NEW SHOP OPEN
無印良品（5F）
1

TEL 099-219-0200

1

2

無印良品の冷凍食品

3

鹿児島初

できたての美味しさをそのままの状態でパックし、食卓へ
届ける冷凍食品のシリーズ。
「素材を生かしたお惣菜」
「世界のごはん・麺」
「日本の飲茶」
「世界の煮込み」
「焼
きたての美味しさ」
「魚のお惣菜」の6つをテーマに、毎
日の食事をおいしくサポートします。

2

1
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刺繍工房

鹿児島初

無印良品の布製品をご購入時に刺繍を入れることがで
きます。ご用意している刺繍パターンは400 種類以上。
オリジナルのイラストを刺繍で入れることもできます。
※1個／500円（税込）
〜

3
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Open MUJI

鹿児島初

各地域を拠点に活躍するクリエイターやデザイナーを招
いたイベントや展示会、無印良品の専門販売員による
ものづくりの背景により深く触れるワークショップなどを
定期的に開催します。※ワークショップなどのイベント
開催については、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、状況を見て開催を判断してまいります。
※画像はイメージです。

RENEWAL OPEN
ラ エフ／パオデロ（2F）
TEL 099-248-7798

ヴァン（4F）

快適なのに
スタイリッシュ。

TEL 099-226-4050

時代を超えて愛される
トラッドスタイル。

着心地の良さと、
さりげなく時代の気分を体
感できるシンプルで洗練された大人スタイル。

1948 年に誕生したVAN。1950 年代よりアメリカンカルチャーを取り入れ、日本にアメリカントラディショナルスタイル
を浸透させました。60 年代には「アイビールック」や「みゆき族」など流行を作り、T.P.O（Time Place Occasion）と
いう言葉で、着こなしや時々のルール等、スタイル全般をイノベーションし、メンズファッションとライフスタイルの文化を
築きました。
トラッドは常に変化し進化していくもの、時代とともに変わりゆくライフスタイルを発信していきます。

仕事をもつ女性たちが、簡単に毎日きれいで
いられる、上質で機能性に優れたマテリアル
を厳選しパンツスタイルにこだわり抜いた、タ
イムレスなデイリースタイルを提案。

Maruya gardens 10th Anniversary Event
SMALL ISLAND STORY 江夏潤一イラスト展

コスモ

宙ガーデンズ

ｰかごしま宙の駅 2020ｰ

日時
日時 9/3（木）
〜18（金）

10：00〜20：00

場所 4Fユナイトメントガーデン
鹿児島を拠点に、全国のファッション
雑誌等で活躍するイラストレーター江
夏潤一氏のイラスト展。４Fに新しく
オープンする「ユナイトメントガーデン」
で、気持ちが和らぐひとときを。期間中
土日は、子供から大人まで楽しめる各
種ワークショップやトークイベントも開催
予定。

9/20（日）
・21（月祝）
10：00〜20：00

初開催

入場無料

カゴシマコーヒー
フェスティバル 2020

初開催

日時 11/7（土）10：00〜18：00

11/8（日）10：00〜17：00

場所 屋上庭園ソラニワ、7F 特設会場

4Fユナイトメントガーデン

場所

屋上庭園ソラニワ
7F 特設会場
4Fユナイトメントガーデン

美味しいコーヒーはもちろん、コーヒー＋αの暮らしの楽しみ方
などを提供するコーヒーイベントを初開催。鹿児島県内のコー
ヒーショップやコーヒーに合うスイーツ、フードなどが勢揃い。

かつて天文台があった街 天文
館 にあるマルヤガーデンズで､
宇宙にまつわる「モノ・コト」
を一
堂に集めたイベントを初開催。
屋上での天体観測や宇宙関連
商品を集めた宙マルシェ等、楽し
く学べて遊べる2日間です。

