3 15

3 24

※地下食料品売場、飲食店、ジュンク堂書店など一部店舗を除く
※期間中、マルヤガーデンズカードご利用で、ご請求時に 10%OFF となります

《 参加店舗 》

1F

2F

※2F特設会場（パーフェクトワン前）
「クニオコレクション」3/21（木・祝）〜3/24（日）
3F

5F

4F

7F

EVENT ＆ POP UP SHOP

※イベントの内容は予告なく変更する場合がございます。

ビギナーさん向け☆春のメイクレッスン会♪
3/7（木）〜20（水）

@ 1F コスメキッチンマーケット

この春、新卒される方へ、
スキンケアからフルメイクを
レッスン。初めてのメイクは肌に優しいオーガニックコ
スメがオススメ！この春のトレンドメイクも合せてご紹
介。参加無料(約９０分程度）。※ご予約優先

MYKITA 5days &
CHIN JUKAN POTTERY 喫茶室 3days
3/20（水）〜24（日）

@ 4F ディーアイ カゴシマ

D-Eye Kagoshima 8周年イベント第一弾。2019年
MYKITAのNewモデルをフルラインナップでご紹介。
3/21・23・24の3日間は特別企画として
「さつまもの」
を
テーマにCHIN JUKAN POTTERYの器とMYKITAの商
品をご紹介。喫茶室オリジナルドリンクをお楽しみいた
だけます。

moon star 春の新作展
3/15（金）〜24（日）

@ 4F Patio

春の新作展。今回は1960年代に生産していたト
レーニングシューズをルーツとしたモデル「GYM
C O U T 」が 登 場 。人 気 の 定 番シリーズ にくわえ
SKOOLER新作「SK OXFORD」
も並びます。
POP UP SHOP

Launica

【1ダースの羊品と春の帽子】(最終日は16時終了)
3/21（木・祝）〜24（日）@ 2F特設会場 (プチバトー前)

鹿児島を拠点に活躍中の羊毛作家「Launica」。2019
春もたくさんの帽子とインテリアができあがりました。
温かさと通気性、ひょっとしたら春と夏がwoolの本当
のよさを感じられる季節かもしれません。多彩な色の
wool baby達に会いにきてください。10%OFF対象外

Information

各ショップにてお得なフェアを開催！

3/8 fri. NEW OPEN!!
NEW SHOP オープン特典

1F ワークノットワークアーバンリサーチ

3F オンタイム

4F ディアンドデパートメント カゴシマ

2F クラスカ ギャラリー＆ショップドー

税込3,240円以上ご購入の方を対象に
「MAMBO巾着M」
をプレゼント
（数量限
定、
なくなり次第終了）

マルニ60エキシビション2019
素材と経年変化

INDIGO EXHIBITION
開催中〜3/17(日)

2F ソーノ

税込10,000円以上ご購入の方を対象に
オリジナル「Fregrant Sachet」
をプレゼ
ント
（数量限定、
なくなり次第終了）

新たにブラックデニムのパンツとジャ
ケットが登場。
また、奄美大島で本藍の
絞り染めを施したVintageライクなオー
プンカラーシャツなど、WNW商品を税
込27,000円以上お買い上げで、WNW
ハンカチとWNW湯呑 みをプレゼント
（数量限定、
なくなり次第終了）

1F ローズ バッド

3/12(火)〜4/14(日)

人気ブランドのＴＲＩＷＡのPOPUPショッ
プを開催いたします。普段取り扱いのな
い商品もご用意しております。
ご購入頂
いたお客様に先着でノベルティプレゼン
ト。
（数量限定、
なくなり次第終了）

木の個性を楽しむ
「キノママ」
シリーズに
加え、今年はオイル 仕上げのソファフ
レームが誕生。
また、期間限定で「mina
perhonen」の”dop”を全34色からオー
ダーできます。使い込むことで独特の味
わいを生み愛着が湧いてくる、経年変化
を楽しむ家具をご紹介します

1F エテ

1F シューガーデン

3/16(土)〜3/31(日)

クローズセール(仮)

