
《 ��%OFF対象店舗 》
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※地下食料品売場、飲食店、無印良品、ジュンク堂書店など一部対象外店舗があります
※期間中、館内マルヤガーデンズカードご利用で、ご請求時に ��%OFF となります

9  17 9  26

AUTUMN EVENT 

かごしまの暮らしを彩る器展

鹿児島の代表的な工芸品である「薩摩焼」や「薩
摩切子」を中心に、多様なライフスタイルにあわせた
テーブルセッティングの展示や、日々の暮らしに彩り
を添える逸品を展示販売します。
おうち時間を楽しむためのあなたのお気に入りの器
を見つけませんか？

パワァー充填！
さかなに魅せられたフィッシュアート
石神いづみの世界

主催：祁答院いづみ窯

海の中を自由に泳ぎまわる可愛いカラフルな生き物に魅せられて、魚
を中心に作陶して30年余。今回はその中でオブジェ・絵画・皿類・
カップ・はし置き・陶板・ブローチ・スマホ入れなどを展示販売いたし
ます。カラフルに彩られたいづみワールドを楽しんでください。

4F ユナイトメントガーデン場所

10/27(水)～11/7（日）10:00～20:00日時
4F ユナイトメントガーデン場所

10/8(金)～10/10(日)
10:00～20:00（最終日は18:00まで）

期間

The Marriage of Food & Drink
（食とお酒のマリアージュ）
～浜地克徳のお酒の絵画展 vol,2 ～

主催：浜地 克徳 / 協力:北野エース

主催：公益社団法人鹿児島県特産品協会

相変わらずコロナの猛威はおさまらず、海外へのスケッ
チ取材ができない状況下でお酒を絵画として描くこと
は、海外を旅する感覚に近いという昨年の絵画展。第
2弾となる今回は、「お酒と食べ物の組み合わせは、更
に豊かな世界観と幸福をもたらす」という感動をテーマ
にした新作絵画を展示します。特に今回初めての試み
として「油彩」表現に初挑戦。その鮮やかな色彩と奥行
きある筆致表現に作家本人も新たな発見を感じつつ制
作しました。新作約20点を含む約40点の展示。

4F ユナイトメントガーデン場所 入場無料

入場無料

入場無料

10/15(金)～10/24(日)
11:00～19:00

期間

9.11 あれから20年
～村上光明が写したテロ後のマンハッタン～

共催：マルヤガーデンズ

2001年９月１１日に起きたニューヨーク多発テロは本年の９月１１日で
２０年を迎える。テロ後の2004年1月・2012年9月11日・2019年9月
11日の3回の取材した作品を展示します。
シルバー白黒プリント 、銀塩カラー&プリンター作品約150点予定。

4F ユナイトメントガーデン場所

４００円 高校生以下無料入場料

9/2(木)～9/14(火)
10:00～18:00

期間

2F 1F
NEW SHOP POP UP SHOP

（9/3 open） （9/1→2022/2/27）

マルヤガーデンズ         NEW SHOP

さつまいもと栗のスイーツ専門店

キイロとキイロ
“さつまいも”と“栗”の素材の魅力を堪能できるスイーツ専門店。
バスクいもチーズケーキや、栗の濃厚な風味が味わえるプリンを販売。

バスクいもチーズケーキ（カット）
鹿児島が誇る「いも」それが「さつまいも」
さつまいもとチーズのおいしさを焼き上げ
ました/ ¥350

マロンプリン
栗の濃厚な風味が味わえるプリン。
口の中いっぱいに広がる「栗」を楽しん
でください/ ¥350

9/17金 
OPEN!

B1F
\ PICK UP SWEETS /
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イベントに関するお問合せ主催 全国地紅茶サミットin南九州市×マルヤガーデンズ 099-813-8108（マルヤガーデンズ） ※画像はすべてイメージです

