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※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 ��%OFF となります

《 参加店舗 》

1F

2F

※2F特設会場（プチバトー前）
「POP UP SHOP Launica」9/13（金）〜15（日）
3F

5F

4F

7F

EVENT ＆ POP UP SHOP

鹿児島初開催！

「ほんやのねこ」原画展
9/ 6（金）〜9/ 23（月・祝）
10：00〜18：00

場所：5F 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。
●イベントに関するお問合せ:
マルヤガーデンズ(099-813-8108)
●書籍販売に関するお問い合わせ:
ジュンク堂書店鹿児島店(099-216-8838)

※イベントの内容は予告なく変更する場合がございます。

Launica 秋のハジメカタ〜 2019 初秋の帽子とバッグ〜
9/13（金）〜15（日）

場所： 2F特設会場 (プチバトー前)

2019初秋の帽子とバッグで
『秋メキタイ!』気持ちをオープン
にするPOP-UP SHOP。 コーヒーと紅茶に纏わる小物作り
ワークショップも同時開催。 ※最終日は16時終了
■ワークショップ※予約優先
●お申込 / お問合せ
・５角形のティーコゼ&ポットマットセット 090-4997-4194
（Launica）
・コーヒーフィルターケース

MOONSTAR 2019 秋の新作展
9/13（金）〜23（月・祝）

場所： 4F Patio

今回は最もベーシックなモデル「LOWBASKET」の新色が
登場。秋冬ならではの素材を使用したタイプも並びます。
●お問合せ：099-227-0488（4F パティオ）

SHOP INFORMATION
CHROME HEARTS EYEWEAR
TRUNK SHOW

“カレーなる本棚”10周年特別企画
「和牛食べ比べカレーセット」
9/13(金)〜23（月・祝） B1F 北野エース

9/17（火）〜23（月・祝） 4 F ディーアイ カゴシマ

“カレーなる本棚”10周年を記念して「和牛食べ比べ
カレーセット」を限定10セット
（通常税込4,220円→
特別価格税込3,580円）販売いたします。

鹿児島初となる、高級シルバーアクセサリーブランド
「CHROMEHEARTS(クロムハーツ)アイウェア」のトラ
ンクショーを開催。期間中は、特別に最新モデルからロ
ングセラーの人気モデルまで約100本をご紹介。全国でも約60店舗という限られたショップの
み取り扱いのため、是非この機会にクロムハーツアイウェアの世界観をご体感ください。

新作トロリーケース発売
1 F フェリージ

9/6（金）〜

NIPPON VISION MARKET
「鹿児島 種子島の鋏と庖丁」

1、2泊の旅行や出張に適した機内持ち込み可能サイ
ズのトロリーケースが登場いたします。
カラーはブラック・ネイビー・アイボリーの3色

開催中〜9/24（火）4 F ディアンドデパートメント

「たたらの島」
と呼ばれた種子島に1543年、鉄砲と同
時に伝わったのが種子鋏の始まりとされています。最
盛期には30軒近い製造所があり日本各地に卸してい
ましたが、現在は3軒のみ。梅木本種子鋏製作所、池
浪刃物製作所は製造スタイルは違えども共に種子鋏
の技術と切れ味を後世に残していこうとしています。

メンバーズカード＋2%ポイントフェア
9/12(木)〜23（月・祝） 1 F ギャルリー・ヴィー

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。

パーフェクトワン シルキーホイップ
9/1(日)からリニューアル発売 2 F パーフェクトワン

一味違う！独立系出版社フェア
9月上旬〜10月中旬 5F/6F ジュンク堂書店

泡で出てくるタイプのオールインワン洗顔料がパワーアップして新たに登
場。
メイク落とし、洗顔、角質ケア、毛穴ケア、保湿、マッサージの６つの機
能がこれ１本に!