1F ギャルリー・ヴィー

TRIWA POPUP

メンバーズカード ＋2％ポイントフェア

ROSE BUD
ポイント2倍キャンペーン

メンバーズポイントアップ

店内10％oﬀ

3/14(木)〜3/24(日)

3/15(金)〜3/24(日)

3/15(金)〜3/24(日)

3/15(金)〜3/24(日)

会期中は通常ポイントに加え+2％のポイ
ントが付与されます

期間中、ROSE BUDカードのポイント
が通常の2倍に！

期間中、eteメンバーズポイントを通常
の２倍とさせていただきます

期間中、10%OFFセールを開催
(一部ブランド品除く)

1F マルヤガーデンズサービスカウンター

1F フェリージ

1F ブルーム

1F ヴィヴィアン・ウェストウッドレッドレーベル

Spring FAIR
3/15(金)〜3/31(日)

クリーニング＆お直し
ポイント10倍キャンペーン
3/15(金)〜3/24(日)

スプリングプレゼントキャンペーン

春よ来い外気温セール

開催中〜なくなり次第終了

3/23(土)・3/24(日)

税込4万円以上のお買い上げでオリジ
ナルノベルティ
（マルチサック）
プレゼン
ト。
（数量限定、
なくなり次第終了）

一般衣類・カーペット・毛布や布団など
全品受付ポイント10倍で付与。
また、洋
服のお直しもポイント10倍！
（次回来店
時に1ポイント＝1円として使えます）

SNS ・メルマガ・インスタ等の新規・既
存登録者の方に、店頭で確認できまし
たらその場でノベルティ
（付箋）プレゼ
ント

全国で一番気温の高い地点の気温が値
引率に。※ブライダルリング、
プラチナ製
品は対象外

2F サーリィ

2F ラコステ

2F ケティ

2F ハリス

Wポイントフェア

アウターキャンペーン

ケティ スプリングフェア

2019SPRING新作コレクション

3/15(金)〜3/24(日)

3/8(金)〜3/17(日)

3/15(金)〜3/24(日)

3/15(金)〜3/24(日)

期 間 中 、メンバーズカードのポイント
が通常の2倍に！

アウターお買い上げで、
ノベルティプレ
ゼント。
（数量限定、
なくなり次第終了）

春の訪れを感じる繊細なレースやフラ
ワーパターンがエレガントな佇まいを表
現した新作コレクション

Harrissでは春らしい柔らかな素材や鮮
やかなカラーの新作が多数入荷

2F パオデロ

4F アヴィレックス

4F ディッキーズ

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

パオデロ リネン＆コットンフェア
3/15(金)〜3/24(日)
ピーチスキンのリネンパンツやソフトな
風合いのコットンワンピースなど天然素
材の持つ優しい肌触りと表情の良さを
活 かしたコ レクション。期 間 中 税 込
21,600円以上お買い上げの方へオリジ
ナルノベルティをプレゼント
（数量限定）

スプリングフェア

ノベルティフェア

家具配送料無料キャンペーン

3/15(金)〜4/1（月）

3/15(金)〜なくなり次第終了

3/15(金)〜3/24(日)

お買い上げ金額に応じてオリジナルエ
コバッグをプレゼント

期間中に家具をご購入いただいた方、
配送料無料にてお届けします(一部地
域・商品除く)

