

イタリア製の「ペレッテリア・ベネタ」のバッグを展 開 。
定番のショルダーはハンドバッグとの2WAY仕様。

同ブランドのジャケット、ベストとセットアップで
着用できるパンツ。
ウェビングベルト付きで着脱
もスムーズ。
パンツ

各 ¥18,360

ショルダーバッグ

各 ¥23,760

¥26,800

VAN

ヴァン / 4F

サテンとコットンの異なる素材感で着
回せるリバーシブルタイプのロゴ入り
スタジャン。色違いでカーキも展開。
リバーシブルブルゾン
シャツ

¥10,584

¥36,720
ROOTOTE GALLERY

chambre de nimes

ルートートギャラリー / 2F

シャンブルドニーム / 2F

ふんわり軽いのに型崩れしにくいフェザー
トート。きれい色に映えるビジュー付きの
ファーチャームも添えて。
トートバッグ

軽 やかな使い 心 地 の 斜め掛けバッ
グ。
シンプル、
コンパクトながらも外ポ
ケットやジップ使いで機能性は十分。

各 ¥3,240
各 ¥2,808

バッグ

各 ¥17,280

ファーチャーム

AVIREX

CAMPER

アヴィレックス / 4F

カンペール / 2F

防 風 機 能を兼ね備えたジップ
アップタイプのパーカーは、左
胸にブランドロゴ、左 袖にリフ
レクタープリント入り。

現代的なルックスと進化した機能を兼
ね備えたクラシックシューズ。アシンメ
トリーなカラーリングで個性を発揮。
ドレスシューズ（Ladyʼs）

スウェット ¥12,960

¥28,080

カンペール / 2F

ディッキーズ / 4F

定 番のチノパンツがトレンドのワイドシルエット
で登場。堅仕上げを施さず、新品から肌になじ
むような素材感を実現。

アヴィレックス / 4F

撥 水 効 果と高い保 温 性を備えたM A - 1
は、USAF70周年を記念したオリジナル
のグラフィックワークがポイント。
アウター

リラックスワークパンツ

スポーティなソールとクラシカ
ルなデザートブーツが融合。
レザー素材のインソールで抜
群の歩きやすさを実現。

CAMPER

Dickies

AVIREX

trippen＆CI-VA

トリッペン＆チーバ / 2F

¥8,640

上 質な天 然 皮 革にカラフルなゴム製
シューレースがアクセント。デザインにも
履き心地にもこだわった大人の一足。

ショートブーツ
¥61,560（Ladyʼs）

¥63,720（Menʼs）

レザースニーカー
（Menʼs）

¥27,000

¥28,944

※価格はすべて税込表記となっております。※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

9/15（金） 9/21（木）

9/8（金） 9/30（土）

日常にそっと寄り添う、小さな相 棒に出 合う。

大人の肌が艶めく秋の新作をラインナップ。

FASHION GOODS

Escrime Shop

エスクリムショップ / 2F

「 A c n e S t u d i o s 」の大 判
ベビーウールストールは軽く
柔らかく暖か。完 売 必 至 の
ニュアンスカラーを狙って。

ete

ete

エテ / 1F

エテ / 1F

ピアスのようにすっきり見える
ループイヤリング。パールとビ
ジューのリバーシブルで3 6 0
度抜かりなく美しく。

ルージュのように艶めくピン
クトルマリンとすみれ 色 の
アメジスト。
ゴールドのカット
ボールもきらめきを添える。

ループイヤリング

ネックレス

COSMETICS

ストール

Cosme Kitchen
market

コスメキッチンマーケット / 1F

各 ¥22,140

鮮やかで高発色なのに、
とろ
けるような感 触 のセミマット
ルージュ。
トリートメント効果に
優れ、つけている間 中うるお
いのある唇に。

¥21,600

¥19,440

AUTUMN COLLECTION 2017

ナチュラグラッセ
ルージュ モイスト