〒892-0826 鹿児島市呉服町 6-5

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

Autumn
Collection
2020

※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。

Autumn Styling

ギャルリー・ヴィー（1F）
定番のノーカラーコート。
ショート丈で、他に
はない感度の高い絶妙なカラーがオススメ。

コート ¥77,000

素 材で遊 ぶ 秋 の 色 艶 変 化 。

1

ローズ バッド
（1F）

柔らかく保温性があり、チクチク感のない着
心地。ネックラインは1 枚でも着用できる絶
妙なあきで、両サイドのさりげないスリットも
ポイント。

3

テーラードジャケット ¥17,930
重くなりがちな秋冬コーデを人気のシアー素材で
一気に垢抜けた印象に。落ち着いたカラーで大人
の女性も使いやすいアイテム。

ブラウス ¥10,890

ニット ¥30,800

4
フォーティファイブ・アール（1F）
手織りのストール。防寒にはもちろん、
顔周りにプラスして女性らしく華やかな
印象に。

ストール ¥60,500

2

Autumn
Wear
風 合いを愛する大 人アイテム。

1

2

甘すぎない
大 人のマニッシュコーデ。

3

4

Flut ter Colors
光とたわむれ、色とおどる。

毛 皮の美しい艶 感を表現した
ポリエステル 10 0％のファー巾着。

ルートートギャラリー
（2F）

長く付き合える
上質なニット。

テラコッタの格子の中に植物のシルエットが浮き出たデザ

引いて、ぼかして、2 色を重ねて。

常に新たな素材のリサーチを続けるFelisiが、今シーズン

「knit tops coton 」軽くて柔らかい、上質な綿を使用し

しっとりとした質感で瞬く間に叶えるメタリック×グリッター

初めてエコファーを採用し、素材のミックスを楽しみながら

て作ったニット。春先、梅雨の時期、秋口までと、長い期間

花柄のフェミニンなアイテムなので、マニッシュなブルゾン

のダブルエンドチップオンアイシャドウ（全 5 種）

季節感を感じられるバッグを提案。

着用していただくことをイメージし、かたちにしました。

ソフトキップレザーとマッチさせた、上品な質感のエコファー

肩の部分には同じ編み地で作った三角のパッチを施し、
ミ

やシューズで甘くなりすぎないスタイリングを。

スカート ￥57,200／ベルト ¥22,000／シューズ ¥107,800

アイシャドウ ¥3,190

の巾着は、コーディネートに合わせて単体でラフに持っても

しっかりとした打ち込みとコシがありながらも、程良く光沢感

バタークリームのようなこっくりとした質感、まるで無重力の

のあるトラウザーズ。マッキン仕立ての裾がモーニングスト

ような軽やかさ、艶やかな発色でふっくらとソフトな、花びら

ライプの素材と相まってよりメンズライクに。カラーシャツを

のような唇に。
（新色 3 色）

合わせたスタイリングが今年らしい。

使えるバッグ。

リタリー感のあるワンポイントをプラス。
（チャコールグレー、カーキ、
ブラック）

（ブルー、
トルトラ、
ピンク、グリーン）

ニット ¥14,300

マルヤガーデンズカードでうれしい10日間 !

ブラウス ¥25,300
ゆとりのあるサイズでラフ感、抜け
感のあるストレートシルエットのラッ
プ風ロングスカート。

スカート ¥27,500
レザーが折り重なるように足を包
み込む心地よいフィット感。柔らか
なフォルムとユニセックスなデザイ
ンが人気の「NOMAD」

靴 ¥53,900

デンマーク の 靴という意 味をも つ
「dansko」。その履きやすさと高いデザ
イン性から、デイリー使いをはじめとして、
世界中の人から愛されているシューズ。

靴 ¥26,400

バッグ ¥3,960

スタイルカウンシル
（2F）
丸みのあるかわいいフォルムで、
ジッパーを
端まで開けば荷物の出し入れがしやすく、
500mlのペットボトルも入る大きさ。
しっかり
と自立してくれるのもポイント。
（ブラック、グ
リーン、ベージュ）

パンツでもスカートでも合わ
せやすい、軽くて丈 夫な
ジャケット。

ジャケット ¥36,300
コットン素材で着心地がよ
く、程良い艶感のある女性
らしい1 枚。

シャツ ¥20,900

バッグ ¥18,700

ハンドバッグ ¥75,900

国内染色厚口ホースレザーで、使っていくう
ちにツヤ感が増し、柔らかく手触りのよい風
合いが楽しめます。20L 収納可能でありな
がら、900ｇと軽量。
（ブラック）