他の出版社とは「一味違う」独立（独歩）系出版社の
こだわりの本を集めてみました。書籍から感じられる
各出版社の「情熱」、滲み出る
「汗」、見えてくる
「顔」、
そういったものを感じていただけると幸いです。

秋の魚を楽しむ長皿祭！
9月中
2 F 833 by yak

長月の常設展
5 F ギャラリービーンズ 花月

9月中

秋が旬の魚達を彩る長皿を盛りだくさんに揃えます！

7月にご好評を頂いた、
トンボ玉のアクセサリーをご
要望にお応えして再び展示いたします。古代人の魂
をとらえて離さなかったトンボ玉。今回は17世紀〜
19世紀の美玉を取り揃えてみました。

プレミアムエイジ割引

9/14（土）〜23（月・祝） 2 F ルートートギャラリー

プレミアムエイジ割引 60歳以上の方10%OFF

MAISON SHOJIFUJITA
POP UP & カスタムオーダー

19ＡＷ

コスメフェスティバル
9/7（土）〜10/31（木） 3 F ロフト

9/13(金)〜23（月・祝） 7 F グッデイ

エテュセ、ロレアルなど秋冬コスメの先行・限定商品を
中 心 にヘアケアではオーシャントリコの 先 行 商 品ま
で。ロフトおすすめの人気新商品を販売いたします。
※一部10月発売商品あり

SHOJIFUJITAのレザーアイテムは素材、色、洗練され
たデザインが特徴でGooddayでもファンが多かった
ので、今回は、
もっと自分好みに、自分仕様にカスタム
できるバッグのカスタムオーダーを承ります。素材や
色はもちろん、ハンドルの長さも調整でき、
イニシャル
を入れることもできますので、
オーダーメードの贈りも
のにもピッタリです。Gooddayでも普段取り扱っていない革小物など、鹿児島初のフルライ
ンナップでご覧いただけます。 ※オーダーアイテムのお渡しは１ヶ月半〜２ヶ月頂きます。

セイコー ５スポーツ
9/7（土）〜20（金） 3 F オンタイム 鹿児島ロフト店
SEIKOの新ブランド
「セイコー ５スポーツ」の誕生を記念してフェア
を開催いたします。ぜひこの機会にご覧ください。

※画像はイメージとなります。※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

国際オーガニック映画祭コラボイベント「オーガニックウィーク」
『有機野菜を使ったからだにやさしいメニュー』 提供期間：９/８（日）~９/１４（土）

有機野菜の
お味噌汁付ランチ

彩り野菜のピッツァ
1,500円

1,080円

有機野菜を使った

有機野菜をたっぷり

彩り豊かに仕上げた

使ったお味噌汁付き

ピッツァ

一汁三菜ランチ

7F/
ルーフガーデンレストラン

2F/カフェノリエム

キャロットケイク
500円

有機のニンジンや、レーズ
ン・クルミを入れた生地と
クリームチーズ のフロス
ティンが相性抜群のケイク

7F/グッデイ

MARCHE EVENT
Goodday Market 5
9/15（日）
楽しい音楽やフード・雑貨の
販売をはじめ、
ワークショップ
など盛り沢山のイベントです。

Craft Beer Shower
2019

KAGOSHIM

A

宮崎の
ビア

鹿児島・

クラフト
ローカル ィバル !!
フェステ

10/19（土）
・10/20（日）

城山ブルワリー
BMB ブルワリー
からはなローカルブルワリ

ー

茶舗麦酒

日南麦酒
ドルフィンインダストリ

ー

桷志田ブルワリー

レアーレ

日時

9/15（日）11：00-19：00

会場 ７F屋上庭園ソラニワ

&Goodday

ワッカモーレ

小正醸造

(土)

(日)

12:00〜19:00
7F

ルーフガーデン

本坊酒造

IMA
KAGOSH

CRAFT

BEER

FESTIVAL

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。
（土）12：00-20：00
日時 10/19
10/20（日）12：00-19：00

会 場 ７F屋上庭園ソラニワ

ソラニワマルシェvol.14

ワインピクニック

10/26（土）
・10/27（日）

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
（土）11：00-19：00
日時 10/26
10/27（日）11：00-17：00

会 場 ７F屋上庭園ソラニワ