ロフト / 3F

各 ¥3,456

Cosme Kitchen market

コスメキッチンマーケット / 1F

まぶたに溶け込むような、なめらかなテクス
チャーで、
自然な立体感とツヤ感を演出。ベー
シックな3色セットでグラデーションも簡単！

BERING リストウォッチ

（左）¥22,140
（右）¥23,220

D-Eye Kagoshima

trippen＆CI-VA

この秋取り入れたいのはノスタルジックな雰囲気のアイウエア。
ファッショナブルなグラスホルダーも要チェック！

手 に 収まりの い いフォル ムとカウレ
ザーの質 感に型 押しロゴとステッチが
ポイント。
ギフトにも選ばれる6色展開。

La Loop グラスホルダー

トリッペン＆チーバ / 2F

キーホルダー

コスメキッチンマーケット / 1F

人気No.1アイテムがリニューアル。下地と
ファンデーションの機能を兼ね備え、1本で
“素肌がキレイな人”という印象を叶える。

¥20,520
MYKITA メガネ ¥60,480
ANNE ET VALENTIN サングラス ¥32,400

各 ¥3,024

LOFCOS ベースメイクアイテム

¥1,026〜¥1,404

¥2,052〜¥3,240

ロフト / 3F

朝のスキンケアの最後にプラ
スワン。
エイジングケア発想の
多機能ビューティーアップ乳
液。
ツヤと光をまとったなめら
かな肌へ導く。

Cosme Kitchen market

ディーアイ カゴシマ / 4F

LOFCOS アイメイクアイテム

パーフェクトワン / 2F

各 ¥3,888

北 欧 デンマークのブランド
「 ベーリング 」。鮮 やかなブ
ルーをまとったベストセラーモ
デルは手 元のアクセントに。

高品質でお手頃価格のアイテムが揃う
「ロフコス」。肌に直
接ふれるベースメイクは、天然由来成分配合のナチュラルな
仕様がうれしい。

PERFECT ONE

ナチュラグラッセ アイカラーパレット

ロフト / 3F

ロフト / 3F

アイメイクに必 須 の 持ちの良さと高 発 色を実 現 。テクス
チャーにもこだわって、デリケートな目元のための美容液成
分を全品に配合。

あかね、るり、あまぐもなどの
和 名が 付けられたネイルカ
ラーは、爪に優しい使用感。
トルエン、
フタル酸ジエテル、
香料不使用。

SP スキンベールミルク

¥3,024

ナチュラグラッセ メイクアップ クリーム

LOFCOS ネイルカラー

各 ¥1,296

各 ¥3,024

慈しみ、育てたい、暮らしの道具たち。

LIVING TOOLS
Mstyle

エムスタイル / 1F

何気なく置くだけで部屋の雰囲
気が変わる観葉植物。おしゃれ
なカゴや陶器入りなら飾りやす
くお手入れもしやすい。
観葉植物

¥3,000〜

Patio

Patio

パティオ / 4F

ガラスキャビネット Low

Style Council

¥59,400

High

パティオ / 4F

座ると自然に体がもたれてリラックスできるソファ。
約60種類の張り地でお好みのテイストにアレンジできる。

オーク無垢材とスチールを組み合わせたキャビネット。
余計な装飾がないから、
どんな空間にもさりげなくなじむ。

¥89,640

ソファ

¥105,300〜（10月より価格変更となります）

Style Council

スタイルカウンシル / 2F

スタイルカウンシル / 2F

ナチュラルな木 製ハンガーラックは、明日身につける
アイテムを並べるのにちょうどいいサイズ。
（W55×D45×H130cm）

シンプルで飽きのこないデザインの家具は、
プライスも魅力的。
用途やスペースに合わせて、
自由に組み合わせて。

¥20,520 スタンドミラー ¥13,500
ロッキングチェア ¥12,960 キャビネット ¥25,380
デスク

ハンガーラック

Good day

グッデイ / 7F

鹿児島生まれのコスメブランド
「ヴィーナ
スターオーガニクス」。天然香料100％
