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マルヤガーデンズカードでうれしい10日間! 即日発行受付中マルヤガーデンズ館内にて
※1Fマルヤガーデンズカードカウンターへお問い合わせください。

9/16（金）　9/25（日）

ビューティ&ユース
ユナイテッドアローズ（1F）
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2
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ラフな毛足感がポイントのシャギーカーディガ

ン。しっかりとした厚みで、ライトアウター感覚で

も羽織れる。（オレンジ、ロイヤル、ライトグレー）

〈ウィメンズ〉
カーディガン ¥15,400

リバーシブル仕様に仕上げた別注ダウンベス

ト。チェック柄と無地の表裏で、両面ともに主役

になるリバーシブルコート。

〈メンズ〉

ダウンベスト ¥39,600
※10月下旬発売予定
コート ¥31,900
※9月下旬発売予定

主役になるアウターで
秋コーデをパワーアップ。

1 2

キャンプ用品にも使われる強度ある素材を使

用したバッグ2種。（ネイビー）

前面にマチ付きポケット、背面にスリットポケッ

トを備えたポーチ。ストラップは長さ調整可能。

ポーチストラップ ¥39,600

フロントポケットのサイドには、物を出し入れし

やすいファスナー付き。内側はクッション性あ

るメッシュ素材なの

で、パソコンなどの

持ち運びも安心。

リュックサック 
¥99,000

機能性と美しさ
大人の上質アイテム

フェリージ
（1F）

ローズ バッド
（1F）

Autumn Styling
クラシカルとモダンのMIX、自分らしく楽しむシーズンアイテム

4
目を引く素材と柄で
レトロな季節感を演出

タンクトップの様な前下がりが深い形と、斜め

に入れたアラン柄が特徴の、ざっくりと編まれ

た温かみあるニットベスト。

アランニットベスト ¥14,850

エキゾチックな大柄をプリントしたドレスは、羽

織としても使えるアイテム。チャイナデザインの

襟元と秋らしい配色がポイント。

チャイナカラーワンピース ¥19,910

コスメキッチン
マーケット（1F）

3
軽やかに色彩で楽しむ
ネオクラシカル

100%天然素材原料にこだ

わったnaturaglacéから懐かし

さと新しさを感じる60年代が

テーマの限定カラーのアイパ

レットが数量限定で登場。

naturaglacé アイパレット 
〈限定2種／右：EX07  左：EX08〉 
¥3,960

あふれる色をまとい
光さす新しい季節へ

やさしいタッチで広がる、限りな

く透明な光と色彩。ムースのよ

うになめらかで、ふわっと軽やか。

トーン 
シルキー ムース アイシャドウ 
〈4色〉¥3,080

極細ラインで魅惑的な目元を印

象づける、ジェルアイライナー。

ウォータープルーフ。

トーン 
ディファイン ジェル アイライナー 
〈2色〉¥2,860



マルヤガーデンズカードでうれしい10日間! 即日発行受付中マルヤガーデンズ館内にて
※1Fマルヤガーデンズカードカウンターへお問い合わせください。
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※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。

フォーティファイブ・
アール（1F）

MIZUNO独自開発の機能素材「BERGTECH」
を用いたシンプルでモダンなアクティブウェア。行
動的な日常にフィットするアイテム。（トラウザー有）

ポンチョ ¥46,200

裏起毛で秋らしい風合。ドライループバックジャー
ジーのジップスルートラックトップ。イギリスのヴィン
テージトレーニングウェアにインスパイアされたアイ
テム。（マスタード、ダークグリーン）

カットソー ¥27,500

マーガレット・ハウエル（1F）

テントをモチーフとした総柄の刺繍ワンピース、波打つ縁取りがアクセントのトップス、
透け感があり軽やかなフレアパンツ。この秋トレンドのディテールを取り入れながら、
ホコモモラらしい色使いが楽しいコーディネート。

ネックレス ¥8,800 ／ワンピース ¥26,400
プルオーバー ¥15,400 ／パンツ ¥17,600 ／シューズ ¥17,600

ホコモモラ（2F）

Autumn
Wear
素材と色で印象的
秋スタイリング

ギャルリー・ヴィー
（1F）

GALERIE VIEのアイコンア
イテム、ファインウールニット
にミドルゲージシリーズが登
場。ふっくらとしたハリと厚み、
すっきりとした表情でスタイリ
ングを楽しめます。

ニット ¥24,200
パンツ ¥23,100
ブーツ ¥33,000

アメリカのヴィンテージをお手本に
したナイロンキルトブルゾン。マット
でちょっと素朴な生地感が、秋スタ
イルのポイントに。

ブルゾン ¥55,000

光沢のあるサテン生地のボウタイブラウスと、マ
ニッシュなチェックパンツはオンモードなスタイル。エ
コレザー×ナイロンの異素材mixのジャケットを合
わせて、女性らしさを備えた凛としたスタイリングに。

