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AUTUMN COLLECTION

AUTUMN STYLING
秋 は 品 良く抜け感をプラス。

1

3

po u
g in
a
B

4

ch

2

1

2

カジュアルに
気品あるスタイリングを楽しむ。

3

上品で自然な香りで心安らぐ
オーガニックシリーズ。

4

履きやすさとデザイン性を
兼ね備えた 新しいシューズブランド。

いつまでも柔軟性を失わない感受性や精神性の輝きをテーマ

「ダイアンボヌールオーガニック」から、進化し

にカジュアルからフォーマルまで幅広いアイテムを国内外から

たオーガニックシリーズのヘアケアが登場。き

ド「piu comoda（ピュ コモダ）」。

レザーを使用。メインコンパートメントの内側には

取り揃える「BEAUTY＆YOUTH」の 2019 秋冬シーズンは、大

め細やかな泡立ちのシャンプーと、上品で自

程よいインソールクッションなど快適さにこ

ポケットもついている便利なコンパクトバッグ。
（ト

人カジュアルをキーワードに時代のムード漂うオリジナルと別

然な香りを楽しめるトリートメント。マルチで

だわり、モード感と女性らしさのあるデザイン

注アイテムなどをミックスさせたルックで気品ある仕上がりに。

使えるシグネチャーオイルの 3 種を展開。オー

性がポイント。

ガニック素材べースでありながら、いままで経
〈レディス〉

ワンピース ¥16,200
カーディガン ¥19,440
ハット ¥4,968
ピアス ¥15,120
靴下 ¥1,620
ブーツ ¥21,600

〈メンズ〉

コート ¥29,160
スウェットシャツ ¥10,800
Ｔシャツ（3P）¥5,400
パンツ ¥14,040
ビーニー ¥6,264
シューズ ¥22,680
ビューティ&ユース
ユナイテッドアローズ（1F）

マルヤガーデンズカードでうれしい11日間 !

