
お食事処「鶏とたまご」（B1F）

クリスマスセット 
¥980

オムレツ、黒さつま鶏の竜田揚げ、鶏唐揚げ、
エビフライなどボリューム満点のメニューに
小鉢、ご飯、汁物にデザートがついたお得なセット。

W I N T E R  C O L L E C T I O N  2 017

〒892-0826  鹿児島市呉服町6-5　TEL 099-813-8108　　
営業時間／10：00～20：00
ht tp://www.maruya -gardens .com

※一部店舗は営業時間が異なります。

C H R I S T M A S  M E N U  2 017

大切な人と味わいたい期間限定メニューが登場 !

C H R I S T M A S  G I F T  2 017

家族や友達、自分へのプレゼントに

ホコモモラ（2F）

ファイブボールセット ¥2,700

魔法がかかった世界で踊り出すロバが
食卓をにぎやかにする、5つの小鉢セット。

ルートートギャラリー（2F）

ショルダーウォレット 
¥8,424

お財布機能を備えたミニトート。
ちょっとしたお出かけや
旅行のお供に!

エムスタイル（1F）

クリスマスリース キャンドルアレンジ ¥2,160～
ご予算、お好みに合わせてオーダー承ります。

プチバトー（2F）

〈キッズ〉コート
¥11,880～

パーティーシーンで大活躍! 
羽織るだけで華やかになる
フェイクファーコート。

ローズ バッド（1F）

ファールームシューズ 
各¥7,452

折り畳みOKで旅行にもぴったり。
クリスマスカラーのベロア巾着付き。

パティオ（4F）

イラン産ギャッベ 各¥8,640～

一点一点異なる柄で
幅広い層に人気のギャッベは、
温かみのあるプレゼントに。
（40×40cm／60×40cm／90×60cm）

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）

バッグ（アイボリー） ¥1,026
タオル ¥2,700
スリッパ ¥5,184
マグカップ ¥1,620

オリジナルのマルシェバッグに
毎日使えるアイテムを詰め込んで。

デンタルセレクトショップ 
スマイリーズ（4F）

歯ブラシ 各¥400
歯磨粉 ¥1,940

大人気のルシェロから、
ホワイトニングのための歯ブラシが誕生。
Lime粒子がステインを除去する
歯磨粉とご一緒に。

グッデイ（7F）

ホワイトソースの煮込みハンバーグ
ドリンク付 ¥1,100

Goodday自慢の濃厚ホワイトソースで煮込んだ
熱々ハンバーグ。心も身体も温まる一品。

カフェ ノリエム（2F）

ベリーとチーズの
クリスマスパフェ¥756
各種クリスマスクッキー ¥108～

酸味が爽やか、鮮やかなベリーと
濃厚なチーズのスペシャルパフェ。
クリスマスを彩る可愛いクッキーたちとご一緒に。

コージーガーデン（7F）

クリスマスランチプレート
¥1,080（スープ・ドリンク付）

オーブンで焼き目をつけたチキンをクリームスープ仕立てに
し、パイで包み込みました。コージーガーデン人気のサラダ
盛りとミニクレープがセットになったプレート。

ルーフガーデン レストラン（7F）

パーティープラン 
¥4,000～

ナポリピッツァやパスタなど、予算に応じたカジュアルに
楽しめるパーティープランをご用意。

みんなと彩るクリスマス

サーリィガール（2F）

〈左〉帽子 ¥2,484

ふわふわ起毛感と丸みのあるフォルム。
フェミニンコーデと相性抜群！

〈右〉ストール ¥3,024
ラビットファーのポンポンがキュート！ コーデのポイントに。

ビクトリノックス（1F）

マルチツール ¥4,536

クラシックAL リミテッドエディション2017。
今年のカラーはオリーブグリーン。
※2017年限定モデルスペシャルパッケージ入り。

ディッキーズ（4F）

ニットキャップ 各¥2,052

シンプルで使いやすく、色も豊富。
ロゴをアクセントにかぶっても◎。
（レッド、イエロー、ブルー、ブラウン）

カンタベリー（4F）

帽子&ネックウォーマー ¥3,888
ワッチキャップとネックウォーマー、2WAYで使えるアイテム。

※掲載商品は数に限りがございます。 ※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。

コスメキッチンマーケット（1F）

〈左〉 スキンケアキット 
 ¥10,584
〈上〉 ボディスクラブキット 
 ¥2,916

乾燥が気になる季節に、素肌にハリと
潤いを与え、優しくいたわるアイテムを。

パーフェクトワン（2F）

スキンケアコフレ ¥7,128

美容液に美容液洗顔、濃密美容液スティックがついた、
ハリ肌を体感できるトータルキット。オリジナルポーチ付。

クリスマスギフトパンフレット／外面　サイズ：A2（2回折 A4仕上げ）



ヴァン（4F）

ボディバッグ 各¥9,936

マットな色のフェイクレザーを使用。
水濡れに強く、お手入れ簡単。
70’s風ヴィンテージロゴが
アクセントに。

ラコステ（2F）

トートバッグ ¥16,200

手描き風のワニが鮮やか。
ラコステファンにおすすめのアイテム。
（W24.5×H24×D14.5cm）

フリーダム スタンダード ストア（4F）

〈上：メンズ〉ベスト ¥21,384

高い保温性を誇る「Patagonia」の防風フィルムを
貼り合わせたパイルフリース レトロXベスト。

〈下：レディス〉ベスト ¥15,660
シルエットが美しく、肌触りが良いソフトパイルのベスト。

スタイルカウンシル（2F）

がま口財布 各¥17,280

牛革を使ったクリスマスらしい
グリーン&レッドのがま口財布は、
ポーチ感覚で持ち歩いて。
（グリーン、レッド、ブラック）

ワークノットワーク アーバンリサーチ（1F）

腕時計 ¥18,360

優雅さと上品さを兼ね備えた、シーンを問わず使える
「ALLY DENOVO」の腕時計。

アヴィレックス（4F）

腕時計 ¥42,120

古き良き時代のテイストを集
約した、特別仕様の高精度
アナログクロノ。

ハリス（2F）

手袋 ¥5,400

ポップなカラーで
フェミニン＆クラシカルな
コーディネートにぴったり。

ノリエム（2F）

リュック ¥54,000

軽く柔らかな
kawa-kawaのバッグは
普段使いにも最適。
鮮やかな赤い裏地で
開けてもキレイ!

