EVENT INFORMATION
12/18㈯19:30〜

12/17㈮・18㈯・19㈰

17:00-21:00※最終日20:00迄

7F 屋上庭園ソラニワ
キャンドルアーティスト
atelier NiwAtocOによる
インスタレーション。

会場

7F 屋上庭園ソラニワ

12/19㈰17:30〜

入場無料

7F 屋上庭園ソラニワ

12/17㈮16:00〜21:00・18㈯12:00〜21:00・19㈰12:00〜20:00

El sol 87

縁久〜ENQ〜

atelier luana / mil.candle / Yumisol Aroma Garden / やまびと工房 / てぬか /
最後の晩餐までスパイスを。/ くるす屋 / にくと、パン。/Days coffee / エリカレー /
つばめ文庫 / 工房沙弥糸 / jimoto デザイン室 / roof garden restaurant
※出店店舗は日によって異なります。詳しくはマルヤガーデンズHPをご覧ください。

うちのうら屋

太郎屋

4号 ￥2,322［限定30個］
5号 ￥3,189［限定20個］

クレーム・ド・ショコラ

生チョコクリーム

チョコスポンジを生チョコ
ココアスポンジ
クリームといちごでドレス
アップ。スイートなマリアー いちご
ジュにうっとり！
ココアスポンジ

しっとりとしたチョコスポン
ジとベルギー産のチョコク
リームでコクのある上品な
味わい。
（いちごセット付き）

菓子工房 田原

縦8ｃｍ×横12ｃｍ高さ5ｃｍ

甘さひかえめの生クリーム
にたっぷりのベリーをデ
コレーションして、優しく
仕上げました。

7F garden7

主催：海と食の地域モデル
in 鹿児島実行委員会

1F エテ

PICK UP FAIR

スポンジ
いちご
スポンジ

099-248-8881

〈お渡し期間〉 12/23（木）
・24（金）
・25（土） ※各日11時〜20時

肉の池澤

TEL 099-295-3157

北野エース

TEL 099-227-8220

予約
OK

クリスマスオードブル(3〜4人前)
￥3,456
人気のからあげをはじめとした
盛沢山のオードブル。

12/20まで予約可
●
当日は数量限定
●

TEL 099-216-8825

予約
OK

予約
OK

国産赤鶏の丸鶏ロースト
￥2,980

ミニハモンセット（専用ハムホルダーとナイフ付き）
1kg ￥7,700

●
適度な歯ごたえと風味の良さがあり、 12/20まで予約可
●
当日は数量限定
香りよくジューシーな丸鶏ロースト。

さかな屋 魚心

トゥ・レ・ジュール
TEL 099-222-7531

STEAMCREAM POP UP SHOP

生クリーム

［お電話でのご注文］ブランシェ 〜かごしま まちの駅〜（B1F） ［WEBでのご注文］
QRコード▶
（承り時間 10：00〜20：00） https://www.maruya-gardens.com/cake/

入場無料

1F ブルーム

スポンジ

クリスマスケーキ
ご予約で

ケーキのご予約はWEB（スマートフォンからも）、お電話、
または店頭にて

場所 5F 無印良品店内 Open MUJI
神秘の世界の住人「深海生物」をテーマにした「かごしま美味
深海 アートフェスティバル」を開催します。謎に包まれた未知の
世界だからこそ生まれる想像力溢れる芸術作品の数々を展示。
12/4（土）には「さかなのおにいさん」らを招いたワークショップ
も開催予定。全国各地から集められた深海愛溢れる作品をぜ
ひご覧ください！

スポンジ

生チョコクリーム

4号 ￥2,600 ［各限定20個］
5号 ￥3,500

口溶けの軽い生チョコク
リームをしっとり生地で
巻いたフランス伝 統のク
リスマスケーキ。

10:00〜20:00

場所 4F ユナイトメントガーデン 入場無料

グラサージュ
ショコラ
生チョコクリーム

生クリームベリー

生チョコクリーム
チョコスポンジ

￥2,160［限定20個］

マルヤ
ガーデンズ限定
［4号のみ］

ラトリエ・ドゥ・パリジャン

ブッシュ・ド・ノエル

期間 11/27(土)〜12/5(日)

