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1

日常の生活を豊かにするライフスタイル。
伝統の手仕事でつくられる工芸品から、デザイナーによる新
しいプロダクトまで。今の日本の暮らしに映えるアイテムを、洋
の東西を問わず新しい視点で集めたライフスタイルショップ。

クラスカ
ギャラリー＆ショップ ドー
鹿児島店（2F）
TEL 099-248-8140

2

艶のある合成皮革にゴールドの箔押しが入った、
クラシカルな雰囲気。用途に合った形が選べます。

5

BANK ポシェット ¥6,480
BANK フラットバネポーチ long ¥2,160
BANK フラットバネポーチ mini ¥1,620
BANK フラットポーチ ¥2,160

3 シンプルでクセのない、スタンダードなデザインが
大好評。男女兼用のフリーサイズ。

着心地が良く、動きやすく、年齢や性別を問わない台湾
の服飾デザイナー ヂェン・ホェヂョンさんの服。

ヂェン先生 カットソー ショート ¥7,560
ヂェン先生 ワイドパンツ ロング ¥9,720

小回りが利いて絵になるカッティングボード。
トップにあけ
たクロスの穴がチャームポイント。

ラウンドトップ カッティングボード ¥2,592

6

毎日使いたいシンプルで軽やかなデザインのトートバッ
グ。倉敷にある老舗帆布メーカーの8 号帆布を使用。

8 お買い物や旅行の荷物がたっぷり入る、ナチュラルな生成り
色の生地で作ったトートバッグ。

トートバッグ MAMBO L ¥2,700

9 シンプルで愛らしく、美味しそう。彦坂木版工房による木版画
を元に作ったキッズ用 Tシャツ。

キッズＴシャツ〈サイズ 80・100〉各 ¥2,700

10 日本人の頭の形に合った木型を使い、一点ずつミシンで縫い
上げました。親子や兄弟でのお揃いもどうぞ。

麦わら帽子〈ベビー サイズ 46ｃｍ・48ｃｍ〉各 ¥4,536
〈チャイルド サイズ52ｃｍ・54cm〉各 ¥4,860
麦わら帽子 ブリム ¥6,480

G&S DO キャンバストートバッグ ¥5,940

7「MAMBO」シリーズの最新作。キーチェーン付きなので

BANK スリッパ ¥2,592

※数量限定、なくなり次第終了
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4

ボーダーミニバスタオル ¥2,700
ボーダーバスマット ¥2,376

〈取扱いアイテム〉テーブルウェア、インテリア雑貨、ファッションアイテムなど

税込￥3,240 以上ご購入の方を対象に
オープニング特典
「MAMBO巾着 M」
をプレゼント

愛媛県今治で作っているタオルのシリーズ。爽や
かで清潔感のある、
ブルーとグレーのボーダー柄。

バッグにつけることも可能。

MAMBOぬいぐるみバッグチャーム ¥1,620

2

ソーノ（2F）
TEL 099-295-0622

鹿児島初出店

3/8 OPEN

華やかで目を惹く上品なデザイン。
フェミニンなディテールと清潔感漂うクリーンさをベースに、
「上品」
「上質」を大切に
する女性にお届けするブランド。今シーズンは、チェック柄やドット柄などのクラシッ
クな柄使い、褪せたパステルカラーなどのデザイン性の高いアイテムを豊富にそろ
え、スタイリングで抜け感を演出。
オープニング特典

1

税込￥10,000 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

透明感と揺らぎを感じさせるラッセル・フレアブラウス。
大人の雰囲気を保てる絶妙なきれいめチェック柄で、
腰回りをカバーできる安心感のあるシルエット。

ブラウス ¥18,360

「SONO」の定番パンツ「アクティフパンツ」。今シーズ
ンは軽くてふくらみのある素材を使用し、ワイドでありな
がらも、横広がりにならないシルエットなので、すっきり
とした印象。

パンツ ¥18,360

EV ENT NEWS
メイクビギナーさん向け
春のメイクレッスン会

moon star
春の新作展
期間 3/15（金）
〜24（日）

場所 1F コスメキッチンマーケット

場所 4F パティオ

ご予約：TEL 099-248-7791

凹凸のあるジャガード編みでハニカム柄を表現しまし
た。
「SONO」のアイコンらしい、チェックのカラミ素材
とのドッキングデザインが象徴的。

ニット ¥18,360

トップスのドッキング部分と同素材のチェック柄を使用
した、Aラインのトップスに相性の良いタイトスカート。
後ろウエスト部分にゴムを使用しており、着心地を優
先しながらも前から見るとすっきりした印象。

