4/16fri〜 5/9sun

マルヤガーデンズ11周年×鹿児島ロフト5周年
「かごしまの乗りもの」
POP UP SHOP

4/16（金）〜5/9（日）

場所

日時

4/17（土）
・18( 日 )
10:00 〜 16:00

3F ロフト

れ続ける乗りものたちがタイアップ！会場先行販売のグッズや、肥薩おれ

んじ鉄道の貴重な車両部品の展示など、幅広い年代で楽しめるアイテム
が揃います。

『私がクマにキレた理由(わけ)』

Ro o f to p
Ci n em a
2 0 2 1 vol.4

5/4（火祝）
・5( 水祝 )19:30 〜（開場 18:00）

場所 RF BLOOM by maruya gardens ※荒天の時は中止の場合あり

地紅茶のマーケット。地紅茶を使用した
会場限定スイーツも販売します。

B�F / 食品フロア

Sweets Café otto

OFFJI

17

18

のみ

cafe K

スミレ焼菓子店

ワークショップ

のみ

ねじめ茶寮

種

こどものためのおんがくじかん

わらべうたやリズム遊び、音楽絵本など、
親子で楽しむおんがくあそびのワークショップ。
講師：LAG BAG MUSiC TOGO上山紘子

17

17

のみ

KIKI BAKE STAND

18

のみ

のみ

おやつ屋AHAHA.

Suginoya

薩摩英国館ティーワールド

ラトゥリエドゥパリジャン

ルーフガーデンレストラン

18

Lune

てぬか

のみ

マイティワークス 3days pop up shop
「ナチュラルライフをテーマに自然体の心地良さを。」

鹿屋市の隠れ家的セレクトショップ
期間

将来が見通せないまま大学を卒業したアニーは、ひょんなことからマンハッタ
ンに住む超セレブ一家のベビーシッターをすることに。そんなある日、
クマの
ぬいぐるみに監視カメラが仕込まれていることを知ったアニーは…。
それぞれ
の自分探しと恋模様を描くスカーレット・ヨハンセン主演のロマンティック・コ
メディ。

Ⓒ2007 The Weinstein Company, LLC. All rights reserved.

のみ

TOFU STAND

県内の菓子工房・カフェのおやつと

入場料:税込1,000円（映画鑑賞+1ドリンク）
定員：各日100名様
（当日ご来場順）
※事前予約不可 ※飲食物持込み不可
お問合せ：099-813-8102(マルヤガーデンズ)
協力：ガーデンズシネマ

上映時間106分〈日本語吹き替え版〉

計1 6 店舗

18

日時：4/17㈯・18㈰13:00〜(約30分)
会場：7F 屋上庭園ソラニワ
定員：各回親子８組（０歳〜小学生）
参加費：無料
予約優先：099-813-8102(マルヤガーデンズ )

ルーフトップシネマ 2021 vol.4

〈出店店舗〉

Veda Sultenfuss

場所 7F 屋上庭園ソラニワ

マルヤガーデンズ11周年×鹿児島ロフト5周年イベントと、鹿児島で愛さ

日時

Gardens TEA party
『 お茶とおやつ』
うららかな春の日差しの下、
素敵な休日を

with
肥薩おれんじ鉄道・南国交通・
鹿児島市交通局・鹿児島市船舶局
期間

11th Anniversary!

4/23（金）〜25（日）場所 2F 特設会場（カフェノリエム横）

税抜10,000円以上お買い上げの先着5名様に
コンバーススケートボーディングのバンダナをプレゼント

〈取扱ブランド〉ハリウッドランチマーケット、
オアスロウ、
ラベンハム、
ルミノア、
アッパーハイツ、
レッドカード、
ジョンブル、
デニムダンガリー、
ゴートゥハリウッド、
ファビオルスコーニ、
コルソローマ９、
ダニエルアンドボブ、
スミカネコ、
イッタラ×ミナペルホネン

11周年特別企画！飲食店昼飲みセット
『昼からビール』4/16( 金 )〜 5/9(日)