エテ（1F）

〈上〉3連リング ¥21,600
〈右〉ネックレス ¥19,440

シャンデリアをイメージした3本セットリングと、
オパールにダイヤモンドをあしらい
純白のドレスを表現したネックレス。
［クリスマス限定／数量限定］

グッデイ（7F）

〈上〉ピアス ¥7,020

大きめのクリアパーツの中で、
ラメの糸が輝くピアス。
（シルバー、ゴールド）※イヤリング有り

〈下〉片耳ピアス ¥3,780

凸凹が可愛いガラスのピアスは、
一点一点手作り。 ※イヤリング有り

ディーアイ カゴシマ（4F）

〈上〉メガネ ¥38,880
〈右〉メガネケース ¥6,480

温かみあるセルフレームは冬のマストア
イテム。長く使える本革を使ったケース
はプレゼントにおすすめ!

ブルーム（1F）

〈右〉ネックレス ¥19,440

ハートの中で踊るように揺れる、シンデ
レラストーリーをイメージしたネックレス。

〈左〉ネックレス ¥14,040
 ピアス ¥10,800

どこから見ても輝くコロンとしたフォルム
は、着けているだけで楽しくなる♪

※掲載商品は数に限りがございます。 ※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。

パティオ（4F）

ピアス ¥5,400

きらめく雪玉のような
ガラスビーズのピアス。
イヤリングタイプも有り。
（ホワイト、グレー、ブラック）

グレースコンチネンタル（1F）

ストール ¥63,720

フォックスファーでトリミングした、カシミヤ100%ストール。
ワンピースはもちろん、デイリー使いにもおすすめ。

スタイルカウンシル（2F）

ワンハンドルトート 各¥17,280

使うほど馴染んでいき強度の高いヌメ革を使用した、
トレンドのワンハンドルタイプのバッグ。
（ナチュラル、ブラック）

ロフト（3F）

腕時計 ¥32,400

スカンジナビアインテリアから
インスピレーションを受け、
1950年代のシンプルさを表現した
「TRIWA」の腕時計。

マーガレット・ハウエル（1F）

マフラー ¥19,440

編地の変化によるMHLのロゴ入り。
ギフトにもぴったり。

シャンブルドニーム（2F）

マフラー 各¥10,584

150年以上の歴史を持つ
イギリスの老舗ブランド
「MOON」のチェック柄が
目を引くアイテム。

エスクリムショップ（2F）

〈右〉ストール ¥35,000～

イタリアにテキスタイルメーカーとして創立し、
世界中で愛されている「ファリエロサルティ」のストール。

〈左〉ストール ¥20,500

軽さ、発色の美しさ、使いやすさを兼ねた、
スウェーデン発「アクネ ストゥディオズ」のストール。

ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ（1F）

マフラー 各¥41,580

美しさと肌触りで世界中に愛用者を増やしている「Johnstons」。
広げて羽織るとアウター代わりにもなる大判サイズ。（全7色）

ディアンドデパートメント 
カゴシマ バイマルヤ（4F）

財布 ¥10,476～

用途に合わせて選べる、コムデギャルソン
ウォレット。定番の型を中心にご紹介!

トリッペン&チーバ（2F）

シューズ 〈レディス〉¥47,520 
 〈メンズ〉¥49,680

素足で歩く感覚のデザインは、色々な
装いと相性抜群。足に馴染むフィット
感と変化する風合いを楽しんで。
（キャメル、ブラック）

ギャルリー・ヴィー（1F）

バッグ ¥25,920

紐の長さが調整できて2WAYで使える
tidi dayのラウンド型バッグ。（ブラック、カーキ）

フォーティファイブ・アール（1F）

マフラー ¥18,360

パーツをはぎ合わせた、
クラフト感あるマフラーは
コーディネートのアクセントに。

2 017

サーリィ（2F）

〈上〉チャーム 各¥3,132 〈右〉バッグ ¥14,580

ミリタリージャケットをイメージしたカゴバッグ。オレンジの裏地が◎。
2色使いのリアルファーチャームは存在感抜群!

大
切な人へ贈りたい、ずっと愛せ

るア
イテ
ム

シューガーデン（1F）

〈左〉ブーティ ¥8,532

シーズンムードを盛り上げるバックスタイルのファーベルト。
取り外しも可能で2WAYスタイルを楽しめる。
（キャメル、ネイビー、オーク、ブラック）

〈上〉ショートブーツ ¥25,920

他にない履き心地の「Dr.Martens」のブーツ。
（ネイビー、グリーン、ブラック）※メンズはブラックのみ

フェリージ（1F）

アジェンダケース ¥31,320

ポップなクリスマス限定カラーが登場。
（ライトブラウン、ブルー、レッド）

カンペール（2F）

財布
〈財布〉¥19,440
〈長財布〉¥21,600

手触りの良い革でユニークなデザインの財布。
表裏で表情が違うチンパンジーが愛嬌たっぷり!
（ダークブラウン、ネイビー）

クリスマスギフトパンフレット／中面　サイズ：A2（2回折 A4仕上げ）




