
4.17fri～5.6wed

ローズ バッド（1F） 4/17(金)～5/6(水振)
6th Anniversary ROSEBUD  RBポイント２倍

ワークノットワーク アーバンリサーチ（1F） 4/25（土）～26(日)
The Superior Labor ワークノットワーク
キャンバスポーチを購入していただきスタンプを押したり、
ペインティングするワークショップ。ポーチ価格税抜1,000円～

保険相談された方には、10個の生活用品プレゼント。

税込15,000円以上お買上げの方にノベルティプレゼント。(数量限定) 

一般衣類、寝具、カーペットなどのクリーニングやお洋服のお直しなど、全品
受付ポイント10倍キャンペーン。

税込30,000円以上お買上げの方にオリジナルノベルティプレゼント。

フェリージ（1F） 4/18（土）～26(日)
Wポイントフェア

ほけんの110番（1F） 4/17（金）～5/6(水振)
10個の生活用品プレゼント

ウィークエンドマックスマーラ（1F） 4/17（金）～26(日)
Summer Collection Fair

サービスカウンター（1F） 4/17（金）～30（木）
クリーニング＆お直し ポイント10倍キャンペーン

貴金属・ブランド・時計などの宝飾品をお売りいただいたお客様を対象に査
定額を20％UP。さらにTポイントを通常の10倍プレゼント。
※宝飾品以外のお品物は対象外。※期間中お一人様につき１回限り。
※Tポイントは最大で5,000Ｐ。※付与したポイントは翌日以降に反映。

ジュエルカフェ（1F） 4/17（金）～5/6(水振)
Tポイント10倍キャンペーン

キャンペーンプライス(2パターン)
税込4,980円×10本、税込9,980円×10本：合計20本

ブルーム（1F） 4/17（金）～5/6(水振)
10周年アニバーサリー特別プライスキャンペーン

普段取扱いの無いメンズ製品が期間限定で入荷いたします。

45R（1F） 4/24（金）～5/6(水振)
メンズ・ユニセックスフェア

ヴィヴィアンが長年取組んでいるエシカルプロジェクトの一環のアフリカ
バッグをお好みでカスタマイズできるイベント。【カスタムトートバッグ】プリン
ト：3種類(当店はランダムで)税抜25,000円【缶バッジ大(2種)】税抜700円
【缶バッジ小(3種)】税抜500円

ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル（1F）4/17（金）～5/6(水振)
期間限定カスタムトートバッグイベント

お買上げの方にeteメンバーズ会員様へ10ポイントプレゼント。(即日登録可)

エテ（1F） 4/24(金)～26(日)
10ポイントプレゼントキャンペーン

グレースコンチネンタル（1F） 4/24(金)～28(火)
全品10%OFF

ルートートギャラリー（2F）4/17（金）～無くなり次第終了
お楽しみ袋

ラコステ（2F） 4/24(金)～5/10(日)
ラコステ会員限定10%OFF
新規入会もOK、対象外商品あり

税込5,500円のお楽しみ袋を限定20個販売。

パーフェクトワン（2F） 4/17（金）～無くなり次第終了
10周年記念ラッキーバッグ

スタイルカウンシル（2F） 4/17（金）～無くなり次第終了
ノベルティプレゼント

ケティ／パオデロ（2F） 4/17(金)～5/6(水振)
ケティ・パオデロ10周年アニバーサリー

サーリィ（2F） 4/17(金)～5/6(水振)
限定商品30%～50%

大分で森づくりを行う久恒山林から生まれたアロマブランド「六月八日」の
フェアを開催致します。小豆の蒸気とやさしい香りに癒されるアイピローを中
心に、森の恵みを感じられるアロマグッズを幅広く取り揃えます。

薬用ホワイトニングジェル(現品)75g、クレンジングリキッド(旧品)150g、SP
フェイスパウダー(旧品)9g、SPクリアエッセンス(旧品)ミニボトル10ml、<金
額>税込5,500円

・お買上げの方にヘアゴムプレゼント。(数量限定)　
・税込10,000円以上お買上げの方にナッツプレゼント。(数量限定)

プティパ（2F） 4/17(金)～無くなり次第終了
ハッピーパックソックス１０足入税抜1,000円販売 50個限定

クラスカ ギャラリー＆ショップ ドー（2F） 4/24（金）～5/10(日)
六月八日フェア

税込10,000円以上のお買上げの方に
「enlille -リーレ-」のレッグ＆アームウォーマープレゼント。（数量限定）

シャンブルドニーム（2F） 4/17(金)～5/6(水振)
10周年アニバーサリー

1～9のランダムな数字を10秒でメモリー！全て答えてホコモモラポイント10
Ｐゲットしましょう！

税込22,000円以上お買上げの方に素敵なノベルティをプレゼント。（数量限定）

833 by yak（2F） 4/17(金)～5/6(水振)
おめでとう10周年！
店内10％OFF(一部商品除く)。さらに税込3,000円以上お買上げの方に833 
by yak オリジナルノベルティープレゼント。（先着100名様）