B1F ブランシェ
〜かごしま まちの駅〜

※価格はすべて税込

焼菓子フェス
日時

4/21（水）

〜無くなり次第終了

かこの小包(4/23）
hoshikuzu（4/24・30） スミレ焼菓子店(4/25・5/2）
ブランシェおなじみのお店や
新店舗の人気焼菓子をご用意。
レジェブルー、パリジャン、麻ごころ、
ルプロンドアーカー、
ミニョン
1 1 周 年 限 定 の 焼 菓 子 やギフト 〈その他〉
店舗により販売日・販売内容が異なります。詳しくは店頭までお問い合わせください。
ボックスも登場！！
お問い合わせ： 099-248-8881(ブランシェ )

6 日間連続 ! マルシェポイント5 倍

期間

※飲食店･特別催事を除く。

4/20（火）〜25（日）

カフェノリエム（2F）

ちょうちょ家（B1F）

昼からだれやめセット

1,000円（提供時間 10:30-19:00）

人気のえび南蛮、日替わり小鉢など
にお好きなアルコール2杯付

アルコール＋おつまみ盛り
1,100円（提供時間 15:00-19:00）
お好きなアルコール1杯とアルコール
に合うおつまみワンプレートセット

ルーフガーデンレストラン（7F）

クラフトビール+おつまみセット
1,000円（提供時間 14:30-19:30）

お好きなクラフトビール1杯と選べる
おつまみ1品セット

SHOP EVENT

YARDBIRDS

ポイントアップキャンペーン

フェリージ
（1F）

11周年

Wポイント・ノベルティフェア

4/17（土）~4/25（日）

お買い上いただいたお客様へメンバーズのポイント2倍とノベルティをプレ
ゼント。※ノベルティは無くなり次第終了

コスメキッチンマーケット
（1F）

5/1
（土）~5/５
（水祝）

11周年！サンプル11点セットプレゼント

税抜7,000円以上お買い上げで、
サンプル11点セットプレゼント。

ブルーム
（1F）

Special Collection

4/16（金）~5/9
（日）

サービスカウンター
（1F）

4/16（金）~４/25（日）

クリーニング＆お直し ポイント10倍キャンペーン

クリーニングとお洋服のお直しの受付をいただくと、
メンバーズポイント10
倍プレゼント。

ルートートギャラリー
（2F）

11周年オリジナルバッグ販売

特別セット

4/16（金)~無くなり次第終了

ハリと潤いをサポートする人気の美容液SPクリアエッセンスと、お好きな美
容液ジェルの特別セットを50セット限定販売。

ホコモモラ
（2F）

4/16（金）~5/９
（日）

マルホコ抽選会

税込30,000円以上お買い上げいただいたお客様へ空くじなしの抽選会へ
ご参加いただけます。

ラ エフ／パオデロ
（2F）

4/16（金）
~無くなり次第終了

11周年アニバーサリーフェア

ラコステ
（2F）

4/16（金）~5/９
（日）

ルートートギャラリーマルヤガーデンズ店オリジナルバッグを20個限定販売。

4/29（木祝）~5/9
（日）

税抜15,000円以上お買い上げで、
ラコステオリジナルノベルティプレゼント。

ハリス／トリッペン
（2F）

11周年アニバーサリー感謝祭

4/16(金）~4/30（金）

お買い上いただいたお客様へ、5月よりご利用いただける1,000円クーポン
券プレゼント。

スタイルカウンシル（2F） 4/16（金)~無くなり次第終了

ノベルティプレゼント

ハサミ バイ ヤク
（2F）

アンバレンタイン商 品をお 買 い 上 い
ただいたお 客様へオリジナルノベル
ティプレゼント。

ディーアイ カゴシマ
（4F）
（4F）
4/16（金）~5/9
（日） パティオ

シャンブルドニーム
（2F）

4/16（金）~無くなり次第終了

おうち時間を楽しもうハーブの種プレゼント

11th Anniversary

税込15,000円以上お買い上げいただいたお客様へノベルティプレゼント。

税込3,300円以上お買い上げいただいたお客様へハーブの種をプレゼント。

プティパ（2F）

ジュンク堂書店（6F）

期間限定商品

4/16(金）~無くなり次第終了

お家でゆったり過ごせるリラクシングパンツ税込1,100円にてご提供。

ネイルズユニーク LA（3F）

4/16（金）~5/９
（日）

キッズネイルコース

キッズ用水性マニキュア+ネイルアートを税込1,100円にてご提供。

ヴァン
（4F）

選べるノベルティプレゼント

ノベルティプレゼント

5/1
（土）~無くなり次第終了

商品をお買い上げのお客様へステッカープレゼント。

税込15,000円以上お買い上げいただいたお客さまへ靴下をプレゼント。

〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町６−５ TEL.099-813-8108 www.maruya-gardens.com
※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。