10:00〜20:00（最終日は18:00まで）

4号 ￥3,348［限定30個］
5号 ￥4,428［限定40個］

ベーカリーネッコ

TEL 099-224-8108

予約
OK

期間 12/17(金)〜12/26(日) 10:00〜20:00

●
12/20まで予約可
切りたての生ハムを楽しめる小さいハモ
●
当日は数量限定
ンセット。
自分で切る楽しみも味わえます。

北京酒菜 華翔

TEL 099-248-7728

B1F

デリ サボ

モン・シェリー松下

生チョコガトーフレーズ

ご予約は各ショップにて承り中！

かごしま美味深海 アートフェスティバル

期間 12/4(土)〜12/5(日)

主催：公益社団法人
インテリア産業協会九州支部

atelier NiwAtocO

※画像はイメージです ※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承くださいませ

第 9 回こんな部屋いいな
絵画コンテスト入賞作品展示会

「こんな部屋があったらいいな」をテーマに鹿児島市
内の小学生を対象に開催している「こんな部屋いい
な絵 画コンテスト」第 9 回 入 賞 作 品の展 示 会。
「こ
んな部 屋いいな賞」受 賞 作 品は、児 童が描いた作
品を実物大のお部屋に製作し展示いたします。子ど
もたちの夢いっぱいの作品を是非ご覧ください。

ブックスパーチ

フランス菓子 一公

クリスマス
パーティフード

※小雨決行

VIVI laboratorio

締め切らせて頂きます︒

Sharecafe & mina Veda Sultenfuss シェア キッチン otonari

●各商品は予定数に達し次第︑

クリスマスにぴったりの雑貨や本、
レコードを販売。
温かいドリンクやフードとともに楽しんで。

デンズでしか購入出来ないオリジナルケーキなど、
個性豊かな23種類をご用意。

12/17 まで

入場無料

モゼーズ
with 新屋 満規

クラシックトリオ

ソプラノ
：崎山 智華
オーボエ:市耒 明果莉
ピアノ:上山 紘子

会場

会場

FREE LIVE

クリスマスケーキ

入場無料

マルヤガ ーデンズ

キャンドルナイト

クリスマス マーケット

今年も鹿児島県内の人気スイーツショップ6店舗の自信作が揃います。
マルヤガー

23種類の個性豊かなケーキから一部ご紹介♪

キイロとキイロ

TEL 099-225-2026

予約
OK

TEL 099-225-6611

予約
OK

予約
OK

場所 1F 正面玄関 特設会場
オートミールで「うるおす」
「まもる」。
蒸気のチカラと自然の恵み、
日本発シンプルクリーン
スキンケア。
顔も、からだも、髪もうるおす全身用保湿クリーム
「スチームクリーム」を期間限定にて販売いたします。
※写真はイメージです

1F フェリージ

2F シャンブルドニーム

2F クラスカ ギャラリー＆ショップドー

Winter 2021 “Hearty”

GIFT COLLECTION〜２０２１〜

開催中〜12/31㊎

開催中〜12/31㊎

人と人とのつながりをかたどるような、心あ
た たまるジ ュエリー 。W i n t e r 限 定
Collection多数ご用意しております。
限定BOX付
（なくなり次第終了）

ギフトにお勧めのダイヤモンドネックレス。お
求めやすい価格のものから、
ハート＆キュー
ピットカットを使用したダイヤモンドジュエ
リーまで多数ご用意いたしております。

3F ロフト

前日まで予約可
当日は数量限定

クリスマスブレンド珈琲
100g ￥702
芳 醇 な香りと 、ふ わりと広がる甘 味と
コク。酸 味がなく、すっきりとした後味
のブレンドがケーキにもぴったり。