���������
yuragi、紅茶とレモンピールのサブレ、
soltクッキー、詰め合わせなど

株式会社 ������
明日香の紅茶ティーバッグ／リーフ、

紅茶を使った焼菓子

����������
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Veganクッキー、ケーキ、

パンナコッタ

薩摩英国館ティーワールド
地紅茶、スコーン、特濃ミルクティー

�	�	�����������
クッキー、マフィン、トレイベイク

Suginoya
半解凍がおいしい8種のチーズケーキ

焼菓子など

�������������
レモンケーキ、メレンゲ

��
���
ワッフルサンド、リエージュワッフル

お豆富 ����������
�
お豆腐ドーナツ、お豆腐チーズケーキ、

タルトセット

種
豆乳焼きドーナツ、焼菓子

ねじめ茶寮
紅茶（リーフ、ティーバッグ各種）、
ソフトクリーム、アイスクリーム

香輝園
和紅茶リーフ、和紅茶ティーパック

����������������
レモンケーキ、抹茶クッキー、

ドリップバッグ

spoon
レモンケーキ、ナッツのタルト、

スコーンなど

����	 �
焼き菓子、シフォンケーキ、タルト

okan
ドーナツ

スミレ焼菓子店
焼き菓子

TOFU STAND
豆腐とおからのドーナツ、
おからのマフィン、がねなど

ラトリエ・ドゥ・パリジャン
カヌレ、焼き菓子

※感染症の状況により予告なくイベント内容を変更する場合がございます。
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(B�F) 北野エース全品

10％OFF

Pick Up Fair

サルビアは、「古きよきをあたらしく」を
テーマに、日本国内の伝統工芸や地場産
業など、作り手たちのこだわりの技術を生
かしたものづくりをされています。 今回の
フェアでは、サルビア定番のふんわり靴下
やハンカチ、刺繍ブローチのほか、バケツ
型のかわいいポシェットも登場します。

※イベントの内容は予告なく変更する場合がございます。 

9/10（金）～10/3（日）

salvia fair
クラスカ ギャラリー＆ショップ ドー2F

この度、2年ぶりとなるクロムハーツアイ
ウェアトランクショーを開催いたします。鹿
児島では当店のみ開催できるトランク
ショー、期間中は九州で最大の品揃えとな
ります。最新作からレアモデル・サングラス
など総本数100本以上の商品がご覧いた
だけます。是非この機会にクロムハーツの
世界をご体感ください。

9/21（火）～9/26（日）

CHROME HEARTS EYEWEAR 
TRUNK SHOW

ディーアイ カゴシマ4F

親しみのあるデザインの中に熟練の手
仕事から生み出される“MADE I N 
KURUME”の作りの良さを感じること
のできる一足をお選びいただけます。

9/17（金）～9/26（日）

MOONSTAR 
秋の新作展 vol.16

パティオ4F

定番のポロシャツはもちろん、クラシック
なボタンダウンシャツやカーディガンが登
場。また、レディースは人気のワンピースな
ど、アイテムも充実したラインナップです。

