4.20fri〜 5.6sun

SHOP EVENT

3F 鹿児島ロフト EVENT

くつしたマーケット
期間 4.13（金）
〜5.12（土）
えらべる靴下
よりどり

鹿児島
4/13(金) -5/12(土）
ロフト

くつしたマーケット

6 足 1,080 円

選べる靴下

よりどり6足
1,080円！

お宝商品がザックザク!
Gold Rush!
期間 4.20（金）
〜5.6（日）

旬のアイテムやお役立ちアイ
テムを特別お買い得価格に !

999.9（フォーナインズ）
2018 新作サングラスフェア
期間

「ACME FURNITURE」の 家 具
や 雑貨を取り揃えた期間限定
POP UPを開催 !

ノベルティキャンペーン 4/20（金）~5/6（日）
税抜5,000円以上お買い上げ頂いたお客様へ
オリジナルステッカーをプレゼント。
（数量限定）

ディーアイカゴシマ（4F）

4/27 NEW OPEN!

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）

（1F）
ローズ バッド

メンチャ（7F）
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。

グッデイ（7F）

ルーフガーデンレストラン（7F）

ルーナコース 2,000円

抹茶のパルフェ
650円

4/27日(金)~

ローズバッド4周年アニバーサリー

税込10,000円以上お買い上げいただくと、
ノベルティプレゼント
（数量限定）

パスタ、
ピッツァを限定以外
の通常メニューからもOK

春物商品を１０％オフ
（一部除外あり）

インディゴ商品を10,000円以上お買い上げいただくと、 店内商品を３０％オフとその他スペシャルプライスにてご
提供
（一部除外あり）
インディゴBAGをプレゼント
（数量限定）

（2F）4/20
（金）
~5/6
（日）
4/21
（土）
~30
（月） シャンブルドニーム

フェリージ（1F）

8th Anniversary

メンバーズWポイントフェア

シューガーデン（1F）

税込20,000円以上お買い上げいただくと、
（数量限定）
4/20
（金）
〜5/6
（日） オリジナル手ぬぐいプレゼント

ポイントカード会員様限定１０％oﬀセール

メンバーズWポイントキャンペーン

4日間連続GO GREEN会員様Wポイント

ビクトリノックス（1F）

4/20
（金）
〜5/6
（日）

トラベルスタイルキャンペーン

メンバーズW POINT FAIR

B1F 食品フロア ガーデンズマルシェ!!
期間

4.20（金）〜22（日）
4.27（金）〜29（日）
5.4（金・祝）〜6（日）

※飲食店･
特別催事を除く。

日時

5.3（木・祝）〜6（日）

詰め
放題!!

12：00〜無くなり次第終了

北野エース

トロピカーナやせや八兵衛

4/20（ 金）〜4/22（日）→対象和風スープよりどり２袋888円
4/23（月）〜4/26（木）→対象涼麺よりどり３袋８８８円
4/27（金）
エース１０％oﬀ
4/28（土）〜4/30（月）→対象ゼリーよりどり2パック８８８円
5/1（火）〜5/3（木）
→対象おかきよりどり4袋８８８円
5/4（金）〜5/6（日）
→対象スープよりどり５個８８８円

4/20（金）〜4/22
（日）
→ きゅうり1袋熊本産トマト1パック
熊本産レタス1玉
（鹿児島産）

4/29（日）

4/20（金）〜5/13
（日）
→プリマハム加工品よりどり2P500円
4/20（金）〜22（日）
→若鶏もも肉100ｇ88円

さかな屋 魚心
4/23〜4/25、4/30〜5/2
本マグロ入にぎり盛合わせ12貫→888円
4/27（金）16時〜マグロ解体ショー＆大即売会
彩花
ポテトサラダ100ｇ→88円 5/3（木）〜5/5（土）
自家焙煎珈琲豆 トゥ・レ・ジュール 4/20
（金）~5/6（日）

ノベルティキャンペーン

4/20
（金）
〜5/6
（日）

税込8,000円以上お買い上げいただくと、
ブルームロゴ入りエコバッグをプレゼント

グレースコンチネンタル（1F）4/19（木）~4/25（水）
メンバーズトリプルポイント
NorieM８周年祭

［対象店舗］野菜のやせや八兵衛、
さかな屋魚心、精肉のニュー
クイック、グロサリー 北 野 エース、手 作り惣 菜 彩 花、マ ル ヤ
ガーデンズベーカリー

ニュークイック
黒毛和牛半額

ブルーム（1F）

ノリエム（2F）

B1F 食品フロアの野菜や海鮮、お菓子な
ど が 日 替 わ りで 詰 め 放 題!
（詳しくは HPをチェック）

北野エース8周年アニバーサリー 4/20（金）~5/6（日）

ノベルティキャンペーン

税込21,600円以上お買い上げいただくと、
オリジナルノベルティをプレゼント

ワークノットワーク
開催中〜4/27
（金）
サーリィガール（2F）
4/20
（金）
~5/6
（日）
アーバンリサーチ（1F）
３0％オフ＆スペシャルプライスセール
INDIGO EXHIBITION

