
エテ（1F）

2連リング¥37,400
ネックレス ¥24,200

くるくると回る光の環が輝いて重なり、
虹色に煌めく光が緩やかに流れている
のを表現したリングとネックレス。クリス
マス限定BOX（なくなり次第終了）

グッデイ（7F）

ストール ¥15,400

大判で、1枚であったかい千鳥格
子のコットンウールストール。

くるくると輝きながら回る光の環を重ねたり、色を重
ねたり、チェーンが揺れて重なる光を表現するクリ
スマス限定デザイン。専用BOX付き。

限定ループイヤリング ¥28,600

ブルーム（1F）

ネックレス ¥16,500 ／ピアス ¥13,200

カラーバリエーションが豊富なK10のネックレスとピアス。
飽きの来ないフォルムがギフトに最適。

マーガレット・ハウエル
（1F）

ニット ¥40,700

伝統的な柄をモダンにアレンジしたニット。美しくナチュラルなシェッ
トランドウールを使用した着心地の良い1枚。

ディッキーズ（4F）

〈メンズ〉ワークパンツ ¥6,600

ストリートカルチャーをバックボーンに持つ
「Dickies」のワークパンツ。耐久性も抜
群で自分だけの1本に。

フェイクファートップス ¥26,400

トレンドのアニマル柄をフェイクファーに配色した
トップス。スカートと合わせて今年風に。

サーリィ（2F）ルートートギャラリー（2F）

トートバッグ ¥4,620 ／チャーム ¥2,860

クロコダイルの型押しを施した本革のような質感で、上品
でしっかりした雰囲気。軽量でありながら、張り感がありま
す。取り外し可能なポーチ付き。

大
切な人へ贈りたい、ずっと愛せ

るア
イテ
ム

フォーティファイブ・アール（1F）

ボアフードブルゾン ¥57,200

軽くて着心地の良いボアのブルゾンは
大きめシルエットがポイント。

〈右〉グローブ ¥8,250

スエード調素材にボアを組み
合わせた手袋。人差し指の先
に施した星の刺繍がポイント。

〈下〉グローブ ¥8,250

左右非対称の手袋を合わせ
ると女の子がウインクをしてい
る表情になる、遊び心あるア
イテム。

ピアス ¥6,050

陽の光を受けて輝く水面がモチーフ。耳元に飾ればみずみ
ずしく澄んだ印象に。（イヤリング仕様有り）

シャンブルドニーム（2F）

ケティ／パオデロ（2F）

ニット ¥24,200 ／パンツ ¥25,300

上質なウール素材を使用した肌触り、シルエットにこだわった定番
素材のニットと大胆なチェック柄が今年らしいワイドパンツで洗練さ
れた印象に。

ローズ バッド（1F）

ネックレス ¥13,860

NY発のアクセサリーブラン
ド「YOCHI」のネックレス。
チェーンデザイン＆コインモ
チーフはボリュームがあるの
で冬服にもピッタリ。

ホコモモラ（2F）

ハリス／トリッペン（2F）

コート ¥52,800

カシミア混素材を使用した高級感
のあるロングコート。ガウンの様に
羽織るだけでこなれ感を演出し、
ベルトでウエストマークすると、スタ
イルアップ効果も。

ニット ¥19,800

腰回りからヒップまでカバーできる安心丈。
360度フレアが華やかに広がり、大人フェミ
ニンスタイルに。

ソーノ（2F）

カシミアチェックストール ¥27,280

カシミヤ入りのウールチェックストール。カシミヤな
らではの柔らかさとマルチに使える大判サイズが
ポイント。

ワーク ノット ワーク アーバンリサーチ（1F）



グレースコンチネンタル（1F）

アヴィレックス（4F）

〈レディス〉MA-1 ¥28,600

大きめのルーズシルエットに、パラ
シュート技術のHALOのステンシル
がモチーフ。立体的な刺繍やアッ
プリケを施したフライトジャケット。

※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。

オンタイム鹿児島ロフト店（3F）

腕時計 〈上〉¥25,300
 〈下〉¥26,400

シンプルなデザインで洋服に合わせ
やすい「agnes b」の腕時計。人気
のマルチェロシリーズの薄型タイプ。

サングラス ¥33,480
グラスホルダー ¥23,760

NY発グラスホルダー「La Loop」とフランス
のブランド「ANNE & VALENTIN」のサン
グラスを普段のファッションにプラスして、い
つもと違うスタイルに。