19年SS新作お買い上げのUS会員さま
ポイント3倍。当日新規入会の方も対象に
なります。

金

苺大福
苺と白餡がベストマッチ/
162円

菓子工房

田原

木

B1F
ブランシェ〜かごしま まちの駅〜

モン・シェリー
松下

桜プリン

苺のパイ

桜 味 のプリンに 見 た
目も 華 やかに 気 分も
春爛漫/432円

Spring
Sweets Week

苺のジャムと白餡をパイに包んで焼
いています/270円

土

フランス菓子

一公

S A KU RA
ホワイトチョコムースを
桜風味に仕上げました
/421円

15

3/

→

28

水

菓子工房

凛

桜のシフォンケーキ

ブランシェでは、曜日替わりで
鹿児島の人気ショップの厳選スイーツ

春 の 香りをほんのりと感じ
られる桜 のシフォンケーキ
です/350円

を販売しております。期間中は各ショッ
プの春スイーツをご提供。

火

ラトリエ ドゥ
パリジャン

日

麻ごころ

パリジャン いちご

豆乳ふんわり
いちごロール

月

国産大豆豆乳たっぷりのヘルシーな生地
に、純生クリームと大きめの苺をロール
/1本・
・
・1,512円 ハーフ・
・
・810円

レジェ
ブルー

Sp r i n g Me n u 3/15
2F

春の食材の
天ぷらランチ

7F

〜

旬のグリンピースをペースト
にして、チーズタルトとして
焼き上げました/390円

マルヤガーデンズの飲食店から、
春の食材を使った、限定メニューをご紹介。

7F

カフェノリエム

春天丼ランチ

緑のチーズタルト

いちご 風 味 のスポンジ
生地の中にいちごクリー
ムといちごを入れて春ら
しく仕 上 げ て あります
/200円

メンチャ

春野菜、
あさり等を
トッピングしたヌードル

ペペロンヌードル

1,080円

7F

グッデイ

そら豆などを使用した箸休
めや春キャベツ・新じゃが
芋が 入ったお味 噌 汁な
ど、春の食材を詰め込ん
だおにぎりセットをご準備
しました

おにぎりセット（ドリンク付）900円

842円

ルーフガーデンレストラン

春の味覚の筍を
ベーコン、
オリーブと
一緒に焼き上げました

筍とベーコンのピッツア

ランチセット1,280円/単品1,080円
（ランチタイムのみ）

※価格はすべて税込です。

Take Out Foods
15

3/

〜

B1F 食品フロアの各店舗から、
春のお花見やピクニックにもおすすめな
テイクアウトフードをご紹介。

大人のおつまみ
ポテトサラダ
380円

新じゃが、新たまねぎを
使用したメニューを
ご用 意しました

レディース弁当

スプリングブレンド

手 作り惣 菜 彩 花

自家焙煎珈琲豆 トゥ・レ・ジュール

春の食材（たらの芽・姫竹）を使いました
/398円

柔らかな甘みと、香りが特徴の飲みやす

春の海鮮ちらし寿司

アラカルト団子

い珈琲です / 100g650円

Deli Sabot コロッケ
100円（1個）
春キャベツの
棒棒鶏
108円

さかな屋 魚 心

彦 一だんご

市場直送の旬のネタを贅沢に盛り合わせ
た魚屋さんのちらし寿司。ボイルした海老
と穴子を使った食べやすい一品 /626円

季節の6種類の餡からお好きな餡を4つ
組 み合 わ せ自分だけのオリジナル の お
団子をつくれます /1本150円

春ワイン、桜ちらし寿司の素、八ッ橋、桜御飯の素

苺バナナオレ／苺オレ

北 野エース

アマンビーチ

ブロッコリーと
卵の炒め物
299円

いちごキューブ
150円（1個）

いちごサンド
300円

春 のよろこび あふ れる逸 品を豊 富 に品
揃 え 。ホ ーム パ ー ティや お 祝 い 事 の メ
ニューにも大活躍！
/ 春ワイン各 4 2 9 円 、桜 散らし寿 司 の 素
648円、八ツ橋359円、桜御飯の素486円

旬の苺を使ったいちごジュース
（数量限定）/300円

※価格はすべて税込です。

B1F 食品フロア マルヤガーデンズマルシェ !! ポイントカード

3 日間 3/15 -17

※飲食店、特別催事、
まるやの台所は対象外

の
精肉 ニュークイック
15日

3/15 -17

限定

春の野菜と
果物 得々市

黒毛和牛
厳選品 半額市
北京酒菜

3/15 -17

春の

中華フェア

トロピカーナとやせや八兵衛

華翔

さかな屋魚心
15日

3/15 -17
非常に珍しいさくらブルボンの

ブラジルを限定販売

彩花

3/15 -17

限定

対象惣菜よりどり
3パック500円

寿司盛り

半額市

自家焙煎珈琲豆トゥ・レ・ジュール

手作り惣菜

deli sabot

3/15 -17

桜島鶏の唐揚げ

10%OFF

ベーカリーネッコ

3/15 -17

マルヤブレッド
120円→ 99円