リップグロス ¥2,750

マーガレット・ハウエル
（1F）

上品なフォルムを存分に活かしたミニマルなデザ
イン。小さいながらも必要な物はしっかり収納でき
る。
ショルダー付きでパーティーシーンにも合う
2Way 仕様。
（オレンジ、
べージュ、
ピンク、
ブラック、
ブルー、
シルバー）

クラスカ
ギャラリー＆ショップ ドー
（2F）

ハリス／トリッペン（2F）
ゆったりとしたバランスのスリーブ
コンシャスなプルオーバー。袖下の
紐で袖丈のアレンジが楽しめる。

グッデイ（7F）

インを張りのあるコットンリネン素材にプリントしたスカート。

パンツ ￥53,900
シャツ ¥24,200
スカーフ ¥9,350

チェック柄のテーラードジャケット。甘めコーデに合わせるの
がオススメ。ダブルボタンのデザインで今年トレンドワードのク
ラシカルなイメージに。

コスメキッチン
マーケット（1F）

9/18（金） 9/27（日）

フェリージ
（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。

クラスカ
ギャラリー＆ショップ ドー
（2F）

〈ユニセックス〉
リュック（M）¥35,200

（L）¥41,800
※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10日間 !

9/18（金） 9/27（日）

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
Wear

Autumn
Wear

WO M EN

ヴァン（4F）

アメフトやカレッジなど60〜70 年代から受け
継がれてきたモチーフをイメージソースに様々
なアイテムをリリース。

スコティッシュウォーカー ¥35,200
シャツ ¥13,200
パンツ ¥17,600
スタジャン ¥24,200
キャップ ¥9,680
長財布 ¥13,200
二つ折り財布 ¥10,780

M EN

柔らかく温かく
纏えば秋心地。

ホコモモラの秋冬テーマ EL MUNDO AL REVES ｰ逆さまの世界ｰ 全
てが逆さまの不思議な世界をオリジナルのファブリックやクラフトで表現。
地球儀を同色刺繍で表現したスカートをメインにライナー付き刺繍入りの
ナイロンコートを合わせたコーディネート。

機能性と着心地を兼ね備えたパンツに、スウェット感覚で着ら
れるニットとチュニックブラウスを合わせたレイヤードスタイルが
オススメ。ニットは環境に配慮されたリサイクル原料を使用。

ラ エフ／パオデロ（2F）

ニット ¥18,700 ／ブラウス ¥20,900
パンツ ¥19,800

こだわり素材で
秋の装い。

コート ¥36,300 ／ニット ¥17,380 ／スカート ¥20,900
ネックレス ¥7,590 ／タイツ ¥5,390 ／靴 ¥15,180

ホコモモラ（2F）

綿 100% のシャツは肌触りよく着心
地抜群。バンドカラーでコーディネート
の幅も広がる。

ワーク ノット ワーク
アーバンリサーチ（1F）

シャツ ¥23,980

ラ エフ／パオデロ（2F）

女性らしいスタンドカラーネックのブラ
ウスにマニッシュなテーパードパンツを
合わせるコーディネートがオススメ。

チェックブラウス ¥19,800
パンツ ¥22,000

ワーク ノット ワーク
アーバンリサーチ（1F）

ブラウス ¥18,150

ワンピース ¥36,080

Wrangler × BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS
との別注アイテム。コーデュロイのセットアップ。
パンツはフレアとスリットで美脚効果の高いシルエット。

ビューティ&ユース
ユナイテッドアローズ（1F）

フード収納のスタンドカラーで、生地には適度な光沢
とハリ感のある高密度ポリエステルのブロークンツイ
ル、中綿は保温機能のあるサーモライトを使用。機能
性とデザイン性に富んだアウター。