マーガレットハウエル（1F）4/21（土）~30（月）

４日間連続 ! 日替わり食品

4/20
（金）
〜30
（月）

（2F）
4/20
（金）
~5/6
（日）
ギャルリー・ヴィー（1F） ４/20（金）~30（月） サーリィ
春物アイテム10％オフ
メンバーズWポイントフェア

対象のキャスターバッグをお買い上げいただくと、
シューズバッグをプレゼント

3 週連続 !
マルシェポイント8 倍

パオデロ（2F）

ホコモモラ（2F）

4/20
（金）
~5/6
（日）

（1F）4/27（金）〜30（月） ポイントプレゼントキャンペーン
コスメキッチンマーケット

8 周年記念限定メニュー 4/20（金）〜 5/6（日）
8種類の素材の
スムージー 756円

4.20（金）〜5.6（日）

999.9 のサングラスをご購入いた
だいた方にノベルティプレゼント
【数量限定】

カフェ＆レストラン

カフェノリエム（2F）

ACME FURNITURE POP UP
期間 4.20（金）
〜7 月末

8周年記念88円均一

4/27（金）〜4/29（日）→キウイ1玉（ニュージーランド産）
オレンジ1玉（アメリカ産）
アボカド1玉
（メキシコ産）

ブランシェ〜かごしま まちの駅〜
SUFI 8周年限定ヴィーガンマフィン販売 4/20（金）〜
4/27（金）〜
ハッピーバッグ販売

ブランシェハッピーバッグ888円限定８０個
梅月堂ハッピーバッグ888円限定15セット

マルヤガーデンズベーカリー

4/20・２１
（金・土） ４/27・28
（金・土）

食パン→88円
5月3日
（木）〜5月6日
（日）
アマンビーチ
ソフトクリームトッピングサービス（数量限定）

8周年アニバーサリーブレンド200ｇ→888円

※価格はすべて税込です

税込3,240円以上お買い上げいただくと、
メンバーズポイントを８ポイントプレゼント

エスクリムショップ （2F）4/20（金）~5/6（日）

ノベルティキャンペーン

税抜５0,000円以上お買い上げいただくと、

ノベルティプレゼント

トリッペン＆チーバ（2F）

開催中~5/6
（日）

trippen 2018 春夏 collection

トリッペンのシューズをお買い上げいただくと、
フォトブックをプレゼント
（数量限定）

（3F） ４/20
ネイルズユニーク
（金）
~5/6
（日）

8周年ネイルキャンペーン

マニキュアカラー・・
・税込864円
キッズマニキュアカラー＋アート1本・
・・税込864円

オンタイム（3F）

4/28
（土）
・4/29
（日）

5/1
（火）
〜6
（日） 腕時計修理無料相談会

税込10,000円以上お買い上げいただくと、
カフェノリエム500円チケットをプレゼント

ルートートギャラリー（2F） 4/20（金）〜5/6（日）
Wポイントキャンペーン

一級技能士による簡易診断や磁気帯び診断が無料。
部分修理や分解掃除のお見積りなども丁寧にご案内

AVIREX（4F）

ノベルティフェア

4/20
（金）
~

税込15,000円以上お買い上げいただくと、
オリジナルグラスプレゼント
（限定30個）

ラコステ（2F）
4/28
（土）
〜5/6
（日）
ポロ＋１点キャンペーン
ディッキーズ（4F）

ポロシャツ＋１点お買い上げいただくと、
ラコステ85周年ノートブックをプレゼント
（数量限定）

ノベルティフェア

420
（金）
〜

商品をお買い上げいただくと、
オリジナルステッカーをプレゼント
（数量限定）

パーフェクトワン（2F） 4/20（金）〜5/6（日）
パーフェクトワン8周年記念キャンペーン
ディアンドデパートメント（4F） 4/16（月）~5/6（日）

肌診断を受けたお客様へ３ステップのサンプルセットを
プレゼント。更に商品をご購入頂いたお客様へオリジナ
ルクリアボトル＆巾着をプレゼント
（限定50個）

スタイルカウンシル（2F）
お買い物券プレゼント

4/20
（金）
~

８周年記念バッジ販売

家具の製造過程で出た革の端材で作ったd鹿児島店オ
リジナルバッジを販売

税込8,000円以上お買い上げいただくと、お買物券500
円分プレゼント
（先着50名様）

https://www.maruya-gardens.com

〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町６−５ TEL.099-813-8108