ジャケット ¥28,600
ブラウス ¥20,900
パンツ ¥17,600

エルアールディーアール 
ニューノーマル
（2F）

ハリス／トリッペン
（2F）

左右非対称の変形タックとポケッ
ト、左サイドにだけデザインされた
セルビッチなど、遊び心あるデニ
ムパンツ。（オフホワイト、ネイビー）

デニムパンツ ¥20,900

コバルトブルーが鮮やかな、
気軽に重ね着を楽しめるジレ
ブラウス。同素材のパンツと
合わせたセットアップスタイル
もおすすめ。

ジレ ¥18,700

人気のマウンテンパーカーを
異素材使いでアップデートさ
せた秋の新作。羽織るだけで
スタイル感UP。

ジャケット ¥24,200

ラ エフ（2F）
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※1Fマルヤガーデンズカードカウンターへお問い合わせください。

9/16（金）　9/25（日）

サーリィ
（2F）

ワッペンやレース、ペイントなどのディテールが
魅力のCOOLAのミリタリージャケット。少し短
めの丈でパンツやロングスカートにも相性◎。

ジャケット ¥42,900

テニスドレスのプリーツディテールを採用
した長め丈の新しいモックネックドレス。
100％コットンのダブルフェイスピケを使用。

ワンピース ¥19,800
ヤードバーズ
（1F）

Autumn
Wear

カジュアルにもシックにも
季節感をインストール

WOMEN

ペルー産ウール糸を手編みで仕上げた軽く柔らかなペルー
ニットのベストとカーディガン。カラフルなボタンがアクセント。

ベスト ¥6,600
カーディガン ¥8,800

シャンブルドニーム
（2F）

幅広いシーンに使えるシックで落ち着いた
シンプルなデザイン。自宅での洗濯も可能
でお手入れ簡単。セットアップ可能なジャ
ケットを合わせればオールシーズン対応。

フォーマルワンピース ¥29,700
クラスカ ギャラリー
＆ショップ ドー（2F）

ユニセックス

ディッキーズ
（4F）

世界中のストリートで愛される、ディッキーズを代表
するアイテム。汚れに強く、シワになりにくいTCツ
イル生地を使用した丈夫なワークパンツ。

874ワークパンツ ¥6,600

ORCIVALを代表するモデル、フレンチバスク
シャツ。オープンエンドで編まれた軽くて丈夫な
生地。カジュアルにもシックにも着まわせる。

カットソー ¥11,000フリーダム
スタンダード ストア（4F）

ユニセックス

デニム製造50年のCaféttyからリラック
ステーパードが登場。楽なのにきちんと見
える優れもの。

テーパードパンツ ¥8,800

モードな甘さとカジュアルさをミックスした
羽織にもなるオリジナルレースのブラウ
ス。（グリーン、ライトグレー、ブラック）

ブラウス ¥19,800アンティル
（2F）

今シーズン注目カラー・レッドの
カーディガンが主役。クラシカル
なボウタイブラウスと女性らしい
サテン素材のティアードスカート
を合わせて、秋ならではのファッ
ションを存分に楽しんで。