秋冬限定プリントを含む華やかなリバティプリ
ントブラウス。それぞれのカラーに合わせたグロ
グランリボンを後ろの襟ぐりで結ぶデザイン。

シャンブルドニーム（2F）

特徴的なカラーとアシンメトリーな前たて
が珍しいワンピース。透け感が無く1 枚で
も着られる。両サイドの腰ポケットも嬉しい
ポイント。

アヴィレックス（4F）

ジャケット
〈メンズ〉¥29,480 ／〈ウィメンズ〉¥28,380

シャツ ¥19,800
パンツ ¥16,500

ふんわりとしたボリュームの袖が
特徴のタックスリーブトップス。
デニム合わせがカッコイイ。

サーリィ
（2F）

トップス ¥19,800

ビューティ&ユース
ユナイテッドアローズ（1F）

サイドジップパーカーとミディタイトス
カート。セットアップで秋もクールに。

パーカー ¥27,500
スカート ¥14,080

ラコステ（2F）

コットンとウールの混紡素材で織り上げた
「BIG MAC」の別注シャツ。
トラディショナル
で品のあるチェックを採用した一枚。

シャツ ¥15,400

人類初の月面着陸を果たしたニール・アームストロング船
長をオマージュし、宇宙船をタウンユースに落としたダウン
ジャケット。ダウンをふんだんに使用しボリューム感抜群。

アヴィレックス（4F）

ジャケット ¥52,800

年齢やシーンを問わず長く愛され続ける定番のポロシャツ。
日本製なので素材や縫製の良さが実感でき、ギフトにも
最適。

軽量で、撥水性を兼ね備えたスタンドカラージャケット。
極細の綿糸を限界の密度で織り上げたコットンサテン素
材を使用。
（ホワイト、ブラック、ベージュ）

ポロシャツ ¥15,400

ジャケット ¥28,600

フリーダム
スタンダード ストア（4F）

リサイクル素材 100％の防水性、透湿性に優れた
パタゴニアトレントシェル ジャケット。
肌寒い時期の羽織にも。
〈ユニセックス〉ジャケット

¥22,000

世界のストリートで愛されるオールスタンダードとし
て定着したワークパンツ。着こなしの幅が広く、男
女問わずコーディネートを楽しめる。

ディッキーズ（4F）

〈ユニセックス〉

ワークパンツ ¥6,600

※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10日間 !

9/18（金） 9/27（日）

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。

マルヤガーデンズカードでうれしい10日間 !

9/18（金） 9/27（日）

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。

g
n
ivi
L Tools

Fashion Goods

温かみあるアイテムで彩るおうち時 間 。

秋を感じるクラシカルアイテム。

パティオ（4F）
重厚感のある佇まいのスタンドとゴール
ドに輝くフィルターが魅力のブリュー
ワースタンドセット。

エテ（1F）
くるくると渦を巻いた形状が特徴的な
ループイヤリング。霞がかかったような
ほんのり白いミストピンクゴールドが優
しく肌に馴染む。取り外しできるチャー
ムと、オリジナルジュエリーポーチ付
き。
（SV925＋ミストピンクゴールド/
プラチナコーティング、淡水パール、
水晶）
100 年以上の歴史を持つブランド「MASUNAGA」のコンビ
ネーションフレーム。
シンプルでクラシカルなフレームは秋のクラ
シックな装いのアクセントに。

ディーアイ カゴシマ（4F）

ブルーム（1F）
アンティーク調のデザインが秋の装
いにピッタリ。鮮やかな虹色が胸元
で幻想的に輝くネックレス。
（K10 イ
エローゴールド／オパール）

クラスカ
ギャラリー＆ショップ ドー（2F）

職人の手でひとつひとつ丁寧に作られたアルミ
ニウムへら絞りのシェード。木と真鍮パーツがシ
ンプルなデザインのアクセントに。
（ホワイト、グレー、イエロー、スカイブルー）

アトリエランプ ¥19,800

セラミック製の臼を使用。摩擦熱が発
生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダ
メージを防ぐコーヒーミル。