パルファム ¥12,100
ポーチ ¥10,670～

流行に左右されない永遠の定番を生み出す
「COMME des GARCONS」。五感に訴えかけ
る刺激的な香りのパルファム。ポーチは上質な
牛革を使い、年齢や性別を問わず使える。

バッグ ¥36,300

上質なワードローブで豊かなライフスタイルを
提案する「OWEN BARRY」のバッグ。レザー
とムートンのコンビ感を楽しめるデザイン。

ギャルリー・ヴィー（1F）

2 0 19
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フェリージ（1F）

〈左〉携帯カバー ¥35,200

シンプルな1枚革の贅沢な多機種
対応型。カメラ穴をあえて作らず、
スマートフォンを上部にスライドし、
ケースをつけたまま撮影ができる。
h140mm×w70mmサイズ対応。

〈下〉財布 ¥42,900

フェリージの代名詞的存在のモデ
ルをカードサイズのコンパクトなサイ
ズ感へモディファイしたミニ財布。

カンペール（2F）

サコッシュ ¥7,150

独特なハリ感のある日本製のナイ
ロン生地を使用したサコッシュ。開
閉が片手でもできるようにマグネッ
トパーツを使用。（ネイビー、チョコ、
キャメル、チャコールグレー）

ディアンドデパートメント 
カゴシマ バイマルヤ（4F）

ビューティ&ユース
ユナイテッドアローズ（1F）

腕時計 ¥20,900

都会と自然をコンセプトにした
「MAVENWATCHES」の腕時
計。ガラスは割れにくいサファイ
アガラス、ストラップは交換可能
なイタリアンレザーを使用。

ノリエム（2F）

バッグ ¥29,700

ガマ口を開くと内側が赤色のオシャレなサイ
コロ型ポシェット。サブバッグとして重宝でき
るデザイン。

財布 ¥10,120

人気のカービングシリーズのミニウォレット。コンパクトなサイズ感と
メタリックの華やかさがポイント。

レザーメルトングロ－ブ ¥10,120
リバーシブル
ネックウォーマー ¥5,390

スタジアムジャンパーモチーフを
落とし込んだ小物たちに注目。

ヴァン（4F）

ショルダーバッグ ¥33,000

しっとりとした上品なつやのあるレザーと、小さなサイズ
感が魅力の「SOUTHERN FIELD INDUSTRIES」
のショルダーバッグ。（ブラック、ブラウン）

クラスカ ギャラリー＆ショップ ドー（2F）

〈レディス〉シューズ ¥60,500

ライニングに使用したムートンを裏返したり、ベル
トを外しての着用も可能。高い保温性とゆったり
とした丸いトゥが魅力のトリッペンの代表作。

ハリス／トリッペン（2F）

ディーアイ カゴシマ（4F）

ラコステ（2F） バッグ ¥28,600

フロントパネル前面を覆うビッグ
サイズのワニが目を引く、新作の
ミニショルダーレザーバッグ。



甘みのあるリッチでスパイシーな風味が特徴のコーヒー。ラテ
ンアメリカ産コーヒーに、なめらかでまろやかなアジア/太平
洋産コーヒーと希少なエイジドスマトラコーヒーをブレンド。

〒892-0826  鹿児島市呉服町6-5　TEL 099-813-8108　　
営業時間／10：00～20：00
ht tp://www.maruya -gardens .com

※一部店舗は営業時間が異なります。

C H R I S T M A S  M E N U  2 0 1 9

大切な人と味わいたい期間限定メニューが登場 !

C H R I S T M A S  G I F T  2 0 1 9

家族や友達、自分へのプレゼントに

プチバトーブティック（2F）

〈キッズ〉ニットキャップ ¥6,600
〈キッズ〉ニットスヌード ¥6,050

プチバトーらしいマリニエールボーダー
で、男の子にも女の子にも似合うデザ
イン。ギフトにもおすすめ。

グッデイ（7F）

シュトーレン 2ピース ¥300
ドリンクセット ¥550
期間：12/1（日）～25（水）

胡桃、アーモンド、4種のドライフルーツとたっぷりのフィ
リングを練り込んだGooddayオリジナルのシュトーレン。

カフェ ノリエム（2F）

クリスマスシフォンケーキ
¥660

ホワイトチョコムースをしっとりとしたココアシフォンには
さみ、ベリーやナッツ、クランブルをデコレーションしたシ
フォンケーキ。

メンチャ（7F）

ミックスベリータルト ¥700
ドリンクセット ¥930

ベリーを使用したタルトとクリスマスツリーに見立てた
もりもりのホイップを添えたmenchaらしいケーキ。

ルーフガーデンレストラン（7F）

クリスマスディナー お一人様 ¥6,800
期間：12/20（金）～25（水） ※前日まで要予約

前菜（フォアグラ料理）、特製手長エビのパスタ、金目鯛料
理、黒毛和牛リブロース料理、スイーツと豪華なイタリアンフ
ルコース。2時間飲み放題（アルコール、ソフトドリンク）付き。

