
4.19fri～5.6mon

ローズ バッド（1F） 4/19(金)～5/6(月振)
５th Anniversary 詳しくは店頭まで

ワークノットワーク アーバンリサーチ（1F）4/25（木）～5/6(月振)
GWオトクーポンフェア
期間中、ご購入金額に応じて、何度でも使えるクーポンを
プレゼント

スピングルムーブ、スピングルニーマをお買い上げの方先着２５
名様へ、オリジナルコインケースまたはパスケースをプレゼント

一般衣類、カーペット、寝具などのクリーニングや洋服の
お直しなど全品受付ポイント９倍プレゼント

フェリージ（1F） 4/20（土）～29(月祝)
Wポイントキャンペーン

シューガーデン（1F） 4/19（金）～5/6(月振)
SPINGLE MOVE FAIR

コスメキッチンマーケット（1F）5/1（水祝）～5/6(月振)
FEMMUEスキンケア体験会

サービスカウンター（1F） 4/19（金）～30（火）
クリーニング・お直しポイント９倍キャンペーン

税抜9,000円以上お買い上げの方にBLOOMオリジナル
「ジュエリートレー」を数量限定でプレゼント

ブルーム（1F） 4/19（金）～
オリジナルノベルティプレゼント

グレースコンチネンタル（1F） 4/２３（火）～30（火）
ファビュラスデイズ（トリプルポイント）

ルートートギャラリー（2F） 4/19（金）～
9周年ノベルティキャンペーン

ラコステ（2F） 4/18（木）～21（日）
ラコステ会員10％offキャンペーン
ラコステ会員限定10％offキャンペーン（一部対象外あ
り）※３月末までにラコステ会員に入会された方が対象

税抜5,000円以上お買い上げいただくと、数量限定でオ
リジナルポーチをプレゼント※無くなり次第終了 

パーフェクトワン（2F） 4/19（金）～
9周年キャンペーン

スタイルカウンシル（2F） 4/19（金）～
限定99名へノベルティプレゼント

パオデロ（2F） 4/19(金)～29(月祝)
刺繍コレクション

春物アイテムをスペシャルプライスにてご提供（３０％
off~）※一部除外あり

サーリィ（2F） 4/19(金)～5/6(月振)
店内一部SALE

GWのアクティブなイベントにもおすすめなTシャツ（カッ
トソー）を期間限定で幅広くご提案

税抜9,000円以上ご購入でブロッサムポーチをプレゼン
ト。※限定９９個、コフレ対象

商品をお買上いただいたお客様先着99名様へくるみボ
タンのヘアゴムをプレゼント

プティパ（2F） 4/19(金)～5/6(月振)
リラクシングパンツ９72円販売

ソーノ（2F） 4/24（水）～5/6(月振)
Tシャツフェア

税込20,000円以上お買い上げいただくと、
ノベルティトートバッグをプレゼント（数量限定）

シャンブルドニーム（2F） 4/19(金)～5/6(月振)
9th Anniversary

店頭の撮影スポットで撮影した写真をSNSに投稿頂い
たお客様へ、メンバーズポイントを９ポイントプレゼント

期間中、税込21,600円以上お買い上げでオリジナルノベ
ルティを数量限定でプレゼント

ホコモモラ（2F） 4/19(金)～5/6(月振)
SNS投稿でポイントGETしよう♪

上質なフレンチリネンを使ったコレクション

ハリス（2F） 4/19(金)～5/31(金)
フレンチリネンフェア（2019spring＆summer）

ネイルズユニーク（3F） 4/19(金)～5/6(月振)
ネイルキャンペーン
マニキュアカラー・・・税込972円／スペシャルパック（ス
クラブトリートメント＋指先パラフィン）・・・税込９７２円

