
W I N T E R  C O L L E C T I O N  2 0 2 0

〒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  G I F T  2 0 2 0

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）

ボアうさぎ ¥8,800
ボアベビーキャップ
＆シューズ ¥5,500

可愛い耳のついたベビーキャップ
とシューズのセット。うさぎは、尾尻
を引っ張るとオルゴールに。

みんなと彩るクリスマス

※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。

フレグランスランプ ¥5,940
オイル ¥3,300

心地よい香りと共に空気中のバクテリアを除菌・消臭。
ランプボトルは全て職人が手づくりしているため、世界に
一つだけしかない自分だけのランプボトルが見つかります。

パティオ（4F）

骨伝導イヤホン
BoCo PEACE TW-1

¥21,780

骨を通じて音を聴くことに
より、鼓膜の負担を抑え
つつ、周囲の音を取り入
れられます。耳を挟み込む
イヤカフ構造でジョギング
などのアクティブシーンに
もオススメ。

ロフト（3F）

ジュンク堂書店（6F）

クリスマス物語集 ¥1,540
クリスマスの まえのよる ¥3,300
しんせつなともだち ¥990

温かな気持ちにさせてくれるクリス
マスプレゼントにオススメの絵本。

ゴブレットグラス ¥2,530

イタリア・フィレンツェでつくられた伝
統的な形のゴブレット。ワインのほか、
ビールやカクテルにもおすすめ。

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）

ソックス 3足¥1,100

ふわふわで暖かいプレゼントにも
オススメの冬物の靴下。

ポット ¥3,960 ／湯のみ ￥1,760

キレイな色の使いやすい茶器で、
ほっこりおうち時間が過ごせます。

靴下 ¥1,430

オーガニックコットンの履くタオル。
タオルのような吸水力で足の蒸れを
軽減します。

ハサミ バイ ヤク
（2F）

ジェルネイル ¥5,500～
クリスマスに合わせて指先を華やかに。

カラーリング ¥1,100
自分でマニキュアが上手くぬれない方にオススメ。ネイルズユニークLA

鹿児島ロフト店（3F）

クリスマスリース ¥3,000～

ご希望の色あい、大きさで自分好みの
リースをオーダーできます。

エムスタイル（1F）

ヘアサロン 
ハナハナプラス（4F）

シャンプー&トリートメント 
¥7,040

髪質に合わせて3タイプから選べ
て、洗うたびに髪がキレイになるシャ
ンプー＆トリートメント。これからの季
節にピッタリな髪質改善アイテム。

ヘアオイル ¥3,520

今までにない輝きとまとまりを与えて
くれるヘアオイル。一度使うと手放
せない新しいアイテム。

電動歯ブラシ ¥1,079
専用替えブラシ〈2本入〉 ¥418

2分間で自動停止する安全設計で、携帯に便利なサイズ
の電動歯ブラシ。毎分約22,000回の音波振動でしっか
り磨けます。（ゴールド、ホワイト、ピンク、ミルキーブルー）

砂糖不使用スイーツ 
〈パック〉¥1,450～
〈バラ〉¥220～

砂糖不使用で虫歯になりにくいキャンディとキャラメル。
グルテンフリーで、血糖値も上げにくいスイーツです。

デンタルセレクトショップ 
スマイリーズ（4F）

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

大切な人と味わいたい期間限定メニューが登場!

カフェ ノリエム（2F）

栗とヘーゼルナッツの
クグロフ ¥880
栗やヘーゼルナッツアーモンドが
こっくりとしたスペシャルケーキ。

人気の4種類のクラフトビールから乾杯！
前菜はズワイ蟹とアボカドのタルタル仕
立て、ウニのクリームパスタ、海老とホタ
テのズッキーニ包み・サフランソースかけ、
黒毛和牛リブロース、スイーツをご用意。
生ビール、ワイン、カクテルなど嬉しい
2時間飲み放題付き。

ルーフガーデンレストラン（7F）

Xmasディナー
お一人様 ¥6,800
期間：12/23（水）～25（金）
時間：18：00～22：00（19：30LO）
予約TEL：099-295-4780
※2日前まで要予約

コスメキッチン
マーケット（1F）

ボディスクラブ ¥2,860

「giovanni」のボディスクラブシリーズに
日本限定の「スイートラズベリー」が登場。
ベリーの甘い香りに包まれながら不要な
角質をオフ。しっとりとなめらかな肌に。

パーフェクトワン（2F）

スキンケアコフレ ¥7,260

ハリと潤いをサポートする人気の美容
液「SPクリアエッセンス」が今年もホ
リデイ限定セットで登場。高保湿の
「スーパーモイスチャージェル」と、オー
ルインワンタイプの「クレンジングリキッ
ド」のミニサイズをセット。
※なくなり次第終了。