験したことのない仕上がりを実現。
ヘアケア ¥2,484〜

今シーズンより展開の NEW シューズブラン

お出かけしたくなる
秋色のバッグ。

¥16,200
〈下〉バイカラーパンプス ¥17,280
〈右〉スクエアヒールパンプス
¥18,360

9/13（金） 9/23（月・祝）

ルトラ、ダークレッド）
（右）ハリスツイードとスウェードを貼り合わせた素

〈左〉ウェッジミュール

コスメキッチンマーケット
（1F）

（左）ショルダーの長さ調節可能で、軽く柔らかな

材、両面で使えるリバーシブルバッグ。単品でも使
えるポーチ付き。
（フーシア、グリーン）
ハンドバッグ 各 ¥77,760

ローズ バッド
（1F）

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。

フェリージ
（1F）

シャンブルドニーム（2F）

グレースコンチネンタル
（1F）

リバティの中でも人気のあるプリ
ントに丸襟やシャーリングを施した
ブラウス。

フォックスファーが贅沢なケープシルエットの
コート。袖ありのコートなので可愛らしいシル
エットはそのままに、着やすさをプラス。

ブラウス〈上〉¥15,984
〈中〉¥14,904

コート ¥82,080

はぎ合わせ重ねたコットンレース
やたくさんのピンタックが施された
表情豊かなブラウス。

英国調のクラシックなチェックとハイ
ネックが今年らしいデザイントップ
ス。
さらっとした素 材で長く着
用できるマストアイテム。

ブラウス〈下〉¥14,904

トップス ¥23,760

柔らかな色合いのボルカドット柄を全てのアイテムに散りばめ
た遊び心あふれるコーディネイト。

ノリエム（2F）

コート ¥78,840
パンツ ￥31,320

AUTUMN
WEAR

ローズ バッド（1F）
オリジナルプリントのティ
アードワンピース。今年らし
いレトロフラワープリントで前
後着用可能。

ワンピース ¥14,040

知的に品良く
魅せる秋。

秋らしさを演出してくれるヘリンボーン柄と、ゆるめの
スタンドカラーとギャザーが女性らしい印象のシルク
リネン素材のブラウス。

ブラウス ¥23,760
ケティ／パオデロ
（2F）

ワークノットワーク
アーバンリサーチ（1F）

今シーズンおすすめの新シルエットパンツ。起毛加
工を施したオーガニックコットンを使用。肌触りと着
心地の良さも魅力。

背面のレイヤード風のデザインがポイ
ントのプルオーバーシャツワンピース。

パンツ ¥23,760

シャツドレス ¥29,160

クラスカ
ギャラリー＆ショップ ドー
（2F）
上級 6 号帆布と国産牛ヌメ革を使
用した2WAYボストンバッグ。開き
口はダブルジップで、取り外し可能
のショルダーにはレザーパッド付。

ボストンバッグ ¥38,880

植物をPOPでカラフルにプリントした
なめらかな肌触りの、羽織としても使え
る万能ワンピース。

ルートートギャラリー（2F）
コロンとしたフォルムが可愛らしく機能
性と収 納 力が 抜 群なPliele（プリー
レ）。
（カーキ）

ホコモモラ（2F）

ワンピース ¥25,704
柔らかな質感のコーデュロイで着心地
抜群。
ノーカラーなので、インナーも合
わせやすいデザインのジャケット。

バッグ〈左〉¥4,860
空気のように快適な軽さ。大容量なの
に、驚きの軽さを実 現したHEAULY
（ヘウリー）。
（ブルゴーニュ）

ジャケット ¥19,224

バッグ〈右〉¥6,264

アヴィレックス（4F）
保温性が高くストレッチ性もある高機能素材「サー
モライト」
を中綿に使用。
タクティカルジャケットのディ
ティールをMA-1に落とし込んだデザイン。

MA-1 ¥28,944

※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11日間 !

9/13（金） 9/23（月・祝）

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。

AUTUMN
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Women
心 地よく馴 染む
秋の感 触 。

4

1 ミニマルなディテールと襟、袖口

切替部分の無地配色アクセント
がポイント。パンツにもスカートにも
合わせやすい一着。

ハリス／トリッペン（2F）

マーガレット・ハウエル
（1F）

シャツ ¥20,520

4 トレンチコートのディテールを
用いたドレス。軽いコートとし
ても着用できるフレキシブル
なアイテム。

透け感のある繊細な素材に
スポーティな要素を取り入れ
つつフェミニンに仕上げた
一枚。

5 リブ使いの袖にバックスタイルがギャ

印象付けるロングシャツワンピー
ス。サッシュベルト付きで羽織りと
しても◎。

ワンピース ¥31,320

ザーチェックシャツ切替になったさらりと
羽織れるロングカーディガン。

サーリィ
（2F）

ロングカーディ ¥25,920

6

5

ドレスコート ¥78,840

2 ストレートシルエットで縦長ラインを

7

ブラウス ¥39,960
クロップド丈の少し太めのシ
ルエット。
リラックスしたカジュ
アルな着こなしで合わせて。

パンツ ¥32,400

5
ギャルリー・ヴィー（1F）

7 トレンドのニュアンスカラーのジャケッ

6 ざっくり羽織れるダブルフェイス素

希少なフランス産のウールを使用
したふっくらと軽くて暖かい手編み
のアランセーター。

材 のロングフードコート。ウール
100%でリバーシブル仕様。

ニット ¥54,000

ト。今シーズンは色と色を合わせて遊び
を効かせたコーディネートを楽しんで。

ビューティ&ユース
ユナイテッドアローズ（1F）

コート ¥92,880

ジャケット ¥14,040

10

8

フリーダム スタンダード ストア（4F）

8

軽量かつ安定感のある履き心地で、性別を問わ
ず人 気の「BIRKENSTOCK」のチューリッヒ。
秋冬は靴下とのコーディネートがオススメ。

サンダル〈ユニセックス〉¥15,120

9

11

カンペール（2F）

9

ベーシックなレースアップシュー
ズに少し遊び心を持たせたデザ
インの革靴に、左右非対称に配
色したパイピングがポイントの新
作「ツインズ」。
カジュアルにもキレイ目にも履き
こなせる、一つ持っているとオシャ
レが楽しくなる一足。

シューズ

ハリス／トリッペン（2F）

10

幅広のフォルムがデザイン性と
最適な履き心地を実現。ゴム底
ソールとコルク製インソール、牛
革を使用したアッパーが柔軟性
と衝撃を吸収するシューズ。

シューズ ¥49,680

〈左：メンズ〉¥28,080

〈右：レディス〉¥27,000

マルヤガーデンズカードでうれしい11日間 !