※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。

スタイルカウンシル（2F）

ブローチ ¥935

日本の森で育ったクルミの木の
柔らかな表情をいかし、柿渋と
蜜蝋で仕上げたブローチ。コー
ディネートのアクセントに。

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）

ディフューザー ¥11,000

季節の花々やドライフルーツ、ス
パイスなどの自然素材をひとつひ
とつ手作業でボトルに詰め込んだ
ディフューザー。豊かな自然を感じ
る、心地よい香りが広がります。

パーフェクトワン（2F）

ディープケアコフレ ¥14,300

よりリッチになったSPナイトクリームと保湿アイテムの冬にピッタリなセット。
（SPナイトクリーム現品30g、SPプレミアムエッセンス14g、SPプレミアムリッ
プ1.3ｇ、スーパーモイスチャージェル ミニサイズ20ｇ）

絵皿 ¥2,530

トーベヤンソンが描いた小説の挿絵
に伝統釉薬を職人が1点ずつ釉掛
けした素朴で温かみのある益子焼。

パティオ（4F）

テンポドロップ 
〈ミニ〉¥4,180
〈オリジナル〉¥6,050

19世紀の船旅で天候
予測機として航海士等
が使用していたストーム
グラフ。日々の天候変化
で結晶が形を変える。

ロフト（3F）

コスメキッチンマーケット（1F）

メイクセット ¥6,490

パレットとリップチューブがセットになってメイクが完成する「to/one」
の2019年クリスマス限定ホリデーメイクアップコレクション。

スターバックス コーヒー（1-2F）

スターバックス® 
クリスマス ブレンド ¥1,544
期間：11/1（金）～12/25（水）

ジュンク堂書店（5・6F）

MAPS ¥4,950
めくって学べる
もののしくみ図鑑 ¥2,178
モーリーのすてきな
おいしゃさんバッグ ¥1,760
メリークリスマス世界の子どものクリスマス ¥1,980

楽しみながら学べる絵本は
プレゼントにもオススメ。

靴下 ¥1,540

包み込むようなフィット感が特徴の
L字型靴下「rasox」より太いスラ
ブ糸で編み立てられたリブソックス。 ビーニー（帽子） ¥4,180

快適な肌触りで人気の「Patagonia」
定番のビーニー。

フリーダム スタンダード ストア（4F）

ジンカップ 
〈M〉¥7,150
〈L〉¥8,250

鹿児島市中山で木工を営む
「AKIHIRO WOOD WORKS」。
県産のタブノキでつくられたカップ
は、使いこむ程にツヤが増し、味
がでる。

ディアンドデパートメント 
カゴシマ バイマルヤ（4F）

プティパ（2F）

ホームソックス 3足¥1,100
内起毛、2重編みのあったかソックス。

〈キッズ〉イヤーマフ ¥4,950

ボア素材を使用したキュートなイヤー
マフ。防寒対策はもちろん、コーディ
ネートのアクセントにもなるアイテム。

クリスマスリース ¥3,000～

クリスマスからお正月にかけて飾れるリース。
ご要望に合わせてお作りします。

エムスタイル（1F）
ハサミ バイ ヤク（2F）

マグカップ 各¥2,376
プレート ¥3,780

ゴブレットのようなフォルムのマグ
カップでワインやビールを注いで
晩餐会のようなシーンを演出。絵
画の額縁をイメージした器、フ
レーム皿との相性も抜群。

ジェルネイル ¥5,500～

クリスマスやパーティにぴったりなジェルネイルで
指先を華やかに。

パラフィンパック（手首まで） ¥1,650

ビタミンEを含んだロウのパック。指先から手首ま
でしっとりふっくらに。

ネイルズユニークLA鹿児島ロフト店（3F）

カフェ10：00～18：00（フードL.O16：00  ドリンクL.O18：00） 　7：00～22：00　11：00～20：00（L.O19：30）
　11：00～20：00（L.O19：30）