オンタイム（3F） 4/19(金)～5/12(日)
北欧ブランド１０％offキャンペーン
対象の北欧ブランドの腕時計を１０％offにてご提供

AVIREX（4F） 4/26（金）～
ノベルティフェア
税込20,000円以上お買い上げいただくと、
AVIREXオリジナルグラスを数量限定でプレゼント　

ディッキーズ（4F） 4/19（金）～
ノベルティフェア
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）

グッデイ（7F） 4/26(金)～5/12(日)
うなぎの寝床展
今年は定番のもんぺのフルラインナップはもちろんのこ
と、新作の刺子花織、備後節織のもんぺ、yohakuコラボ
の着心地の良いTシャツも揃います

パティオ（4F） 4/19（金）～
9周年だからSunnyBakeryのラスク（ラス９）プレゼント！！
税込3,240円以上お買い上げでサニーベーカリーのラス
クをプレゼント※数量限定

ジャーナルスタンダード（4F） 4/19(金)～5/6(月振)
家具配送料無料（一部地域・商品を除く）

メンチャ（7F） 4/27(土)～5/6(月振)
1stAnniversaryノベルティプレゼント
ご注文頂いたメニューをその場でSNSにご投稿いただ
いたお客様先着200名様へトートバッグをプレゼント

ルーフガーデンレストラン（7F） 4/19(金)～5/6(月振)
特別ルーナコース
ボロネーゼやペスカトーレなどルーナコースのパスタや
ピッツァをグランドメニューの中からもお選びいただける
スペシャルなコース

SHOP EVENT
d SCHOOL TALK TOUR2019
「グッドデザイン賞を知ろう」
トークショーと相談会＆懇親会

学びの場d SCHOOLが全国出張版トークツアーを開催！今回のツアーテーマは「グッドデザイン賞とロングライフデザ
イン」です。日本デザイン振興会矢島進二さんとナガオカケンメイが「良いデザイン」「ながく続くデザイン」とは何かを
トーク。トーク後の懇親会では、グッドデザイン賞へエントリーを考えている、または関心のある企業、デザイナー、学生
などに向けた個別相談会も受け付けします。

4.1（月）～5.6（月振）期間

B1F 食品フロア ガーデンズマルシェ!!

「SAVE THE DAY」フィルムコンサート

4.19（金）～5.6（月振）期間

ディーアイカゴシマ（4F）ロフト（3F）

4/25（木） NEW OPEN!

肉の池澤
4/19（金）厳選品半額市
4/29（月祝）黒毛和牛半額市

自家焙煎珈琲豆 トゥ・レ・ジュール 4/26（金）～5/6(月振)
9周年アニバーサリーブレンド200ｇ→900円

トロピカーナやせや八兵衛 
春野菜、果物特価

ベーカリーネッコ 5/3（金祝）～6(月振)
９品目のトルティーヤサンド 各日限定20食

ブランシェ～かごしま まちの駅～

4/2３（火）～無くなり次第終了ハッピーバッグ999円
ブランシェオリジナルハッピーバッグなど合計90個限定販売

厚焼き玉子、エビ、ロースハム、レタス、リーフ、人参、オニオ
ン、紫キャベツ、胡瓜の入ったトルティーヤサンド３５０円

前年よりもランクアップしたアニバーサリーブレンド

4/20（土）

5/3（金祝）～6（月振）

enneチーズケーキ数量限定販売

春キャベツ99円、トマト99円、バナナ99円、イチゴ299円

デリサボ 5/3（金祝）～6(月振)

5.3（金祝）～6（月振）
12：00～無くなり次第終了

日時

4.28（日）トークショー16:30～18:00（受付16:00～）
                   相談会＆懇親会18：00～20：00

日時

5.3（金祝）18:30 ～ 22:00（開場18:00）日時
場所

2週連続!計7日間!
マルシェポイント5倍

※飲食店･
　特別催事を除く。

４日間連続!日替わり食品 

B1F食品フロアの野菜や海鮮、ウイン
ナー、チーズなどが日替わりで詰め放題!
［対象店舗］
野菜のやせや八兵衛、さかな屋魚心、肉の池澤、
グロサリー北野エース、手作り惣菜彩花、ベーカリーネッコ

4.26（金祝）～28（日）
5.3（金祝）～6（月振）

期間

詰め
放題!!