ホコモモラ（2F）4/17(金)～23(木)、4/27(月)～5/6(水振)
10秒でメモリービンゴゲーム

店頭にて、シャツ・ブラウスをメインに展開し、トータルで提案し販売する。

ハリス（2F） 4/17(金)～5/6(水振)
2020 SS シャツ、ブラウスコレクション

ネイルズユニーク LA（3F） 4/17(金)～5/6(水振)
マニキュアお買上げで爪の表面磨きをプレゼント♪
マニキュア税込1,650円をお買上げの方に、爪の表面磨きプレゼント！！
（１日限定10名）※ご予約様が混み合っている場合お待ちいただく事もございます。

オンタイム（3F） 4/17(金)～5/6(水振)
CHRISTIAN PAULフェア
税抜17,500円以上（ステンレスベルト付きに限る）の腕時計をお買上げの方
に税抜3,500円相当の革ベルトを先着10様にプレゼント。

ヴァン（4F） 4/17(金)～無くなり次第終了
マルヤガーデンズ10周年アニバーサリー
税込20,000円以上お買上げの方にVANオリジナルラバーブレスレットをプ
レゼント。（数量限定）

スマイリーズ（4F） 4/17（金）～無くなり次第終了
ブリリアントモアミニ歯磨き粉プレゼント！！
税込3,500円以上お買上げの方に「ブリリアントモアミニ歯磨き粉」プレゼン
ト。（数量限定）※味は選べません。

グッデイ（7F） 4/24(金)～5/6(水振)
la gomma サンダル展
イタリア語で「ゴム」を意味するブランド名「la gomma ラゴンマ」まるで足の一部
になったようなフィット感で歩きやすく疲れにくいストレスフリーサンダルです。

パティオ（4F） 4/17(金)～5/6(水振)
10周年だから 10ポイントプレゼント！！
税込10,000円以上お買上げの方にメンバーズカードのポイントを10個
(10,000円分)プレゼント！！

ジャーナルスタンダード（4F） 4/17(金)～5/6(水振)
家具配送料無料（一部地域・商品を除く）

ジュンク堂書店（6F） 4/26(日)～5/6(水振)
GW期間中hontoポイント2倍キャンペーン
7Fガーデンズシネマ(映画館)とB1Fトゥ・レ・ジュール(コーヒーショップ)ご
利用後、当店で商品お買上げ時にチケット半券・レシート提示の方へポイン
ト2倍プレゼント。

d MARKET

「鹿児島の発酵文化」展

10周年を記念し、鹿児島の「長く続くいいもの」を求めて紹介するマーケットを開きます。鹿児島のいいとこ
ろや、好きなところ、他の人に伝えていきたい、これからも残していきたい、改めて身の回りにある鹿児島ら
しさに目を向け、鹿児島の魅力を皆様と一緒に楽しみながら共有します。<食>と<もの>そして鹿児島の作
家さんによる<体験型ワークショップ>もあわせてお楽しみください。

10周年を迎えるD&DEPARTMENT KAGOSHIMA by MARUYAがこれまでに触れてこなかった「発酵文化」についてフォーカスし、
新たな鹿児島を見つけられるようなわくわくする企画をご用意します。期間中は鹿児島の発酵を活かした食品、つくり手の作品を販
売。また5/16(土)は発酵デザイナー小倉ヒラクさんをお迎えし、トークショーを開催いたします。

出店店舗：一湊珈琲焙煎所、HELLO!屋久島ブース、Kiitos、丁子屋、Akihiro woodworks、
桜島ミュージアム、抽木竹細工工房 他

4.17（金）～無くなり次第終了期間

5.5（火祝）・5.6（水振）期間

B�F 食品フロア ガーデンズマルシェ!!

4.14（火）～27（月）期間

ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ（1F）

3日間連続! マルシェポイント10倍
※飲食店･特別催事を除く。

4.24（金）～26（日）期間

10周年マルヤ市 マルシェポイント5倍 4.28（火）開催 〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町６－５ 
TEL.099-813-8108  www.maruya-gardens.com 

10th Anniversary! 

