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1F ワークノットワーク アーバンリサーチ

4Fヴァン

毎年大好評のLINEN TEE。ワッシャー加
工してあるのでリネンらしい風合いでシワ
感が特徴。

インド特有の柔らかい糸を使用し経糸と緯糸を同
じ太さの糸で織りあげ、表情のある生地に仕上が
り、柄はヴィンテージのアロハの柄をVANらしくア
レンジした柄をプリントで表現しております。

リネンTシャツ ¥14,580

¥11,880

¥14,040

プリントアロハ OPEN シャツ

ポロシャツ (ラコステ )

1Fフェリージ

6つのキーフックがついたキーケース。本体
はスナップボタンによる開閉式で、3つ折りタ
イプ。かさばることなくすっきりと収まります。

¥14,040キーケース

1F 45R
メンズやユニセックスでお召しいただける製品が揃います。

6/15 ㈯～ 6/23 ㈰メンズ 908フェア

2F プチバトーブティック
期間中父の日の感謝を込めて、｢パパバトー！｣の合言葉でパパやおじいちゃんと一
緒にご来店のお客様にノベルティ(うちわプロップス)プレゼント。

5/31 ㈮～ 6/6 ㈭パパバトー

4F パティオ

2Fラコステ

足がムレず、さらさらのはき心地。内側まで
ささ和紙だから、吸湿性がよく清潔。

1933年に誕生し、全てのポロシャツの<原型>である｢L1212｣ カラー24色。 
Made in Japan

○ポロシャツ+1点購入でラコステ
　オリジナルBAGプレゼント
　（数量限定）
○ギフトラッピング無料

¥4,104ルームシューズ(SASAWASHI)

吸汗性と天然のくまざさ成分の抗菌防臭効果で足
のムレ、汗によるべとつき、気になる臭いも防ぎます。

¥1,620～メンズリブ靴下(SASAWASHI)

名優マイケル・ケインが、音楽・映画・ファッション・アー
トと若者文化の発信地だった60年代のロンドンをナビ
ゲート。世界を変えたジェネレ̶ション、ビートルズやス
トーンズ、マリアンヌ・フェイスフル、ボウイら続々登場！

6/22(土)-6/28(金)

6/15(土)-6/21(金)

父の日のプレゼントに！お得な「パパズチケット」販売

〈 6/16㊐まで販売 〉

Garden’s Cinema

パパズチケット（特別前売鑑賞券）1,100円
有効期間は6/16㊐-12/31㊋

パパズチケットが使えるおすすめ映画

マイ・ジェネレーション ロンドンを
ぶっとばせ！

セルジオ＆セルゲイ 宇宙からハロー！

東西冷戦末期。ソビエト崩壊により地球に帰れなく
なったソ連最後の宇宙飛行士セルゲイ。キューバの無
線愛好家セルゲイは大気圏を超えて親友になったセ
ルゲイを救うため、ある奇策を思いつく̶。世界を驚か
せた予想外の大作戦とは！？

1F コスメキッチンマーケット

スプレーするだけで健やかな頭皮に導く水
のいらないドライシャンプー。ペパーミント
のクールな使用感で、頭皮だけでなくボディ
にもお使いいただけます。

ドライシャンプー(product) ¥1,620

2F ルートートギャラリー

本体生地に摩擦、引き裂きに強い、コーデュ
ラ素材を使用。優れた耐久性と持続性を提
供します。

ビジネスバッグ (ルートート) ¥8,424

2F カンペール

素材は光沢感のある高密度ナイロンを使
用し、スマートでシックな印象に。1680デ
ニールのコーデュラナイロン生地で、軽く
てオシャレで頑丈なリュック。

リュック (CAMPER) ¥18,360

3F オンタイム 鹿児島ロフト店

父の日に贈る、スタッフおすすめの時計
をセレクト。父の日までの期間、お買い上
げの方にトラベル用ウォッチBoxをプレゼ
ント。(数に限りがあります。)

父の日フェア

4F ジャーナルスタンダード ファニチャー

journal standard Furnitureが得意とする
DENIMをイメージしており、蚊帳目の残し方、
釉薬の塗り方で表情のあるシリーズとなって
おります。PLATEとのセットもおすすめ。

coloma Mug ¥2,700

4F ディアンドデパートメント

糸をつくる時に出る｢落ちわた｣を使って作
られた、京都｢saredo(されど)｣の靴下は、
程度を厚みで、締め付けもなく、バランス
の良い丈です。レッド、ブラック、アイボ
リー、イエローの4色（イエローは限定色）