カーディガン ¥29,700
ブラウス ¥27,500
スカート ¥29,700

グレースコンチネンタル
（1F）



マルヤガーデンズカードでうれしい10日間! 即日発行受付中マルヤガーデンズ館内にて
※1Fマルヤガーデンズカードカウンターへお問い合わせください。

9/16（金）　9/25（日）

Bag & Shoes

※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。

ラコステ
（2F）

ルートートギャラリー
（2F）

Autumn
Wear

ディテールにこだわり
遊ぶカジュアル

MEN

クラスカ
ギャラリー＆ショップ ドー

（2F）

手間を惜しまない丁寧な作りが感じられる
SOUTHERN FIELD INDUSTRIES の
鞄。普段使いから旅行まで幅広く活躍でき
るサイズ感。

リュックサック ¥33,000

ナイナラ（1F）

シャツのディテールを各所に残しつつ、
ラフな仕上がりに。羽織にも使える
活用度の高いアイテム。

シャツカーディガン ¥24,200

シャツブランドCATTAの日常使える良ア
イテム。ミリタリーとヨーロッパの柔らかな
ディテールで、多様なボトムスと相性◎。

シャツ ¥24,200

ミニサイズのトートもたっぷりのマチ幅で、どちらの
バッグも見た目以上の収納力。存在感ある素材
は、普段のお出かけや秋の装いのワンポイントに。

トートバッグ 〈左〉¥3,300 〈右〉¥3,520

ヴァン
（4F）

光沢ある天竺素材で、人気のミニクーパー
をモチーフにしたアイテム。
（ホワイト、ネイビー）

長袖Tシャツ ¥8,690

ハリコシのある度詰天竺生地を使用し、
ワッペンや刺繍、キルトステッチで仕上げ
た、こだわりのオールブラックデザイン。

ラガーシャツ ¥19,800

ストレッチ性を備えたオーガニックコットンチノ素材
で、やや短め丈に。ボックスシルエットのラコステら
しい一枚。（ベージュ、ブルー、ネイビー）

ジャケット ¥31,900

ヤードバーズ
（1F）

質感の良いソフトレザー素
材で履き心地も抜群。きれ
いめからカジュアルまで合わ
せることができるコーディ
ネートのしやすさも魅力。

スニーカー ¥15,400

ハリス／トリッペン
（2F）

ころんと丸いフォルムの
ストラップシューズ。シン
プルでマルチに活躍でき
る上品なモデル。

シューズ ¥51,700

スタイルカウンシル
（2F）

オイルを染み込ませた牛革は柔らかく、使い
込むほど馴染んでくるのが魅力。ショルダー
部分には肩の負担を和らげるヌメ革を使
用。（M：グリーン、ブラック、レッド／L：グリー
ン、ブラック、チョコ）

トートバッグ 
〈左/M〉¥19,800 〈右/L〉¥24,200

アヴィレックス
（4F）

肉厚の羊革を使用したトラッカージャケット。大蛇と
龍が絡みあった迫力ある一着は、芸能人着用で話
題になったモデルの復刻。

レザージャケット ¥198,000

ユニセックス
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Beauty

エテ（1F）

プティパ（2F）

ディーアイ カゴシマ（4F）

Kids
プチバトーブティック

（2F）

Fashi� G�ds
美しいフォルムとカラーの秋小物

日々を整え魅力をチャージ

ネイルズユニークLA
鹿児島ロフト店（3F）

パーフェクトワン（2F）

デンタルセレクトショップ 
スマイリーズ（4F）

透明感あふれるカラーと柔らかなフォルムが印象
的なデザイン。ベルトは10種類から選択可能。

腕時計〈左〉 3色各¥45,100 

3針のシンプルなデザインながら、文字盤6時位
置のオープンハートが魅力的な腕時計。

腕時計〈上〉 ¥58,300

オンタイム 
鹿児島ロフト店
（3F）

バドミントンのシャトルをモチーフにし
た、秋らしく温かみのあるデザイン。
他アイテムとのコーディネートなど着
まわしも◎。

ワンピース&レギンスセット 
（6～24ヶ月）¥10,450

ベビーとキッズでお揃いが楽しめる、やわらかな手
触りのチュビックキルティングベスト。さらっと羽織
るだけでオシャレに。（ネイビー、アイボリー）

キルティングベスト 
（12～36ヶ月）¥9,350
（3～12才）¥11,000～¥12,100

プチバトーで大人気のハート柄。コッ
トン100%で着心地が良く、親子で
お揃いも楽しめるアイテム。

パジャマ ¥7,150

キシリトール100%のお菓子。よく噛
むことで唾液の分泌を促進し、歯の
再石灰化や虫歯予防をサポート。

キシリトール配合菓子 
¥324～¥800

ヘアサロン 
ハナハナプラス（4F）

十分な泡立ちと洗浄力ながら頭皮と手肌の潤いを
守るシャンプー（4種）。毛先まで潤いをしっかり閉じ
込め指抜けの良い質感に整えるトリートメント（2種）。

シャンプー・トリートメント 
〈左2本〉各¥3,080

紫外線や季節の変わり目など、乾燥が気になる
時に頭皮のバリア機能を高め潤いを与えます。

エッセンス（頭皮用美容液） 〈中央〉¥4,400

植物性オイルでドライヤーの熱や紫外線から髪を
保護。からまり、ダメージが気になる全ての方に。

エマルションオイル（ヘアトリートメント） 
〈右〉¥3,080

eteオリジナルカラーのロウブラウンゴールド。肌にしっく
りと馴染む、温かな色味のリング。 ※9/10（土）発売

ロウリング（SV925+RBGコーティング、SV925）
1 ¥19,800　2 ¥22,000　3 ¥22,000

eteオリジナルアイテムのフローピアスが今秋デビュー。
耳たぶに絡みつくような不思議なルックスで、視線を奪
うアクセントに。 ※9/10（土）発売

フローピアス（SV925+ロジウムコーティング）
1 ¥22,000　2 ¥19,800　3 ¥19,800
ピース（SV925+ロジウムコーティング、淡水パール、CZ）
4 ¥8,800　5 ¥8,800　6 ¥8,800