名作とクール・ジャズをお楽しみください
大人のためのクリスマス

フェデリコ・
フェリーニ映画祭
「道」「甘い生活」ほか
代表作6作品。

11.29（日）～12.27（日）

ジャズの帝王の素顔に迫る。

 マイルス・デイヴィス 
クールの誕生

12.16（水）～27（日）

Presents

12.24・25はカップルの方お二人で2,400円

ガーデンズシネマ（7Ｆ）

クリスマスギフトパンフレット／外面　サイズ：A2（2回折 A4仕上げ）



大
切な人へ贈りたい、ずっと愛せ

るア
イテ
ム

エテ（1F）

リング（2本セット） 各¥19,800

2020年のセットリングは新形状の“パズル
リング” 2連リングにナチュラルストーンをあしらった
リングをパズルのようにセットして、間隔の空いたレイヤード
スタイルに。別々の指に着けるとまた違うスタイリングが楽しめる。
数量限定の専用BOX付き。（SV925+YGコーティング／SV925+MPG
コーティング／グリーンクォーツ／キュービックジルコニア／ローズクォーツ／
ダイヤモンド）

ブルーム（1F）

ネックレス〈右〉  ¥30,800

馬蹄モチーフは舞い込んできた幸運を受け止め、
幸せをもたらしてくれるといわれています。シーンを
選ばず長く使えるデザイン。
（K10ピンクゴールド／ダイヤモンド）

ネックレス〈左〉  ¥44,000

上品さと品格を備えたワンランク上のプラチナ
ジュエリー。凛とした輝きが上品で洗練された
雰囲気に。（Pｔ850 ／ダイヤモンド〈ラウン
ドブリリアントカット／鑑別カード付き〉）

※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。

オンタイム
鹿児島ロフト店
（3F）

腕時計 各¥18,700

組み合わせ自由で自分好
みの腕時計が見つかる
「CHRISTIAN PAUL」人
気のマーブル文字盤にメッ
シュベルトでシンプルに。

グラスホルダー ¥27,830

オフホワイトのイタリアンレザーを使用したグラ
スホルダーは冬のシンプルな装いのアクサセ
リーとしてもオススメ。

サングラス ¥39,600

太めで存在感のある「OLIVER PEOPLES」
のサングラスは薄めカラーレンズで抜け感を出
し、冬のファッションに程よくボリューム感を与
えてくれます。

マーガレット・ハウエル（1F）

ニットキャップ ¥17,600
マフラー ¥20,900
グローブ¥16,500

プレゼントに最適なカシミヤのアク
セサリーシリーズ。柔らかさと膨らみ
のある上質なカシミヤ100％の素
材を使用。（ブラック、ブラウン、ライ
ムストーン）

ディッキーズ（4F）

874ワークパンツ ¥6,600

シルエットはベーシックなストレー
ト。50年以上変わらないシルエッ
トが世界中の人々から愛されてい
るパンツ。

2 0 2 0

〈右上〉カードケース ¥19,800

フェリージ（1F）

2ｃｍのマチでカードがたくさん入るカードケース。
内側には分けて収納出来るポケット付き。

〈下〉ミニ財布 ¥35,200

片手に収まるサイズ感のミニ財布。内側にキーチェー
ンが付いているのでバッグやベルトループなどに繋げ
て安心してお持ちいただけます。

フォーティファイブ・アール（1F）

ポンチョ ¥96,800

ウエスタン調のビーズやモチーフをあし
らったシルクカシミヤのポンチョ。手仕
事による温もりも感じられるアイテム。

ネックレス ¥8,250 ／イヤリング・ピアス ¥7,700

画家、城戸真亜子さんのデザインをもとに、ガラス職人がひとつひとつ
手作りで作ったガラスのアクセサリー。

シャンブルドニーム（2F）

シャツ ¥12,980

「DANTON」定番人気のプ
ルオーバーシャツ。クラシカル
な丸襟と両サイドに配された
ポケットが特徴。

フリーダム 
スタンダード ストア（4F）

財布 ¥10,670～

性別や年齢を問わず使える
「COMME des GARCONS」
のウォレット。L字ウォレットはコン
パクトながらカードや二つ折りの
お札などがしっかり入る。最小限
の持ち物で、キャッシュレス派の
方にもオススメ。