スカート ¥17,280

新しいことに 出 会う春イベント。

期間 3/7（木）
〜20（水）

この春、新卒の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やさし
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わせてご紹介。
参加費無料。
（お1 人様約 90 分程度）
※予約優先

2

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 COUT」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。

〒892-0826 鹿児島市呉服町 6-5

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。
ht t p : //w w w. m a r u ya - g a rd e n s . c o m

MYKITA 5days &
CHIN JUKAN POTTERY
喫茶室 3days
期間 3/20（水）
〜24（日）
場所 4F D-Eye Kagoshima
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。3日間は限定で喫茶室オリ
ジナルのドリンクをお楽しみいただけます。

※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。

2019

SPRING COLLECTION

SPRING STYLING
春 風を纏 い 楽しむ人 へ 。

1

マーガレット・ハウエル
（1F）

プリントを得意とするイタリアのサ
プライヤーによって作られたオリ
ジナルのスポットプリント柄のシ
ルク100%シャツ。

2

シャツ ¥32,400
しなやかで上質なウールを使用
したパンツ。

パンツ ¥38,880
ハット ¥16,200

ノリエム（2F）
程よいストレッチ感と、着心地の良さが毎回好評の
ジャケット。コーディネートしやすい丈で、ボトムを選ば
ない人気のデニム素材。

ジャケット ¥31,320

ギャルリー・ヴィー（1F）
サファリシャツのディティールと、スカート部分
に大胆なボリュームを施したシャツワンピース。
ストレッチを効かせた動きやすいコットン素材。

4

〈左〉ワンピース

¥39,960

軽くクリアなタッチが特徴のリネン100％のワ
ンピースは、袖を腰に巻いてスカートとしても着
用でき、幅広い着こなしを楽しめる。
〈右〉ワンピース

¥34,560

SPRING
WEAR

グレースコンチネンタル
（1F）
メキシコで職人が 1 点 1 点丁寧
に手彫りした｢Carving Tribes｣
のバッグ。エイジング感を楽しめる
アイテム。

彩りのアイテムで
シーズン感 UP。

バッグ ¥34,560

3

シャンブルドニーム（2F）
高級感のある厚口のヌメ革を使用した容量たっぷりの 2WAY
バッグ。
シンプルでありながら存在感のあるきれいな長方形で、革
そのものの風合い、味わいを楽しめる。
（ヌメ、チョコ、
ブラック）

リバティプリントの新 作から海 辺をテーマにした「Set
Sail」
をピックアップ。マリンテイストの女性らしいブラウス。
〈左〉
ブラウス
〈右〉
ブラウス

1

2

4

洗練とリラックスを両立する
柔らか春色ニット。

左右非対称なデザイン。
履き心地も快適な個性的なシューズ。

機能性とデザイン性を兼ね備えた
90 年代ストリート感覚のジャケット。

お出かけしたくなる季節にオススメしたい、春アウターコー

昨年好評だったリブニットプルオーバー。今年は袖丈のボ

遊び心あふれた左右非対称のデザインが特徴的

通気性・吸収 速乾性に優れているCOOLMAX®

ディネート。コットンナイロンのグログラン生地のショート丈

タン付きスリットが特徴。体のラインをひろわないように計

なTWINS（ツインズ）シリーズ。ベーシックなデザ

素材を使用した鮮やかな配色のトラックジャケッ

ブルゾンは、
どんなボトムスとも相性抜群。特にレオパード

算されたシルエットで、着るたびに実感できる上質なコット

インにカラーリングを効かせたメンズシューズは、

ト。汗を吸い、外部に蒸発させるため涼しく着心地

柄のフレアスカートとレースブラウスをあわせた、カジュア

ン100%ならではの肌ざわりが魅力。同素材のクルーネッ

スーツ、ジャケットスタイルはもちろん、カジュアル

も快適。90 年代のストリート感覚をデザインに落

ルフェミニンなコーディネートがおすすめ。モノトーンのレオ

ク5 部袖プルオーバーはカーディガンとアンサンブルでの

まで幅広く使えるアイテム。白をベースにパステル

とし込み、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテ

パード柄と、フレアシルエットに幾何学のカットワークレース

着用も。
シンプルなデザインで流行に左右されず、オンオ

カラーをあしらった春らしいシューズも。アウトソー

ム。スウェットパンツやショーツと合わせてよりア

が甘すぎず、大人っぽくキレイ目なコーディネートに。

フどちらにもおすすめ。

ルに軽量かつ耐久性に優れた EVAを使用した個

クティブに !