2020 SPRING&SUMMER 
COLLECTION

10thアニバーサリー
キット限定発売！！

「かごしまの乗りもの」
POP UP SHOP

SHOP EVENT

4F D＆DEPARTMENT場所
4.17（金）～5.6（水振）期間 3F ロフト場所

4.24（金）～5.6（水振）
4.25（土）17:30-トークショー

5.16（土）トークショー

期間 7F garden7場所

4.25（土）・26（日）11:00-17:00期間 B1F 特設会場場所

4.28（火）～5.18（月）期間 4F D＆DEPARTMENT場所

入場料:税込1,500円(1ドリンク付)
ご予約・お問合せ：099-222-8746(ガーデンズシネマ)

5.4（月祝）・5(火祝)19:30 ～（開場18:00）日時
RF BLOOM by maruya gardens場所

入場料:税込1,200円（映画鑑賞+1ドリンク・ポップコーン付）
定員：各日100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

※荒天の時は中止の場合あり

協力：ガーデンズシネマ

CINEMA

マルヤガーデンズ１０周年 × 鹿児島ロフト４周年

CAFE & RESTAURANT 期間限定メニュー 4.17(金)～5.6(水振)

25(土)出店店舗 26(日)出店店舗

※価格はすべて税込です

メイン料理 全部盛りランチ
1,320円 〈1日10食限定〉

ルーフガーデンレストラン（7F）
キッシュプレート TEN
1,100円 〈1日6食限定〉

メンチャ（7F）
ホワイトオムカレー
890円 〈1日10食限定〉

カフェノリエム（2F）カフェノリエム（2F）

”一汁三菜のお昼ごはん”の3種類か
ら選べるメインを全部乗せた盛り沢山
プレート。 ※写真はイメージです。

ブランシェで人気のショップ、今話題のショップが大集合。当日はマルシェの他にその場で食べられる飲食ブースもご用意。

長芋のキッシュをメインにサラダ、桃の
スープ、エスカベッシュ、ナスのグラタ
ン、カナッペ、ハム2種類、デザート、
コーヒーの色々な料理を少しずつ味
わえる欲張りなプレート！ 

ココナッツミルク・牛乳など無添加に
こだわり、クミンなどのスパイスでまろ
やかな味の中にスパイシーさをプラ
スしたオリジナルカレー。

にゃーこさんイラスト展
～イラストで振り返るガーデンズシネマの10年～

2010年から2020年まで1年毎にベスト作品をまとめて展示。4/25(土)は
にゃーこさん、奥村美枝さん(シネマトラベラー)ゲストトーク、5月にもゲスト
トークを予定。ガーデンズシネマの10年間の活動を振り返ります。

アダム・サンドラーとドリュー・バリモア主演のせつないロマンティック・ラブストーリーです。
（99分）

4.29（水祝）19:00(上映開始)-21:50（開場18:00）期間
RF BLOOM by maruya gardens場所

10周年パーティー＆
「バーフバリ 王の凱旋」マサラ上映

『50回目のファーストキス』日本語吹替

10周年の感謝を込めてのパーティ。インド料理を楽しみながら
マサラ上映を開催。上映前には歌とダンスのステージも。
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ガーデンズシネマ 10周年記念イベント

D＆DEPARTMENT 10周年記念イベント

アニバーサリー特別企画 ブランシェマーケット開催

ルーフトップシネマ 2020 vol.3
(C)ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

お出汁麺食堂Harada(煮干らぁ麺)
ルプロンドアーカー（ケーキ）
ワダツミ農園（モリンガ茶）
濵田三喜夫商店(菓子・カンパチ加工品)
たるみず畑（ドレッシング・スープ）
Irodori plus（スパイス・真空惣菜）
森のかぞく（惣菜・ジュースなど）
本坊商店（おつまみ・レトルトカレー・焼酎試飲）
野本園（お茶など）

お出汁麺食堂Harada(煮干らぁ麺)
西製茶工場(かき氷・お茶)
ワダツミ農園（モリンガ茶）
濵田三喜夫商店(菓子・カンパチ加工品)
エンジェルカンパニー（ドレッシング・ソースなど）
薬膳小町（薬膳茶・薬膳商品）
森のかぞく（惣菜・ジュースなど）
本坊商店（おつまみ・レトルトカレー・焼酎試飲）

マルヤガーデンズ10周年×鹿児島ロフト４周年イベントと､
鹿児島で愛され続ける乗りものたちがタイアップ!
「かごしま乗りもの大集合!トートバッグ」・「市電/桜島フェリー
マスキングテープ」の会場先行販売や、市電・バスの貴重な車
両部品・フェリー模型の展示など、幅広い年代で楽しめるアイ
テムが揃います。

with 鹿児島市交通局×桜島フェリー×南国交通

©2004 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

※新型コロナウィルス感染症の影響で、予告なくイベント内容を変更する場合が御座います。

10周年を記念し、大人気ブランド『F 
organics』と『to/one』の鹿児島店だけ
のお得なスキンケアキットを各20個限
定で発売いたします。

＜CONVERSE＞のシューズ販売会を開催いた
します。期間中は、2020SPRING＆SUMMER
シーズンの新作が幅広くラインナップ。
中でも、『ALL STAR 100 SPRITLOGO HI』は、
オールスターのアイコンであるチャックテイ
ラーマークやヒールラベルを大胆にアレンジし
た注目モデルです。ぜひこの機会に手に入れ
てください。

コスメキッチンマーケット（1F）

※画像はイメージです。