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）

ストール ¥33,000

人気の「Johnstons」が今シーズンの
カラーで登場。シックな大人チェック柄
が魅力のカシミヤ×ウールのストール。

ダウンジャケット ¥52,800

取り外し可能なエコファーとキルト
デザインがポイント。

グローブ ¥8,250

花の刺繍が印象的なデザイングローブ。
手首のボア切り替えがウォーム感を演
出。手袋をつけたままスマートフォン操作
可能。

ホコモモラ（2F）

ラ エフ／パオデロ
（2F）

コート ¥53,900

上質な光沢感に加え、
特殊な起毛加工を施し
たこだわりのウール素材
のコート。長く愛用できる
シンプルなデザイン。

ネクタイ ¥11,000
ネクタイピン ¥3,850

生地から縫製まで全て日本製のネクタイ。
VANエンブレムをミニサイズで織り上げ
たデザインはブレザーにも合わせやすい。

ヴァン（4F）

ディーアイ カゴシマ（4F）

ニット ¥21,780

後ろ身頃にたっぷり分量を持たせた
ハイネックニット。素材の良さを活か
すため、余分なデザインはそぎ落と
し、リラックス感のあるシルエットに。

ワーク ノット ワーク 
アーバンリサーチ（1F）

ラコステ（2F）
ニット ¥26,400

身頃の左右をフラットとケーブル
編みで切り替え、ひねりの効いた
デザインが際立つ、ユニセックス
のVネックセーター。

ブーツ ¥53,900

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」。
（ブラック、キャメル）

ハリス／トリッペン（2F）

パーカージャケット ¥37,400

ブーツ ¥24,200

汚し加工でヴィンテージ感を出したエコレザーエナメルブーツ。
（24.5cmのみ）

ハイブリッドボンバーヒートで軽くて暖かいパーカージャケット。
トレンドのスウェットパンツを合わせたリラックスコーデがオススメ。

サーリィ（2F）

グレースコンチネンタル（1F）

コート ¥25,300

様々なフェイクファーを使用した、1枚で様になるパッチ
ワークコート。ノーカラーのアイテムはハイネックニットや
ボータイブラウスで胸元を華やかに。

ローズ バッド（1F）

スタイルカウンシル（2F）

スリッパ（屋外用） ¥4,180

靴屋さんが1足ずつ靴型を使って
丁寧につくったスリッパ「room’s」の
外履き。しっかりとしたフォルムと
しっとりとした履き心地。  
（M 22.5～24.5ｃｍ／L 25～27cm）

スタイルカウンシル
（2F） ショルダーバッグ ¥15,400

どんなファッションにもマッチする小さ
めのショルダーバッグ。経年変化がわ
かりやすい革としてレザー好きの方に
人気の高級感あるヌメ革を使用。

ピアス・イヤリング ¥15,400～

作家の石渡明子さんが、ひと針ずつ丁寧
な手刺繍で作るジュエリー。京都の金銀
糸や絹糸など上質な糸を使い、パールや
天然石を縫い込んだ、ピアス・イヤリング。

クラスカ 
ギャラリー＆ショップ ドー（2F）

アヴィレックス（4F）

レザージャケット
〈メンズ〉 ¥81,400 ／〈レディス〉¥75,900

革の風合いがでやすいベジタブル鞣しの羊革を使用。
“TOP GUN”をモチーフにデザインしたジャケットは、軽く
て羽織り心地も◎。

ラコステ（2F）
バッグ ¥28,600

スポーティながらも高級感あふれる
「LACOSTE」ならではの佇まいのバッ
グ。チェーンストラップは長さが調節で
きる。（牛革／ 18×13×6cm）

プルオーバー ¥14,300

大人気の起毛シリーズが新しいデ
ザインになって新登場。暖かくて着
心地の良いプルオーバー。

ガウンジャケット ¥39,600

上品なアイボリーで顔写り抜群の
ウール100％ジャケット。

グッデイ（7F）

無印良品（5F）

おでこのチクチクを抑えた
リブ編み洗えるワッチ ¥1,990

おでこの周辺に綿を使用し、チクチクを抑えました。
洗濯機で手軽に洗えます。オーガニックコットン使用。

再生カシミヤ混大判ストール ¥4,990

紡績の途中で落ちるカシミヤ原料を再利用したストー
ル。空気を含んだ軽い糸を紡いで出来ているのでふ
んわり、やわらか。

ストール ￥28,600

定番カシミヤ100％のオリジナルストール。
柔らかな風合いでコーディネートにも溶け込
むニュアンスカラーが楽しめる。

ギャルリー・ヴィー（1F）

コート ¥63,800

ふんわりとした温かみのあ
る風合いが魅力のボアブ
ルゾン。ドロップショルダー
のオーバーバランスのシル
エットは、どんなスタイルに
も合わせやすい。

クリスマスギフトパンフレット／中面　サイズ：A2（2回折 A4仕上げ）