12

9/13（金） 9/23（月・祝）

11 ビスチェライクブラウスを綿レースで切り 12 フランスのジャガード機を使
替えた新感覚ブラウス。
（ナチュラル、
オーカー、ネイビー、
ブラウン）キレイな発
色のパンツは、オンオフに使える逸品。
（グリーン、ネイビー、
ブラック、ベージュ）

ソーノ（2F）

ブラウス ¥18,360
パンツ ¥17,280

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。

用したカットソーをパールシ
フォンで大胆に切替えたワ
ンピース。
（ダークグレー、
ブ
ラック、アイボリー、ネイビー）

ワンピース ¥25,920
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Men

秋の風 合いは
ぬくもりを含んで。

1

3

ヴァン（4F）

MA-1 ¥42,120

アヴィレックス（4F）

6

3
ワークノットワーク
アーバンリサーチ（1F）

2

VANオリジナルワッペンを施し、ナイロンヘビーツイル素
材で仕上げた現代的なMA-1ジャンパー。

表面にコットンの天竺、裏面に防風シートとメッシュ素材
の防風素材を使用。プリントのモチーフは特殊部隊が
使用するMILITARY FREE FALL（パラシュート技術）
の一つ、High Altitude Low Opening（HALO）。

ジップパーカー ¥14,904

8

7

WORK NOT WORKオリジナルのグラフィック
である「ROAD PATTERN」
をインディゴ抜染し
たレイバージャケット

レイバージャケット ¥51,840

4
6

ディッキーズ（4F）

汚れにくく、シワになりにくい素材を使
用した、ディッキーズを代表するワーク
パンツ。程よいルーズなシルエット。

874ワークパンツ ¥5,940

unisex

7 ヴィンテージをお手本にしたクレリック

フォーティファイブ・
アール（1F）

のパーカー。

8 シルエットや裏の仕様にこだわった、長いシー

ナイロンパーカー ¥42,120

ズン着用できるシンプルなナイロンコート。

ナイロンコート ¥62,640

4 ビッグワニは、高精度ステッチ仕様でポップデ

ザインの中にもハイクオリティを匂わせるラコス
テならではの 1 枚。
（グレー、ネイビー、ブラック）

ラコステ（2F）

スウェット ¥18,360

5

AUTUMN WEAR

Kids
プチバトーブティック（2F）
〈GIRL〉
今シーズントレンドのチェック柄のワ
ンピースに、季節の変わり目にさっ
と羽織れて大活躍する、チュビック
素材のキルティングカーディガンを
合わせて。

チュビックキルティング
カーディガン ¥7,020〜

5 ウールに非ずも肉厚なしっかりとした素材
ビューティ&ユース
ユナイテッドアローズ（1F）

感で秋口からシーズンを通して着用できる
アイテム。

ニット ¥14,040

〈BOY〉

ラメ入りタートルネック
カットソー ¥4,320〜

やわらかなスウェット素材をやや裏起毛させたブルゾン。
パンツはキルティングで冬でも暖かく、ウエストはゴム入りで着心地も抜群。
お気に入りのトップスを合わせてコーディネート。

タータンチェック
ジャンパースカート
¥10,260〜

カラーブロックスウェットブルゾン
マリニエール長袖プルオーバー
タータンチェックパンツ

¥12,960〜
¥7,020〜
¥9,180〜

※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11日間 !

