
Mother’s DayCafe & Restaurant

Food

5.13
sun.

B1F 北野エース

「ムレスナティー フレーバーティー」
「養命酒 フルーツとハーブのお酒」

B1F トロピカーナとやせや八兵衛

母の日にプレミアムフルーツを！
〈 5/10㊍～5/13㊐ 〉

日頃の感謝を込めてこの日だけは少し
高級果実をお母さんにプレゼント！！試
食にて味も確認していただきます（アー
ルスメロンとマンゴー）※数量限定

女性に嬉しい商品を取り揃えており
ます。無料ラッピングも承ります B1F さかな屋 魚心

B1F ジューズバー アマンビーチ

本マグロ入特選にぎり12貫盛
〈 5/12㊏～5/13㊐ 〉

〈 5/7㊊～5/13㊐ 〉

通常1,706円→1,490円

Lino e Lina リネンフェア

人気のエプロンをはじめ、普段取り扱いの
ないアイテムもこの期間に並びます。 

Mother’s Day POP UP

〈 4/25㊌～5/31㊍ 〉

4F パティオ

KINOTTO POP UP

日常に寄り添う道具ブランド「KINOTTO」シンプルな
カットソーや上質なリネンのストールなど長く愛用して
頂けるスタンダードアイテムが揃います。

〈 開催中～4/29㊐ 〉※終了後も一部店内で継続販売

7F グッデイ
B1F 精肉　ニュークイック

手作りハンバーグ

B1F 自家焙煎珈琲豆トゥ・レ・ジュール

母の日に手軽に楽しめる
ドリップコーヒーでくつろぎの時間を〈 5/11㊎～5/13㊐ 〉

6種のコーヒーを各1杯ずつドリップ式に
した詰め合わせを販売。1セット900円

新しい味付けで、生まれ変わったハ
ンバーグ。1パック（2個入り）398円

B1F ジュースバー アマンビーチ

母の日限定商品
〈 5/13㊐ 〉

母の日の限定商品が女性の方は50円引き

4/27 NEW OPEN!

メンチャ（7F）

7F ルーフガーデンレストラン

menchaは、"食をデザインする
"をコンセプトに鹿児島人気店
「ヌードルラボラトリー金斗雲
オーナー岸良氏」がプロデュー
スする新感覚ヌードルとフード
トラック「Honey Cloud」監修
のスイーツが融合した新ジャン
ルの「ヌードルカフェ」です。

薩摩食堂 農乃家（B1F）
薩摩食堂 農乃家は『地元の生
産者を応援する』をテーマにし
た地元食材のお店です。鹿児
島が誇る地鶏や黒豚や海産
物、伊佐米、黒酢などがお楽し
み頂けます。

ノンアルコールカクテル’カーネーション’ ピーチとクランベリーのカクテルの上にチョコレートのカーネーション
を乗せて提供。500円

※写真はイメージです。 ※価格は全て税込です。



Gift for Mother

5,400 円（大）　2,160 円（小）
ご予約受付中。お好みに応じて
オーダー承ります
（限定数となります）
1F エムスタイル

1F コスメキッチンマーケット

母の日
フラワーアレンジメント

期間中、トリッペンのサンダルが
特別に入荷します。店頭に並んで
いなかったモデルも並びます
2F トリッペン＆チーバ

trippen SANDAL 
COLLECTION 2018

自分だけのオリジナルジュエリー
が作れるTSUNAGUシリーズ。期
間中お買い上げの方にプラチナ・
K18のセミオーダージュエリーが
3日以内で50%OFF、2週間以内
で30%OFFになるお得なクーポン
をプレゼント
1F ブルーム

TSUNAGUキャンペーン
〈 開催中～5/13㊐ 〉

日々を楽しく過ごしてもらいたい、
そんな気分にさせてくれるカラー
を取り揃えました。小物は、ギフト
に最適なボックスをご用意してお
ります

1F フェリージ

母の日フェア
〈 5/1㊋～5/13㊐ 〉

脇に縫い目がなく、着心地の良い
シンプルなTシャツ。ナイロン混の
糸なので強度があり着ていくうち
に風合いが出てきます。この糸を
使ったTシャツはそんなに世の中
に流通していません。シンプルな
だけに素材やサイズ感にとことん
こだわった、毎日着てもらいたい
Tシャツ
1Fワークノットワーク アーバンリサーチ

