9 16

9 25

※無印良品、
ジュンク堂書店、地下食料品売場、飲食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10%OFFとなります

《 参加店舗 》

1F

2F

4F

3F

7F
（蒲生茶廊 zenzai内）

B1F 食品フロア

23

マルヤガーデンズマルシェ !!
ポイントカード

5倍 9/23

※飲食店、特別催事、
まるやの台所は対象外

3 日間連続！ ポイント

㊗

鹿児島県産

黒毛和牛厳選品

半額市

和牛肩ロースすき焼き用100g2,480円→半額
和牛煮込み用100g680円→半額
和牛サーロインステーキ100g1,980円→半額
和牛サイコロステーキ100g1,280円→半額
和牛バラ・モモ焼肉用100g1,680円→半額

23
24

㊗

㊗

-25

9/9

北野エース

全品10%OFF

めし友大賞セット (9種類入り)
通常税込価格
4,863円↓

3,240円
25

ハインツパスタソースセット
(7種類入り)

９月のマルヤ キッチンジャック @7F 特設会場

1,500円

通常税込価格2,041円→

➡21

11:00 - L.O.15:00

日本橋天丼 一心

東京日本橋の名店で修業した店主が
「鹿児島に天丼・天ぷらの文化を広めた
い」
という思いから、本場の本格的な味
をご提供。人気の上天丼やサーロイン天
丼、天ぷらとサーロイン天も食べられる贅
沢天丼など。

9/23
朝凪

㊗➡
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11:00 - L.O.14:30

店主の実家が種子島の漁師・魚屋のた
め、種子島・鹿児島県内の魚を中心に素
材、鮮度、技法に拘った丼をご提供。王
道のネタだけではなく、
ネタとしては珍しい
魚を使い鹿児島の魚の美味しさを伝える
ことをモットーにした海鮮丼専門店。

EVENT & POP UP SHOP
第 2 回「奄美の観光と物産展」
〜 世界自然遺産の奄美群島で育まれた
「ヒト・モノ・ウタ」をお届けします 〜

●奄美群島の文化芸能祭
シマ唄ライブを開催 !!
【日時】9/9( 金 ) 〜 11(日)
各日①13:00 〜 ②16:00 〜
【出演アーティスト】
・9/9( 金 )、10( 土 )：界 眞子
・9/11(日)：永 志保

9/9 ( 金 )〜11(日)
10：00〜20：00（最終日は 18:00 迄）
場所 ７F 特設会場・屋上庭園ソラニワ 入場無料
日時

奄美群島の 食 や 工芸 など特産品を集めた販売会や文化芸
能祭、泥染めワークショップなど奄美群島の魅力がつまったイベン
ト盛り沢山。豪華景品が当たる楽しい抽選会も‼
出店店舗・イベント内容の詳細は
マルヤガーデンズ HPをご覧ください。
【主催】奄美群島広域事務組合、
（一社）奄美群島観光物産協会
【お問合せ】0997-58-4888（ぐーんと奄美）

●大島紬ファッションショー
【日時】9/11(日)14:30 〜

●泥染めワークショップ
【日時】9/10( 土 )10:30 〜 12:00
【参加費】1,500 円〜
※当日随時受付、
染料が無くなり次第終了

マルヤガーデンズ蚤の市

覚王山フルーツ大福
「弁才天」

ー antique market ー
日時

9/17( 土 )・18 (日) 10：00〜16：00

フルーツ大福専門店の本家本元

場所 7F 屋上庭園ソラニワ 入場無料

日時

県内外の出店者による蚤の市を初開催！
音楽とともに秋の1日を楽しんで。

場所 2F 下りエスカレーター前

【お問合せ】099-813-8108
出店店舗・イベント内容の詳細は
マルヤガーデンズ HPをご覧ください。

鋤田収集事務所

アズマ商店

tiptop

9/16 ( 金 )〜10/2(日)
10:00〜無くなり次第終了
※商品準備が整い次第販売開始

専用の糸でカットして断面を楽しむフルー
ツが 主 役 の 和 菓 子 。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
さ控えめの白餡と、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。
【お問合せ】099-813-8108

Theremin
and more...

SHOP NEWS
1F/ete

1F/45R

2F/パーフェクトワン

プレミアムエイジ割引
2F/ルートートギャラリー

60 歳
以上の方

10%Off
9/12 MON. 25 SUN.

会 計 時 に年 齢 が 確 認 できる も の をご提 示ください 。

クッションファンデーション祭

プレミアムエイジ割引

日々の生活を
『楽しく』、
『 気持ちよく』
をテーマに、着心
地の良いネル素材のお洋服や、普段あまり入荷の無
いクッションやサコッシュなどスペシャルなアイテムが入
荷いたします。

ポン ポン ポン♪と重ねてつけるだけで、
シミもカバー。
大人気「パーフェクトワン クッションファンデーション」
を
お求め頂くと、替えパフ1個プレゼント！

ルートートギャラリーでは日頃の感謝を込めて60歳以
上のお客様対象へお会計時に10%OFFのキャン
ペーンを開催。季節の変わり目に新作のバックをお得
にお求めいただけます。

４F/ディーアイカゴシマ

４F/パティオ

４F/パティオ

7F/zenzai マージナルギャラリー

LINDBERG Special 4days

SLOW FACTORY POP UP

PENTA ガラスビーズジュエリー展

竹添 星児個展「BOOKMARK」

AUTUMN GIFT

9/10(土)スタート
（なくなり次第終了）
9/10
（土）
より、9/10発売の新作を含んで、19,800
円（税込）以上ご購入いただいたeteメンバーズのお
客 様にオリジナルパッカブルバッグをプレゼント。
Autumn2022テーマ THINK MOOD をイメージした
４色からお選びいただけます。

9/16（金）〜9/19（月祝）

北欧らしいミニマムでファッショナブルなデザインと、驚
くほどの軽さと機能性が魅力のデンマークのアイウェア
ブランド 「リンドバーグ」 の、
２年ぶりとなるフェアを開
催。期間中は新規取り扱いとなる Strip シリーズをは
じめとする新作〜定番まで約３００本以上のサンプル
商品をご覧いただけます。

Ku.Ra.Si

※メイクアップ効果による

9/16（金）〜9/２5（日）

9/16（金）〜9/25（日）

ムーンスターがてがける、革 靴ブランド「 S L O W
FACTORY」のPOP UPを開催。軽くて、柔らかく、
歩きやすいをコンセプトに長年靴作りを極め続けた
職人が一つずつ丁寧に生産しています。

9/15（木）〜10/31
（月）

9/16（金）〜9/25（日）

1点１点手作業で作られる繊細なガラスビーズジュエ
リー。今回は定番アイテムと新作アイテム、華やかで身
につけるオーナメントのようなデザインが揃います。

9/12(月)〜9/25(日)

9/23（金祝）〜10/30
（日）

鹿児島県を拠点に活動し、県外の広告・出版のイラス
トからローカルなクライアントワーク・グラフィックデザイ
ンまで幅広く手掛けるイラストレーター竹添星児の個
展を開催。オモチャ箱から飛び出た様々な断片が賑や
かにちりばめられた世界観を、独特の線のニュアンスで
描いたデジタル作品・アナログ作品を発表します。