9/13（金） 9/23（月・祝）

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。

秋（10月）の誕生石オパールの
アンティークな雰囲気が秋の装
いにピッタリなセットでオススメの
アクセサリー。

ブルーム（1F）

ネックレス ¥16,200
ピアス ¥10,800

Autumn Item

エテ（1F）
今にも水滴となって流れ落ちそうな、瑞々しいクオーツをあしらった
ヌーディコレクション。
どこまでも透き通るクオーツは、肌の一部の
ように 沿うフォルムにこだわりぬいたeteオリジナルカット。
（K10MPG、水晶）

ネックレス ¥36,720
リング ¥30,240

FASHION
GOODS

季節のニュアンスを小物でプラス。

オンタイム
鹿児島ロフト店（3F）

マットブラックのケースにブルーの針がア
クセント。肌になじむベージュのベルトが
秋らしさを感じさせる腕時計。

腕時計〈メンズ〉¥19,440

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

ディーアイ カゴシマ（4F）

靴下

しなやかで軽いかけ心地のチタン製。オンオフ問わず使えるアイウェア。
2019NEWコレクションの新作モデル。

3 足 ¥1,080

メガネ〈左：EYEVAN Seymour〉¥36,720
グレーのブローは上品でやさしい印象に。キレイめファッションとの相性
もGood！2019NEWコレクションの新作モデル。

メガネ〈右：EYEVAN Caravan〉¥43,200

BE AU T Y

キレイをつくる秋コスメ。
コスメキッチンマーケット
（1F）
「to/one」からまったく新しいリップグロ
スが発売。
しっかり発色するのに軽やか
で、セミマットなのに乾かずうるおいが持
続。
（全 5 色）

リップグロス 各 ¥2,700
「to/one」のペタルアイシャドウの新色
3 色。
しっとりまぶたをつつみこむソフトな
ニュアンスカラーとシックなアクセントカ
ラーが花びらのように重なり合うデュオ
アイカラー。

アイシャドウ 各 ¥2,376
グッデイ（7F）
鹿児島の大地で栽培されたハーブとシリカを多く含んだ
霧島の天然水で蒸留したフローラルウォーター。

フローラルウォーター 各 ¥1,944

「Limei」の石けんは、美容オイルを塗ったよう
にしっとりとした洗い上がり。

ソープ ¥1,296〜¥2,160

パーフェクトワン（2F）
お好きなオールインワンジェルを含む税込 10,800 円以上ご購入で
キラキラ拡大ミラー（シルバー／ゴールド）
をプレゼント。
※お好きなオールインワンジェルご購入でスーパーモイスチャージェル
（ミニサイズ）
もプレゼント。

ネイルズユニークLA
鹿児島ロフト店（3F）
はじめてネイルケアされる方におすすめの
コース。
（爪の形整え、甘皮処理、表面
磨き、
トリートメントベースコート）

ベーシックネイルケアコース ¥2,700
爪に優しく密着性のあるジェルを使用し、
美しい光沢とナチュラルな仕上がりに。

ジェリッシュカラーコース
¥6,804〜

マルヤガーデンズカードでうれしい11日間 !

9/13（金） 9/23（月・祝）

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。

L I V I NG TOOLS
深まる季 節 の 秋 支 度 。

クラスカ ギャラリー＆ショップ ドー（2F）
天然のクルミの木と無垢材、真鍮の質感の組み合わせが魅
力のテーブルミラー。鏡の角度は背面の蝶ネジで調整可能。

テーブルミラー ¥19,440

煮物やスープ、オーブン料理にも活躍する手付き
の雑炊鍋。ご飯茶碗 1 杯分の雑炊に丁度良い
小振りサイズ。

パティオ（4F）

片手雑炊鍋 ¥3,564

シンプルでありながら美しい、自然素材を用いたプロダクトを生産
している「Redecker」。素朴で可愛らしいのに実用的なブラシ。
〈左〉テーブルブラシ

¥2,376

〈右〉
ダスターブラシ 各 ¥6,264

ラクレットを家庭で楽しめる卓上調理器。
付属のココットを使ってフォンデュ料理も楽しめる。

使いやすさを追求した直飲みタイプの保冷ステンレスボトル。
大容量のボトルはスポーツシーズンの秋にオススメ。

ラクレット＆フォンデュメーカー メルトR
¥5,400

タケヤフラスクアクティブ〈520ml〉¥3,348
〈1200ml〉¥4,644

ロフト（3F）

スタイルカウンシル（2F）
好みや暮らしに合わせて、
サイドテーブル、ディスプレイなど自由にアレンジ!