だから、本物の香りに出合える。

¥21,600

ルームスプレー

¥2,052〜¥2,592

Patio

journal standard Furniture
LIMITED STORE

ABBEY SOFA

RODEZ CHAIR（本体）¥41,040
※カバーその他 ¥17,280〜

くまざさが原料のアイテムは、ストレスフリーな使い心地。
天然の抗菌防臭力と軽さ、吸湿力を肌で確かめて。

ヴィンテージカーや古着のネルシャツからインスパイアされたデザイン。
柔らかくふっくらとした座り心地も魅力。

日本伝統の座イスを現代的にアップデート。
5段 階のリクライニング機 能 付きで、お好みのカバー
に着せ替えも可能。
DAMAGE DENIM COVER

パティオ / 4F

journal standard Furniture LIMITED STORE

ジャーナルスタンダード ファニチャー リミテッドストア / 4F

ジャーナルスタンダード ファニチャー リミテッドストア / 4F

¥181,440

¥23,760

バスマット
（小）¥3,024 スリッパ（M）¥3,456

D&DEPARTMENT KAGOSHIMA by MARUYA

ソックス

ディアンドデパートメント カゴシマ バイ マルヤ / 4F

各 ¥1,620

1960年代の名作・デルタチェアが2017年に復刻。
テーブルやスツールも合わせて快適なダイニングを完成させて。
【maruni60 ラウンドテーブルセット】
ラウンドテーブル

¥54,000〜 デルタチェア ¥42,120〜
¥19,440〜

スタッキングスツール

Patio

パティオ / 4F

ロフト / 3F

柔らかな着心地のリトアニア産リネン
で仕立てたエプロン。豊富なカラーバ
リエーションから選べるのもうれしい。

ロフト / 3F

エプロン
（左）¥6,264（右）¥7,128

憂 鬱な雨の日も、傘を開けば青 空に！
冴えない空 模 様の日こそグッドデザイ
ンで気分を盛り上げて過ごしたい。
MoMA スカイアンブレラ

Patio

コンセントに差し込めば、室内にほのかな香りがさっと広がる。
全10種類のフレグランスからお気に入りを選んで。
aria プラグインディフューザー
aria フレグランスリキッドボトル

¥1,620
各 ¥1,620

ポトル

¥7,344

ロフト / 3F

ノートのようなフォルムに高機能LEDを搭
載した充電式ライト。
コンパクトなポケット
サイズでスマホへの充電も可能。

ディアンドデパートメント カゴシマ バイ マルヤ / 4F

軽くて丈夫な竹製品は鹿児島の風土に合った暮らしの道具。
修理して長く使い継げるから、用途に合わせて揃えたい。
碗かご

MoMA Mini Lumio＋

¥5,400〜

¥24,408

ホットドリンクを注げば、モノク
ロのグリッド模様がカラフルに
変化。ティーブレイクのたびに
アートな気分に浸ろう。
MoMA モンドリアン
カラーチェンジ マグ

¥2,916

¥5,400

アムケトル

¥6,480

Patio

ロフト / 3F

D&DEPARTMENT
KAGOSHIMA by MARUYA

パティオ / 4F

デザイン、使 用 感 、洗いやすさのすべてにこだわった
「野田琺瑯」。深みのある色がキッチンに華やぎもプラス。

パティオ / 4F

高い保温・保冷性と耐久性で、一生
モノのボトルと言われる
「スタンレー」。
1ℓサイズは卓上ポットにもオススメ。

ロフト / 3F

クラシック真空ボトル

トースターが大ヒットした「バルミューダ」から、蒸気の力で
炊く炊飯器が誕生。おいしさを追求した3合炊きサイズ。
バルミューダ ザ ゴハン

¥6,480

各 ¥44,820

※価格はすべて税込表記となっております。※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

9/15（金） 9/21（木）

9/8（金） 9/30（土）