D＆DEPARTMENTオリジナル靴下 ¥1,836

3F ロフト

甚平がギフトパッケージに入り登場。バー
コードストライプ 黒・紺 2種類 フリーサイ
ズ。ストライプ 黒・紺 2種類 フリーサイズ

甚平ギフトセット(ジュリン) ¥4,104

4F アヴィレックス

夏の定番・鹿の子ポロ/NAVY SEALSの中
のSEAL TEAM1,3,5,7の４部隊のエンブレ
ムと、その拠点であるNava1 Amphibious 
Base Coronadoをモチーフに立体的な刺
繍アップリケを施しています。

¥10,584ポロシャツ コロナド
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父の日キャンペーン
6/1㈯～6/16㈰



5.24.fri.-6.16.sun. マルヤガーデンズ館内飲食店4店舗にて、
「麺’ｓ(メンズ)フェア」を開催！

MEN’s FAIR麺 　　　　　
　　

　 2019 父の日企画 チラシでおトク！！

B1F FOOD

1,080円（税込）
スパイスを効かせた自家
製ココナッツカレーにお
そうめんをつけて食べる
パンチの効いたランチです。

カフェ ノリエム2F

お父さんいつもありがとう。の気持ち
を込めて子供たちだけで作る料理教
室を開催。日頃お仕事を頑張ってくれ
てるお父さんへ、お酒に合うおつまみ
を作ります！また作ったお料理は、屋
上庭園にて振る舞います！
父の日に、家族みんなでちょっとした
ビアガーデン気分を。

子供たちだけの料理教室『お酒に合うおつまみ作り』

東串良駅跡で定期開催されている人
気マルシェ『石蔵小町・ヒルカラビー
ル』の父の日限定！ミニ出張版を開催。

父の日マルシェ
『石蔵小町 ・ヒルカラビール ～出張版～ 』

【日時】6月16日（日）15：30～17：30
【場所】B1F garden ０（キッチンスタジオ）
【参加費】参加費3,500円※前日、当日キャンセルの場合はキャンセル料2,000円

【対象】小学3年生以上
【定員】8名　　

WORK SHOP&EVENT6/16日開催

ワークショップのお申し込みは099-813-8102（マルヤガーデンズまで）

スパイスココナッツカレーそうめん

950円（税込）

メンチャ7F

豆乳Hong Kongヌードル

1,100円（税込）
地鶏ガラをベースに、季節
の野菜で取ったブイヨンで
栄養たっぷりのスープと自
家製鶏チャーシューが絶品！レモングラス
風味の香味ソースをつけだれに。

Goodday7F

自家製鶏チャーシューのフォー

2,000円（税込）

ルーフガーデンレストラン7F

小エビのジェノベーゼ

ドリンク付

ルーナコース

麺増量
サービス

おにぎり
サービス

B1F ブランシェ～かごしま まちの駅～
お父さんへ贈る鹿児島のイイモノを詰め合わせたギフト。
父の日フェア

B1F ベーカリーネッコ

B1Fトロピカーナとやせや八兵衛

600円相当のパンの詰め合わせ。
¥500〈6/16限定〉パン詰め合わせ

B1F 北野エース

全国蔵元の春・夏限定冷酒各種6/16限り5％オフ。
無料ラッピング行います。
当日は売場商品ＰＯＰに5％引の案内ＰＯＰがある商品のみ対象。

憧れのスイーツ：アールスメロン／1玉 2,980円、
頑張る父へ：あまーいスイカ／1カット480円(1/8サイズ)

〈6/16限定〉全国 冷酒フェアマルヤガーデンズで少し贅沢な贈り物

B1F 肉の池澤

黒毛和牛サーロインステーキ
半額以下の100ｇ880円数量限定

〈6/16限定〉黒毛和牛
サーロインステーキフェア

【日時】6月16日（日）15：00～21：00（L.O20:00）

会場／７F屋上庭園ソラニワ　※雨天の場合は７Fオープンガーデン
開催場所／B1F garden 0

【出店店舗】児玉醸造、小鹿酒造、
IRODORI＋、KITADASARUGGA、
トモタカファーム、口福楼、
畑pan(and more..) 
【フードメニュー】野菜天ぷら、中華粥、
黒酢酢豚、よだれ鶏、豚のなんこつ煮、
パン、うどん 等

6/12(水)～6/16(日)

チラシでおトク!! チラシでおトク!!

当店人気のホンコンヌード
ルタンタンメンスタイルを
更にグレードアップ！まろや
かな味わいと辛さがくせになる一品です。

小エビの旨味とバジルの
風味をかけ合わせたパス
タです。ルーナコースの中
からチョイスできます。

替え玉
サービス

ソフト
ドリンク1杯
サービス

対象の4店舗にてこのチラシをご提示
いただくと、期間限定商品にさらにお
得な特典が付きます。

チラシでおトク!! チラシでおトク!!