コーヒーミル ¥3,850
天然木の持ち手が優しく可愛らしい両
手鍋。陶器ならではの遠赤外線と保温
効果がうれしい。

ネックレス〈右〉¥19,800
〈左〉¥33,000

秋限定ループイヤリング
About Moon （数量限定）
¥19,800

コーヒーブリューワー ¥16,500

鍋 ¥8,250

メガネ〈上〉¥41,800 ／〈下〉¥40,700
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）

独創的な世界観を持ちながら、年齢・
性 別 問 わ ず 普 段 使 いで 楽しめる
「COMME des GARCONS」の パル
ファム。
（7 種類）

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。

パルファム ¥10,450〜

靴下 ¥1,100

ジュンク堂書店（6F）
秋の料理書フェア開催中。
この秋きっと作りたくなる、見て楽しい
おいしいレシピを集めました。

本〈左〉¥2,200 ／〈中〉¥1,650
〈右〉¥1,100

オンタイム 鹿児島ロフト店
（3F）
ZEPPELIN 100 周年記念モデル。
メタリックグリーンの文字盤が珍しいク
ラシカルな腕時計。

大人気のGゼロシリーズから
重さわずか95ｇのミニボトルが新登場。
容量 200mL。

腕時計 ¥62,700

ボトル〈左〉¥1,980

Kids

Beauty

パーソナルスペースを潤す、充電タイプの
加湿器。化粧水を入れてフェイシャルミスト
としても使用可能。

加湿器〈右〉¥1,958

ディアンドデパートメント
カゴシマ バイマルヤ
（4F）

キレイに爽やかに整える。

経年変化によって味わいが増し、より愛着をもって長く使える
竹籠は、秋のレジャーにはもちろん、部屋の収納にもオススメ。
9/22までNIPPON VISION MARKET｢鹿児島の竹細工｣
で種類豊富にご紹介。

竹籠 ¥6,400〜
ココナッツ活性炭と火山灰のチカラで微細な汚れ
も吸着する「2chic チャコール＆アッシュ」
シリーズ
が新発売。
レモン、ライム、ペパーミントなどをブレン
ドした爽やかな香り。

パーフェクトワン（2F）
光の反射で気になるところをカバーしながら
うるおうツヤ肌へ。※無くなり次第終了

プチバトーブティック（2F）

ロフト（3F）

コスメキッチン
マーケット（1F）

エッセンスジェルファンデーション
SPF20 PA++（数量限定）¥4,620

シャンプー（250mL）¥2,640
コンディショナー（250mL）¥2,640

今シーズントレンドの色が変わるスパンコー
ルプルオーバーに、季節の変わり目にサッと
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。

〈GIRL〉

カーディガン ￥7,150〜
長袖プルオーバー ￥7,700〜
スカート ￥7,700〜

スタイルカウンシル
（2F）

オールシーズン着用可能なストレッチデニム
で動きやすさも◎。様々なシーンで大活躍 !

ヴィンテージな雰囲気が漂うコンパクトサイズ
のドレッサーとスツールのセット。机の中にス
プレー缶やボトルなども収納可能。天板を閉
じればデスクとしても使用できます。
ドレッサー：W58×D40×H71.5（cm）
スツール：W32×D32×H41.5（cm）

〈BOY〉

長袖プルオーバー ￥6,600〜
スウェットパンツ ￥7,700〜
長袖Ｔシャツ ￥3,300〜
コットンデニムパンツ ￥6,600〜
デニムパンツ ￥6,600〜
〈ユニセックス〉

ナイロンベスト ￥15,400〜

ドレッサー＆スツール ¥21,780

デンタルセレクトショップ
スマイリーズ（4F）
歯 科 医の指 導・監 督のもと製 造されたス
ウェーデン生まれの歯ブラシ。竹材の持ち手
で、環境に優しい歯ブラシとしても流行中。

歯ブラシ ¥693

お口の汚れが目で見てわかる新 感 覚マウス
ウォッシュ。汚れが見える衝撃とスッキリ爽快な
使い心地がクセになる。

折りたたみ可能な低めの三脚スツール。座
面に使用した厚みのあるヌメ革は色味や質
感の経年変化を楽しめます。付属のキャンバ
スバッグに入れてお出かけにも◎。
（キャンバスバッグ付）

さわやかな秋のはじまりに、陽の光を浴びてティータイム。
心地よい秋に日常の器選びを楽しんでみて下さい。

洗口液（600mL）¥1,056
洗口液（12mL） ¥57
ハサミ バイ ヤク（2F）

ポット ¥3,850 ／湯飲み ¥1,100
皿 ¥2,750

チェア ¥27,500
※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10日間 !

9/18（金） 9/27（日）

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。

マルヤガーデンズカードでうれしい10日間 !

9/18（金） 9/27（日）

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。