スツール（組み立て式）

〈Low:Ｗ320×Ｄ320×Ｈ450mm〉¥4,114

〈High:Ｗ320×Ｄ320×Ｈ600mm〉¥5,142
海外の業務用らしいタフ
でスタイリッシュなデザイ
ン。2 層 構 造になったス
テンレス製のビバレッジ
ディスペンサー。

ディスペンサー

ディアンドデパートメント カゴシマ バイマルヤ（4F）

〈2.5L〉¥19,440
〈5L〉¥23,760

FIBER ART STUDIOが創業から販売しているロング
セラー商品。クッションや座布団より硬く、2つ重ねれば
スツールやオットマンになる優れもの。

1968 年誕生。当時のデザインのまま、
シート素材に改良を加え50 年以上作り続け
られているカリモク家具の定番ソファ。

クッションチェア

カリモク60 ロビーチェア 3シーター ¥122,040〜

各 ¥14,040

すっきりとしたデザインと
500mlの容量で日常使いし
やすいティーポット。深型の
ストレーナー付。

833 by yak（2F）

HASAMI
PORCELAIN
ティーポット ¥5,400

スタッキングしやすく、運び
やすい。マットな風 合いと
色彩が魅力。

HASAMI
PORCELAIN
マグカップＳブラック
¥2,160

パソコン作業やコーヒータイム、ソファでの軽食など用途に合わせ
て使いやすい高さに昇降と収納ができるコーヒーテーブル。

リフティングテーブル ¥70,200
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）

幅約 47.5〜75cmまで伸縮可能な電子レンジ収納ラック。サイド
には便利なフック付きでハサミやスケール、小物も一括収納。

収納ラック ¥6,696
※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11日間 !