※価格はすべて税込です

https://www.maruya-gardens.com

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

9th Anniversary! 

マルヤガーデンズ9周
年・ロフト3周年と交通
局がタイアップ!会場限
定「交通局コラボバッジ」
のガチャガチャや「市電
マスキングテープ」先行
販売・市電車両コーナー
など、幅広い年代で楽し
めるアイテムが揃います。

DJやバンドによるファッショナブルな生演奏とお酒を楽しみながら一夜限りの話題
作ライブドキュメンタリー「SAVE THE DAY」をライブ感覚でみる上映会。ＤJは監督
でもあるSILENT POETSの下田法晴さん。ライブ演奏は坂口修一郎さん率いる
Echo Maker。熱い夜をお楽しみいただけます。

POP UP SHOP
マルヤガーデンズ×ロフト×交通局

キッズメガネブランド
「omodok(オモドック)」
を中心に就学前から
中学生頃まで掛けて
頂けるメガネをご用
意。またスポーツ対応
のメガネ（ゴーグル）も
ご用意しております。

KIDSメガネコレクション
-New School Year2019-

NEW SHOP

主に波佐見焼のセレクトショップ、833 by yakが2Fにオープン。毎日
の暮らしがちょっと楽しくなるような器を取り揃えます。

税込3,000円以上お買
い上げの方先着50名
様に波佐見焼カップ
（全5柄）を1個プレゼン
ト！（無くなり次第終了）

OPEN特典

833 by yak（2F）

さつま町 たけのこ祭りマルヤガーデンズ×さつま町

11:00 ～ 14:00※売り切れ次第終了

10:00 ～ 18:00

B1F 特設会場場所

4F D＆DEPARTMENT場所

B1F 特設会場場所

RF BLOOM by maruya gardens
参加費:2,500円（1ドリンク付）／定員：100名
前売券販売・お問合せ：7Fガーデンズシネマ
（099-222-8746）
協力：BLOOM by maruya gardens

参加費:2,500円（懇親会用1ドリンク付）／定員：70名

ご予約・お問合せ：4F D&DEPARTMENT（099-248-7804）

期間限定 さつま町たけのこメニュー

九州４県肉バトルで優勝！
醍醐食堂『黒毛和牛たけのこ丼』期間限定販売

さつま町特産品販売

タケノココロッケと
タケノコ天ランチ1,080円

7Fルーフガーデンレストラン
黒毛和牛タケノコピッツァ
ランチセット1,500円単品1,280円

7Fメンチャ
タケノコヌードル842円

4.19（金）-5.6（月振）

4.27（土）・28（日）

4.27（土）・28（日）

2F カフェノリエム2F カフェノリエム

桜エビと青のりのポテトサラダ記念特価330円

ROOFTOP CINEMA「LA LA LAND」
5.4（土祝）・5(日祝)19：00 ～（開場18:00）日時
RF BLOOM by maruya gardens

※5/1-5/6はタケノコメンチとタケノコ天ランチ

期間中、さつま町のご当地キャラ「さつまるちゃん」も登場 !!

※書籍ご持参で2,500円から300円引き
書籍「LONG LIFE DESIGN 1」+参加費セット5,000円

©2019 ANOTHER TRIP ／ SPACE SHOWER FILMS

© 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. 
Photo courtesy of Lionsgate.

場所
入場料:1,000円（映画鑑賞+ワンドリンク+ポップコーン付）
定員：150名様（当日ご来場順）※事前予約不可
お問合せ：099-813-8108(マルヤガーデンズ)

※荒天の時は中止の場合あり。

要予約

詳細は店頭迄

協力：ガーデンズシネマ
観る者すべてが恋に落ちる、極上ミュージカル・エンタメ映画！