（オフホワイト、イエロー、ベビーピンク、ネイビー）

ブルゾン ¥19,980
ブラウス ¥15,120
スカート ¥14,040
バッグ ¥8,100

ビューティ&ユース
ユナイテッドアローズ（1F）

ニット ¥14,040
ニット ¥12,960
カーディガン ¥16,200

スタイルカウンシル（2F）

革バッグ ¥24,840
しっかりしたキャンバス地に細かいドット刺繍を施し、正面には牛
革パーツをあしらいワンポイントに。普段使いから、お出かけ用に
もぴったり。
（3 色展開）

ショルダーバッグ ¥7,452

3

今季イチオシの春アウターで
カジュアルフェミニンなコーディネート。

¥16,200
¥17,064

フェリージ（1F）
折り紙のように平たくたためる ORIGAMI
シリーズ。ファスナートップのフリンジや細身の
ショルダーストラップが女性らしい印象。

ショルダーバッグ ¥59,400
ハンドバッグ ¥88,560

ルートートギャラリー（2F）
女性らしいデザインと横型サイズの
｢ミディアム｣。持ち手は肩にかけて
も、手に持ってもバランスの良い長
さ。幅広のマチで収納力も抜群。

プティパ（2F）
トレンドからスタンダードまで揃
う、組み合わせ自由な春物の
靴下 3 足セット。

靴下

3 足 ¥1,080

バッグ ¥4,212

性的なデザインシューズ。
（2 色展開）
〈メンズ〉

〈左：メンズ〉

トラックジャケット ¥16,200

シューズ ¥28,080

〈右：レディス〉

ハリス（2F）

シューズ ¥27,000

カンペール（2F）

ディッキーズ（4F）
※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。

マルヤガーデンズカードでうれしい10日間 !

3/15（金） 3/24（日）

マルヤガーデンズ館内にて 即日発行受付中

※1Fマルヤガーデンズカードカウンターへお問い合わせください。

マルヤガーデンズカードでうれしい10日間 !

3/15（金） 3/24（日）

マルヤガーデンズ館内にて 即日発行受付中

※1Fマルヤガーデンズカードカウンターへお問い合わせください。

SPRING
WEAR

3

2

1

Men

春の陽 気に
誘われるまま。

街へ出よう。
春を着よう。

4

1

ディッキーズ
（4F）

4

薄手 TCツイルを使用したロン
グスカート。カジュアルな素材
ながらも女性らしい着こなしが
できる。

フレアロングスカート
¥8,640

パオデロ（2F）

伝統工芸の絞り
（板締め）風
のにじみを表現したドットプリ
ント。春らしく明るいカラーの
ブラウス。

ブラウス ¥21,600

5

パティオ
（4F）

空 気を含むような柔らかで軽やかな綿
100％のローン素材を使用した、フリル襟
でクラシカルな雰囲気のブラウス。

ブラウス ¥14,904

8 グリッターに幾何学パターンのメッシュを貼り合わせるなど、テクニカルな素材を
スニーカー ¥16,200
定番スニーカーにスターモチーフをちりばめた遊び心ある一足。星から覗くグ
リッターが、コーデを華やかに。
（ブラック、ゴールド、
シルバー）