4/24（土）~5/9
（日）

オーガニックコットンのガラ紡を中心に、
インドやタイの手紡ぎの糸など、
生活の
中に溶け込み側に置いて気持ちのよいものや人の手を感じられるものをご提案。

肉の池澤（B1F）
4/20(火）~4/25（日）
ヤブサメファーム健康赤たまご１パックプレゼント

4/16（金）~5/9
（日） 対面コーナー税込2,000円以上お買い上げで赤たまご１パックプレゼ

税込11,000円以上お買い上げのお客様へVANオリジナルのコースターまた
はブレスレットのいずれかをプレゼント。

ディッキーズ（4F）

丸善ジュンク堂書店のポイントカードhontoカードのポイントが5倍。

SUNO&Morrison展

店内一部セール

4/23（金）~4/25（日）

hontoポイント５倍キャンペーン

（7F）
4/29（木祝）~５/９
（日） グッデイ

サーリィ
（2F）

対象商品が20％〜30％オフ。

税込22,000円以上お買い上げのお客さまへノベルティプレゼント。

GWキャンペーン

ダイヤモンドジュエリーシリーズを特別プライスにてご提供。

ANNE ET Valentin
７days

クラスカ
ギャラリー＆ショップ ドー（2F）

（2F）
4/29（木祝）~5/5
（水祝） パーフェクトワン

ROSE BUDポイントが期間限定で２倍に！
（当日新規入会も対象）

4/29（木祝）~5/5
（水祝）
D-Eye Kagoshima
10thAnniversary

石川県金沢市にてひとつひとつ
丁寧に制作された腕時計ブラン
ドC-Brainフェアを開催。お好き
なカラーの文字盤やベルトを選
び自分だけの腕時計へカスタマ
イズしていただけます。

ディ&デパートメント カゴシマ（4F）

鹿児島のイラストレーター江夏潤一さ
んと833 by yakのコラボ商品。江夏さ
んのほっこりする絵の世界から飛び
出して来たプレートとマグカップ。毎日
がちょっとhappyになるオリジナルギ
フトセットを販売します。
（限定50セット/税込5,500円）

無印良品（5F）

C-Brain fair

マルヤガーデンズとD&DEPARTMENT
ナガオカケンメイ氏の11年の関わりを開
業前までさかのぼり、展示でご紹介。
（当
時の資料など）

11周年アニバーサリー
オリジナルマグ&トレイ

税込1,100円以上お買上でのお客様
先着111名様へプレゼント

4/23（金）~5/16（日）

マルヤガーデンズと
D&DEPARTMENT
「アーカイブ展」

5/1
（土）~

オリジナルマイバッグプレゼント

年齢・性別にとらわれず、
トレンドとスタンダートのMIXを自分らしく表現して
楽しむ。
そんな経験豊かな大人達も心地よく感じる空間に、遊び心あふれる服
や雑貨を国内外から集め“ジャンルレス”“タイムレス”をKeywordにご提案。

4/16(金）~5/9
（日）

ローズ バッド
（1F）

4/16（金）~無くなり次第終了

1F『YARDBIRDS』4/9（金）NEW OPEN！

ント(対面コーナー商品以外との併用不可／お一人さま1パックまで）

4/16(金）~無くなり次第終了
アマンビーチ（B1F）
111名に50円引きクーポンプレゼント
先着111名様へ次回以降ご利用可能な50円引クーポンをプレゼント。

ベーカリーネッコ（B1F）
パンの詰め合わせ

パン詰め合わせを税込500円でご提供。

4/23(金）~4/25（日）