4F ディーアイカゴシマ

NEW OPEN

12/20まで予約可
当日は数量限定

●

●

●

●

●

開催中〜12/12㊐
財布やキーケース、小物といった
対象商品をお買い上げの方に、
イ
ニシャル刻印サービスをいたしま
す。
（ お渡しまで7〜10日程度かか
ります）対象商品はスタッフまで。

HARIO Lampwork Factory Float fair
『BETTER TOGETHER』 12/3㊎〜12/26㊐
販売中

愛らしい犬たちをモチーフにしたあたらし
いシリーズをご紹介いたします。毛並みや
しっぽまで丁寧に表現されたガラスのア
クセサリー。修理も可能で長くご愛用い
ただけます。

アロマセラピストの牧野秀美さんがディレク
ターをつとめる香りのプロダクト
「Float」の
フェアを開催します。植物から抽出される精
油の香りを元に、
日々の生活に取り入れや
すい香りのアイテムをご用意いたします。

Shiny Gold Christmas

ご自宅のテーブルに飾っていただくだけで、
クリスマス気分を味わえるミニツリーやクリ
スマスモチーフの装飾アイテム、
クリスマス
のお菓子を取り揃えました。限定品や海外
直輸入品などロフトでしか取り扱いのない
アイテムも多数ございます。

ファッションモード界を牽引し、世界中の
人々を魅了し続けているTOM FORD(トム
フォード)。掛けるだけで知性と力強さ、
タフ
でセクシーな魅力を引き出す眼鏡・サングラ
スを総勢150本のラインナップを取り揃え
ます。

※画像はイメージ

シュトーレン
￥1,300

キイロとキイロのミモザ風
ケーキ ￥2,700

市場直送の地魚をメインに盛り合わせ
たこだわりの寿司盛り。

人気の八宝菜をはじめとしたこだわりの
中華惣菜が楽しめるオードブル。

洋 酒 漬けのドライフル ーツとナッツが
たっぷり入ったドイツの菓子パン。

芋と栗を使 用した軽 やかなミモザケー
キ。蜜柑の酸味がアクセントの、甘さ控え
めなケーキ。
※価格は全て税込

7 F 蒲生茶廊

TOM FORDフェア

12/3㊎〜12/26㊐

●

中華オードブル(3〜4人前)
￥2,580

zenzai マルヤガーデンズ店
県内外の良質でボーダーレスなアー
トワークを扱う新しいギャラリーが
マルヤガーデンズに登場！月1回の
企画展を展開して行きます。

開催中〜12/25㊏

12/20まで予約可
当日は数量限定

●

※画像はイメージ

クリスマス限定寿司盛り
(2〜3人前)￥2,380〜

zenzaiマージナルギャラリー

イニシャルスタンプサービス

12/1〜15まで予約可
当日は数量限定

●

12/17
OPEN!

Sweets POP UP
グッディ・フォーユー
六本木 2 F 下りエスカレーター前

12/10
〜
12/19

vol.1 片山みやび展（ガラス・版画）
創業15年、鹿児島古民家カフェの草分け的存在の蒲生茶廊
zenzaiがマルヤガーデンズに出店決定！北海道産の有機あず
きなど素材にこだわったぜんざいやわらび餅などのスイーツ、
そして新感覚のランチメニューで皆様をお迎えします。
アート
ギャラリー併設の五感全てで楽しめるスペースです。
〈営業時間〉11：00〜20：00（19：00L.O）

国内外で高い評価を受ける片山みや
び。自然とのふれあいの中から生まれ
た、鮮やかでおおらかな色彩と豊かな
造形表現で注目を集め、
デンマークで
の滞在を機に近年ではガラス作品にも
評価を集めています。
鹿児島初公開。
オープニングレセプション：12月17日
午後6時〜作家によるトークあり

『約20年にわたり、六本木で愛される名物チーズ
ケーキ』チーズや卵、砂糖、生クリームにはとことん
こだわり改良。時間をかけて低温でじっくり焼くこ
とで、食感はレアチーズのようにしっとり。もはや
チーズに近い、濃厚な味。その他、人気のスコーン
も9種類販売致します。