開催中～9/26（日）

FRED PERRY
AUTUMN COLLECTION

ヤードバーズ1F

SHOP INFORMATION

POP UP SHOP

おいもシェイク

ジュースバー アマンビーチ（B1F）

焼き芋を使った濃厚なシェイク/ ¥500

スマートマンデリン

自家焙煎珈琲豆 トゥ・レ・ジュール（B1F）

脂肪の分解・燃焼に効果があるクロロゲ
ン酸を多く配合した食欲の秋にオススメの
コーヒー/ cup on drip 10杯入¥1,080

モカハラール
スイーツとの相性がとても良いコーヒーです
/ 100g ¥767

浅田屋 松茸御飯の素・ ２合炊き

グロサリー 北野エース（B1F）

香り高い松茸の風味と食感を生かし、昆
布とかつおをふんだんに使った薄味の料
亭だしで炊き上げる炊き込みご飯/ ¥648

浅田屋 栗ご飯の素 ２合炊き
ほんのり自然な甘さで、塩味をきかせたあっ
さり味/ ¥735

CAFE & RESTAUR ANT 実りの季節に味わいたい、秋限定メニュー

TAKE OUT FOOD 秋感たっぷり、今旬のスイーツ&フード

期間限定ショップ

大学芋

北京酒菜 華翔（B1F）

紅さつまの手作り大学いも/1パック¥108

麻婆茄子
香味野菜と中華味噌が奥深い味わいの
麻婆茄子/1パック¥358

軟骨つくね丼

精肉 肉の池澤（B1F）

軟骨入りのつくねに甘めのタレと温泉玉
子を絡めた食感も楽しい丼/ ¥500

リッチな栗あんぱん

ベーカリー ネッコ（B1F）

渋皮マロンクリームとアーモンドクリームを
包んでぜいたくに栗を乗せて焼きました/ 
¥150

うにの贅沢クリームコロッケ

デリ サボ（B1F）

ウニが溶け込んだ風味豊かで贅沢な味わ
いのクリームコロッケ/ ¥399

栗のタルト ¥410

金

アーモンドクリームのタルトに渋皮のマロンを
たっぷりのせて焼き上げました

4 菓子工房　田原

マロンコリーヌ ¥486

月

人気のコリーヌがマロンバージョンで登場です

1 レジェブルー

水 デセール

霧島栗の塩テリーヌショコラ ¥1,404

霧島産の栗の渋皮煮と坊津の塩で仕上げた
テリーヌショコラです

3

パリジャンマロン/パリジャンりんご 各¥200

火2 ラトリエ・ドゥ・パリジャン

旬の食材を使ったオススメスイーツ
人気店の秋スイーツが日替わりで登場!9/13（月）～9/26（日）期間

ブランシェ～かごしま まちの駅～（B1F）

栗ロール 
〈1本〉¥1,836 〈ハーフ〉¥972 〈カット〉¥388

土

カスタードクリーム、生クリームと渋皮栗を混ぜた
クリームで巻きました

5 フランス菓子　一公

豆乳ふんわり マロンロール  
〈1本〉¥1,500 〈ハーフ〉¥800 〈カット〉¥430

九州産大豆の豆乳を使ったふんわり生地に
熊本県産のマロンクリームを巻きました

日6 豆富sweets 麻ごころ

2

6

4

1

サーモンと秋野菜の
ガーリックたっぷり
ドリア
¥1,210
サーモンや秋野菜を
ガーリックやスパイスで
味付けしたコク旨ドリア。
ランチタイム限定商品
（11：00～ 15：00）

カフェ ノリエム（2F）

キノコのピッツァ
¥1,200

旬のキノコをたっぷりと
使用したピッツァ

ルーフガーデンレストラン（7F）

秋のマルヤ小町
¥1,000
秋野菜と
お魚の天ぷら、
黒豚トンバーグなど
盛り沢山な
秋の贅沢定食

ちょうちょ家（B1F）
　11：00～20：00（L.O19：00） 　11：00～20：00（L.O19：00） 　11：00～20：00（L.O19：30）

マルヤガーデンズマルシェ!!
ポイントカード

B1F食品フロア

9/24金-26日

5

3

たんたん麺の「満正苑」

辛さが選べる人気の「坦々湯麺」・「黒
ごま坦々麺」や、酸味と辛味が絶妙な
「酸辣湯麺」、醤油ベースにカレー風味
ロースカツがのった「排骨湯麺」、旬の
野菜と海老の塩味ラーメン「海老入り
野菜ラーメン」などの麺類や、手羽先唐
揚げ、ゴマ団子などをご提供。

覚王山フルーツ大福「弁才天」

市場から直送される季節のフルーツ
を、素材の味を生かした甘さ控え目の
白餡と、高級羽二重粉を使用した上
品な求肥で手包みしたフルーツ大福
をご堪能ください。

7F 特設会場場所10/31(日)まで開催中 11:00～15:00（L.O.14:30）期間 2F 下りエスカレーター前場所9/10(金)～10/3(日) 毎日10:00～無くなり次第終了期間

テレビや雑誌で全国的に話題沸騰中！
専用の糸でカットして断面を楽しむ
フルーツ大福専門店の本家本元。

オリジナルの麺に四川の唐辛子が
絶妙に絡む大人気の手作り坦々麺が、
10年ぶりに天文館で味わえます!

※商品準備が整い次第、販売開始

シャンプーとトリートメントがこれ1つ！
常識を超えた、なめらかな仕上がりとや
さしい洗浄成分で、「LDK the Beauty」
にてコスメ・オブ・ザ・イヤーを受賞！

9/15（水）～10/30（土）

2F パーフェクトワン

シャンプー増量セット

鹿児島の風土を活かした工芸品であ
る竹細工。今回は「八木竹工業」、「柚
木竹細工工房」、「鹿児島市竹工芸振
興組合」の製品をご紹介します。

ディアンドデパートメント 4F

開催中～9/28（火）

NIPPON VISION MARKET
「鹿児島の竹細工」

ジュンク堂書店6F

夏の終わりに考えたい「自由」って何だ？
コドモに戻れない大人のための、「自
由」研究フェア。「読書」って何だ？オトナ
になりたい子供のための、「読書」感想
文フェア。同時開催中！

9月上旬～9月末予定

「大人の『自由』」研究
「子供の『読書』」感想文 フェア

ルートートギャラリーでは日頃の感謝
を込めて60歳以上のお客様対象にお
会計時に10%OFFのキャンペーンを
開催いたします。季節商品変わり目に
新作のバッグがお得にお求めいただ
けます。

9/1(水)～9/20(月祝)

2F ルートートギャラリー

プレミアムエイジ割引

3日間限定

9/24
  金

三温糖と黒糖を使用した生地に
季節のフルーツを入れました