ローズ バッド（1F）

3

春らしい鮮やかな朱赤のワン
ピース。一 枚でさらっと着て
も、ガウンのように羽織として
も着られる2WAY 仕様。

国産のインディゴ生地にサイモン
テイラーのオリジナルフラワーパ
ターングラフィックを抜染プリントし
た前開きのベルト付きワンピース。

ワーク ノット ワーク
アーバンリサーチ（1F） ワンピース ¥30,780

ワンピース ¥11,880

9

3

1 しなやかでサラッとしたソフトな手触り感、清涼感に優れた

6
フォーティファイブ・
アール（1F）

華やかなバンダナ柄で、柔らかく着心地
の良いシルクのチュニック。

ヴァン（4F）

4

3 タテスジのキレイなムラ感を表現できる

7 コットンリネンのインディゴ染めのワン
ピース。
リラックス感のあるゆったりシル
エット。

ワンピース ¥56,160

チュニック ¥29,160

11

2

生地で、VAN 定番の柄を小さめに各場所に施すことで今
までにない、大人っぽい仕上がりに。

7

10

シューガーデン（1F）
アッパーに使用した「PATRICK」。足に輝きを放つ一足。
（ゴールド、
シルバー）

2

6

5

9

1

SPRING
WEAR

Women

2

ワークノット ワーク
アーバンリサーチ（1F）

5 ダブルジップやボディと同色のワニロゴなど、

細部の仕様も特徴的なドリズラージャケット。
（ベージュ、ネイビー、
ブラック）

ラコステ（2F）

8

7

ジャケット ¥24,624

6

縫製後に奄美大島で本藍の絞り染めを施し
た、一枚一枚風合いが違うVintageライクな
オープンカラーシャツ。

シャツ ¥28,620

オールインワン ¥39,420

アヴィレックス（4F）

5

4

非常に特徴的なデニムを使用したオー
ルインワン。

オックスボタンフライブルゾン ¥36,720

U.S. NAVY SEALSをグラフィックモチーフに
作り上げた、伸縮性抜群のストレッチナイロン
使用。
トレンド性・機能性に秀れたアウター。

ブルゾン ¥27,000

6

LACOSTE のロゴステッチ 入り
コットンニット。
（ホワイト、ネイビー）

ニット ¥22,680

SPRING WEAR

Kids

スニーカー ¥12,744

10 ウェーブカッティングが施されたヒールがポイントのパンプス。艶やかなエナメル

プチバトー（2F）

が、春らしい足元を演出。
（ブラック、オーク、
ピンク、
ブルー）

パンプス ¥7,452

ラメ入りのマリニエールにチュールスカート
がエレガントなワンピース。
〈GIRL〉ワンピース

8

¥10,800〜

コットンリネンの Tシャツに、テーラードジャ
ケットを合わせた、カジュアル&エレガンスな
大人っぽいスタイリング。
〈BOY〉ジャケット

11 ブラックとシルバーの組み合わせと、

トリッペン（2F）

ウィングチップが華やかな「trippen」
のレースアップシューズ。丸型のアウ
トソールが足との一体感を高め、心
地の良い履きやすさを実現。

シューズ ¥49,680

7 アウターとしてもインナーとしても使える
フリーダム
スタンダード ストア（4F）

プルオーバータイプのシンプルなフード
シャツ。

フードシャツ ¥15,120

¥15,120〜
長袖 Tシャツ ¥6,480〜
パンツ
¥7,560〜

8 シャツ生地でできている為、着ていて全くストレ
スを感じさせない軽さです。
シャツ感覚で羽織
れるユニセックスで着られるコート。

シャツコート ¥15,984
※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。

マルヤガーデンズカードでうれしい10日間 !

3/15（金） 3/24（日）

マルヤガーデンズ館内にて 即日発行受付中

※1Fマルヤガーデンズカードカウンターへお問い合わせください。

マルヤガーデンズカードでうれしい10日間 !

3/15（金） 3/24（日）

マルヤガーデンズ館内にて 即日発行受付中

※1Fマルヤガーデンズカードカウンターへお問い合わせください。

COSM ET IC S
キレイをつくる春コスメ。

ブルーム（1F）
ナチュラル &オーガニック メイクアップ
ブランド「to/one（トーン）」。目元にみず
みずしい輝きを与えてくれる、
リキッドタイ
プのアイシャドー。
（5 色）

Birth Stoneを使用したK10ネックレス。甘い
雰囲気にピッタリのお花モチーフ。

ネックレス 各 ¥24,840

コスメキッチンマーケット
（1F）

リキッドアイシャドウ 各 ¥3,132

コロンとした可愛いフォルムと優しい色合いが
春にピッタリのＫ10ネックレスとピアス。

ネックレス 各 ¥16,200
ピアス 各 ¥10,800

パーフェクトワン（2F）

ラブラドライトを贅沢に使用したボリュームイヤリング。
揺れるたびにラブラドライトの表面が虹色に変化します。
SV925＋YGコーティング
ラブラドライト

エテ（1F）

お好きなオールインワンジェル、薬用ホワイトニングローション、薬用ホワイトニングＢB
クリーム（またはCCクリーム、SPロングキープパウダーファンデーションのいずれか）
と、クレンジングリキッドミニサイズ、ホワイトニングローションミスト、スプリングメッシュ
バッグがセットになったコフレ。

花 々のエッセンスをふんだんに 閉じ込めたスキンケアブランド
「FEMMUE（ファミュ）」。
リポソーム構造や世界特許素材の採用など、
サイエンステクノロジーによって花が持つ美容効果を引き出したコスメ。

春のUV ケアコフレ ¥8,748〜￥11,124

フラワー インフューズド ファインマスク50ｇ ¥4,320

天然石イヤリング ¥17,280

美しい桜をモチーフにデザインし、
チャームは舞い散る桜の花びらをイメージ。
SV925＋PGコーティング（ミストピンク）
SV925＋YGコーティング
Cherry Blossom