Mother'sday Tシャツフェア
〈 開催中～5/13㊐ 〉

春夏物ソックス４足よりどり税込
1,080円。※ソックスの組み合わせ
は自由

2F ピンキーベル

母の日ギフトフェア
〈 開催中～5/13㊐ 〉

ローズジェル発売2周年
記念 キャンペーン
〈 5/1㊋～5/13㊐ 〉

ポイントカード会員様限定
10%OFF

〈 5/11㊎～5/13㊐ 〉

上質なフレンチリネンを使った春
夏新作が揃いました
リネンブラウス　16,200円
リネンストール　8,100円
2F ハリス

母の日リネンコレクション
〈 4/27㊎～5/13㊐ 〉

ナチュラルなカゴバッグにサテン
地やデニムのフリル付き。
メインでもサブでも使えるカゴ
バッグ
2F ルートートギャラリー

母の日フェア

ブルガリアンローズの優雅な香り
と、たっぷりの潤いとハリを与え
てくれる「パーフェクトワン ローズ
ジェル」。オールインワンジェルを
含む、税込8,640円以上お買い上
げの方に、パーフェクトワンオリジ
ナルルームシューズプレゼント!
2F パーフェクトワン

エプロン、プレースマットなどの
キッチン雑貨から、ハンドクリー
ムなどのフレグランス商品を揃
えました

大人の女性の綺麗に関わる食材、
(柘榴)をベースにウコンやマカ等
15種類の素材をブレンドしたほん
のり甘くさわやかな酸味の美容ド
リンクです。490ml 5,400円
5本入り1,080円、期間中は試飲が
可能です

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

MOTHER'S DAY GIFT
〈 開催中～5/13㊐ 〉

密（ヒソカ）美容ドリンク
〈 5/7㊊～5/13㊐ 〉

日頃の感謝の気持ちを込めて、ス
タッフおすすめの腕時計を多数
取り揃えております

3F オンタイム 鹿児島ロフト店

母の日に贈る
腕時計セレクト

七然窯の器、L i m e i 石 鹸 、
Kukka+のスワッグなど大切な
人へ贈りたいギフトを取り揃え
ます

手作りお味噌汁と玄米
ごはんで元気な子どもた
ちを育てる保育園の取り
組みを紹介するドキュメ
ンタリー。

B1F ブランシェ
      ～かごしま まちの駅～

母の日フェア
〈 4/28㊏～5/13㊐ 〉

5/12（土）～26（土）

お得なママズチケット販売〈 5/13㊐まで販売中 〉

ロフトの母の日ギフト

sousouタオルハンカチ
各 648 円

デイズインブルーム フラワーバスセット
（ローズ）左 1,296円
（ガーデニア）右 950円

ルルド
ホットネックマッサージピロー

8,424円

メルシー ボディケアギフト
（デイジー＆リリーの香り）

648円

ハーバリウム 
ドロップ（ローズ）

2,700円

WPC 折り畳み日傘
リーフ （左） 3,456円
フラワー （右） 3,240円

Garden’s Cinema

1F シューガーデン

ポイントカード会 員 様 限 定
10%OFF（割引品、一部ブランド
品除く）母の日のプレゼントに
ぴったりなシューズやサンダルを
ご用意しております

特別前売り鑑賞券・・・1,100円
有効期間は5/13～11/30

※写真はイメージです。 ※価格は全て税込です。

ママズチケットが使えるおすすめ映画

「いただきます みそをつくるこどもたち」

6/9（土）～22（金）「ロンドン、人生はじめます」

自分らしく生きたい、自分
らしく暮らしたい。実話に
基く大人たちの幸せ探し
を描いた元気が湧いてく
る物語。ダイアン・キートン
主演。

※6/12（火）休館
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2F NEW OPEN!
POP UP SHOP

日頃の感謝を込めて、母の日のプレゼントはマルヤガーデンズで