9/13（金） 9/23（月・祝）

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。

CAFÉ & RESTAURANT

実りの季節に味わいたい、秋限定メニュー。

グリーンアップルのジェリーと果肉が混ざり
合う爽やかでクリーミィーな味わい。

グリーン アップル ジェリー
フラペチーノ® ¥580
ピンクアップルのコンポートにクランブルの
食感が楽しい焼きりんごのような味わい。

スターバックス
ベイクド アップル ピンク
コーヒー（1-2F） フラペチーノ® ¥580
●トールサイズのみ
● 〜 9/19（木）まで
7：00〜22：00

メンチャ（7F）

マカロンがトッピングされた見た
目もかわいいモンブラン。

さといもや、
さつま芋をたっぷり
使ったコロッケメニュー。

モンブラン
¥626

秋の味覚コロッケ
¥1,080

カフェ ノリエム
（2F）

11：00〜20：00（L.O19：30）

11：00〜20：00（L.O19：30）

秋の香り漂うきのことチーズが
たっぷりのピッツァ。

ルーフガーデン
レストラン（7F）

きのこピッツア
¥1,200
11：00〜21：00（L.O19：30）

さつま芋やきのこなど秋の食材
を詰め込んだおにぎりセット。

おにぎりセット

グッデイ（7F）

（ドリンク付）¥900
カフェ10：00〜18：00
（フードL.O16：00 ドリンクL.O18：00）

TAKE OUT FOOD
秋感たっぷり、今旬のスイーツ &フード。

2

1

3
6

手作り惣菜 彩花（B1F）

手作り惣菜 彩花（B1F）

秋のきのこをふんだんに使った炊き込みご飯。

旬のさんまを醤油で味付けして、カラッと竜田揚げに。 ほんのり甘く、
さっぱりした口当たり。

きのこご飯 ¥298

ジュースバー アマンビーチ（B1F）

さんまの竜田揚げ ¥220

梨スムージー〈数量限定〉¥400

自家焙煎珈琲豆 トゥ・レ・ジュール（B1F）

北野エース（B1F）

デリサボ（B1F）

脂肪の分解・燃焼に効果があるクロロゲン酸をたっ
ぷり含有したコーヒー。

この秋「カレーなる本棚 10 周年」を迎える北野エー
ス。食欲の秋にピッタリな秋らしいレトルトカレー。

旬のさつまいもを使用し、レーズンとクリームチーズ
で甘さと塩味のアクセントをつけたサラダ。

スマートマンデリン ¥1,000

茨城栗カレー ¥864
北海道厚岸 秋刀魚カレー ¥429
福岡 きのこカレー ¥594

さつまいもとレーズンのサラダ ¥380

北京酒菜 華翔（B1F）

北京酒菜 華翔（B1F）

ベーカリーネッコ（B1F）

旬の秋ナスを使った本格麻婆茄子。

外はカリッと、中はホクホクの大学イモ。

リンゴとダイス芋のやさしい甘みのロール。

5

4

7
ブランシェ〜かごしま まちの駅〜（B1F）

旬の食材を使ったオススメスイーツ
期間 9/6（金）
〜9/26（木）
人気店の秋スイーツが日替わりで登場 !

4

木 モン・シェリー松下

霧島産の栗を使用したモンブラン

霧島モンブラン ¥432

5

金 菓子工房

田原

渋皮栗を使い、アーモンドクリームをたっぷりのせて焼き上げたタルト。

1

月 レジェブルー

人気のコリーヌをマロンバージョンにアレンジ。

マロンコリーヌ ¥450

2

火 ラトリエ・ドゥ・パリジャン

鹿児島県産のサツマイモたっぷりのモンブラン。

サツマイモのモンブランタルト ¥400

3

水 atelier niko

コーヒーのパウンド生地にフランス産マロンクリームをトッピング。

ケーク キャフェマロン ¥500

栗のタルト ¥410

6

土 フランス菓子

一公

カスタードクリーム、生クリーム、渋皮栗の入ったロールケーキ。

栗のロールケーキ

〈18cm〉¥1,782〈9cm〉¥918〈3.6cm〉¥378

7

日 豆富 sweets 麻ごころ

豆乳入りのふんわり生地に、熊本県産和栗クリームと
純生クリームをたっぷりロールに。

豆乳ふんわり マロンロール ̶熊本県産和栗̶
〈1 本〉¥1,404〈ハーフ〉¥756〈カット〉¥410

EV ENT NEWS

大学イモ ¥128

麻婆茄子 ¥399

おいもとリンゴロール ¥150

ダイス芋、金時豆に黒ゴマの風味豊かな和風ブレッド。

おさつブレッド〈ハーフ〉¥150

新しいことに 出 会う秋イベント。

ヒグチユウコ
入場
『ほんやのねこ』原画展 無料

Craft Beer Shower
2019

〜9/23（月・祝）
期間 9/6（金）

期間 10/19（土）

12：00〜20：00
10/20（日）
12：00〜19：00

10：00〜18：00

場所 5F マルヤガーデンズアートギャラリー
ヒグチユウコの大人気絵本『ほんやのねこ』原画
展が鹿児島初開催。同フロアにあるジュンク堂書
店では、
『ほんやのねこ』
をはじめとするサイン本
販売や、会場オリジナルノベルティ 配布（数量
限定）など 、ファンにはたまらない原画展。ヒグチ
ユウコさんの美しい原画をこの機会にぜひ。

〒892-0826 鹿児島市呉服町 6-5

場所 ７F 屋上庭園ソラニワ
ローカルクラフトビアフェスを今年も
開催。鹿児島・宮崎のクラフトビー
ルが大集合！

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
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ワインピクニック
期間 10/26（土）

11：00〜19：00
10/27（日）
11：00〜17：00

場所 ７F 屋上庭園ソラニワ
約 40 種類の自然派ワインでガーデ
ンピクニック。心地よい秋空の下、ワ
インに合うフードや音楽も楽しんで♬
※雨天決行

※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。
（カタログ有効期限：2019.9.31まで）
※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