L I V I NG TOOLS

イヤリング ¥19,440

Spring Item

春らしい天然石を使用したピアス。
はちみつ色のシトリンにコンビカラー
の地金でさわやかな印象に。
SV925＋PTコーティング
シトリン

暮らしに 新しいを取り入れる。

FASHION
GOODS

天然石ピアス ¥16,200

スタイルカウンシル（2F）
ベンチやダイニングチェアに合わせて楽
しめる、高級感にこだわったエスニック
柄が美しいチェアパッド。
（約 35Rｃｍ／ 3 色展開）

チェアパッド ¥1,512
パティオ（4F）

季節のニュアンスを小物でプラス。

「和紙」
と
「くまざさ」それぞれの長所を融合させた新しい生活素材、
ささ和紙。天然由来の抗菌力や防臭性を備える。

ひとつの鍋で煮る、焼く、蒸すが実現。ひとつで三得 三とく鍋。
工夫次第で料理の幅が広がる。

バスマット〈中〉¥4,104〈小〉¥3,024
ルームシューズ〈Ｍ、
Ｌ〉各 ¥4,104

三とく鍋 ¥8,640

靴屋さんで使われている紙箱の型で作った収納ボックス。同じ大きさで揃えて
部屋の収納に、ギフトボックスに、
もちろん靴入れにも。サイズは4 種類。

パティオ（4F）

靴箱 ¥648〜

「誰もがどこでも身に付けられるように」
と
いうコンセプトを基に、男女や年齢問わず
幅広いシーンで使える、スウェーデンで生
まれたデザイナーズブランド「CHEAPO」。

ディアンドデパートメント
カゴシマ バイマルヤ
（4F）

腕時計 ¥9,504

ディーアイ カゴシマ（4F）

1928 年の創業以来「工芸の工業化」
をモットーに、普遍的な
価値のあるモノづくりを続けるマルニ木工。拡張可能な組立式
なので家族構成やライフスタイルが変わっても長く使える。

ソファ 1シータ−¥65,880〜

現代アートをコンセプトに三角や円などの図形と繊細なラインを組み合わせ
る事で生まれたコンポジションシリーズ。春らしいミントグリーンの淡い色合い
が女性らしさを演出。
Anne et Valentin（アン バレンタイン）メガネ

¥55,080

創業 100 余年の歴史をもつ SHINTO
TOWELより、2.5 重ガーゼタオル。使
い心地を追求した特殊な重ね織り。

ロフト（3F）
約 15ｇの軽量設計で快適な装着感を実現。最大 8
時間の長時間ワイヤレスリスニングが可能。首元で
スマートフォンなどのプレーヤーを簡単操作。

ソニー ワイヤレス イヤホン ¥6,351

タオル

グッデイ（7F） 〈L 88×140cm〉¥3,888

〈M 58×100cm〉¥2,376
〈S 30×115cm〉¥1,620

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）

デンマークの時計ブランド「LLRASEN」
とフラワー
アーティストのニコライ・バーグマン氏のコラボ
モデル。｢花｣の美しさをデザインに昇華した時計。

ロフト（3F）

〈左〉腕時計

¥20,520
〈右〉腕時計 ¥28,080

新社会人から買い替えまで幅広く対応した、柔らかく
耐久性のあるゴートレザーの名刺入れ。
（7 色展開）

新たな通勤、通学に向けてパスケースも一新して新
生活を。パステルカラーからシックカラーまで多彩なカ
ラー。ゴートレザー使用。
（9 色展開）

レザー名刺入れ ¥2,916

レザーパスケース ¥2,052

背面クッションには羽毛をたっぷり使用し、座面クッショ
ンはウレタン6 層重ねで柔らかすぎず長時間座っても疲
れない設計。カバーは全て取り外せるのでお手入れもし
やすいソファ。

ＪＦＫ ＳＯＦＡ ¥174,960
4 段タイプのオープンラックで中 2 段は引き出し。キャス
ター付きで移動させる事もでき、様々なシーンの収納に
活躍。

SENS WAGON RACK ¥41,040
※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。

マルヤガーデンズカードでうれしい10日間 !

3/15（金） 3/24（日）

マルヤガーデンズ館内にて 即日発行受付中

※1Fマルヤガーデンズカードカウンターへお問い合わせください。

マルヤガーデンズカードでうれしい10日間 !

3/15（金） 3/24（日）

マルヤガーデンズ館内にて 即日発行受付中

※1Fマルヤガーデンズカードカウンターへお問い合わせください。