1948年にニューヨークで設立されたタート社のモノづくりに対する思いを
受け継ぎ日本製で復刻したTART OPTICAL ARNEL（上）とTART 
OPTICAL F.D.R（下）。クラシックで力強さを感じさせるデザイン。

メガネ 〈上〉¥39,600 〈下〉¥40,700

秋冬におすすめのカラーを取り
揃えております。

ジェルネイル ¥5,500～

二枚爪や縦筋、ささくれなどのお
悩みにオススメ。爪に潤いを与
え、健やかに保ちます。

ネイルプレートグロウス 
〈ボトルタイプ〉¥3,500 
〈ペンタイプ〉¥2,500

ブルーム（1F）

コーディネートに合わせて長さを調整し、印象を変えることが
できるロングネックレス。他のネックレスと重ねづけするのも
おすすめ。（K10イエローゴールド／ 70cm）

ネックレス ¥25,300

組み合わせ自由な
秋物の靴下3足セット。

靴下 〈3P〉¥1,100

パーフェクトワン史上最高濃度
のビタミンCで、芯から輝くよう
な澄み肌へ。

パーフェクトワン 
SPチャージエッセンス
VC 
¥8,800

1

2

3
4

5

6

1

2

3（Set Ring）



マルヤガーデンズカードでうれしい10日間! 即日発行受付中マルヤガーデンズ館内にて
※1Fマルヤガーデンズカードカウンターへお問い合わせください。

9/16（金）　9/25（日）

※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。

ディアンドデパートメント 
カゴシマ バイマルヤ
（4F）

ロフト（3F）

パティオ（4F）

Li�ng T�ls
長く愛用したい

季節と暮らしを楽しむアイテム

ジュンク堂書店（6F）

ハサミ バイ ヤク（2F）

エムスタイル（1F）

無印良品（5F）

スタイルカウンシル（2F）

秋の花材を使ったスワッグとブーケ。
お部屋の中でも秋の彩りを。
贈り物にもオススメ。

スワッグ ¥6,600／ブーケ ¥5,500
¥3,300～オーダー受付

カラフルで目を引くチェアは、疲れにくく
安心する座り心地。スタッキングできる
ので収納もすっきり。
（イエロー、ベージュ、ブラック）

EGGチェア ¥15,400

サツマイモからたっぷりの糖度を引き出
し、甘さトロける究極の焼き芋を焼ける
トースター。

超蜜やきいもトースター 
¥17,600

本格的な煮出し式ミルクティーが簡単
に作れます。ミルクティーフォーム等、
アレンジ自在な5種のモードを搭載。

ミルクティーメーカー ¥7,700
耳の内側がプレスされ、具材がはみ出さな
い家事問屋のホットパン。パンの耳までお
いしい具沢山のホットサンドが作れます。
（レシピブック付）

ホットパン ¥15,400

ovjectのドリップケトルは職人の手仕事で
作られた優しいカタチ。コーヒードリップに
も湯沸かしにも、マルチに使える。
（IH、ガスコンロ対応）

ドリップケトル ¥8,250

180度動くシェードに、滑らかな動きの
アーム。1台1台人の手で組み立てら
れる丈夫で壊れにくい山田照明の
「Z-LIGHT」。

アームライト ¥18,480

程よい反発のある座り心地とコンパクトさ
で、長年多くの人に愛されるカリモクの
「Kチェア」。今年60周年を迎える名作
ソファです。

ソファ ¥42,350～

お好みの角度にリクライニングしてくつろげる一人
用ソファ。別売りカバーは36種から選べます。

リクライニングソファ ¥44,800～

姿勢の変化に応じて体をサポートしてくれるクッショ
ン。親しみを感じる有機的で丸みのあるフォルム。

プーフ ¥19,900

人気の多肉植物の楽しみ方など
観葉植物初心者にも始めやすい
本、日々の暮らしに彩りを添えてくれる
本をセレクト。

美しいセダムの寄せ植え 
¥1,540 
飾る暮らしの作り方¥2,200
暮らしの図鑑 うつわ ¥1,980
暮らしの図鑑 ガラス ¥1,980

箸置き、スプーンのカトラリー置
きに。くぼみに醤油を注げば、
差しちょことしても使える一枚。

重宝皿 〈小〉¥770 
 〈大〉¥1,980
カトラリー  ¥308～



6 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。

スマートマンデリン 〈10杯入〉¥1,080

梨とりんごのさわやかな甘みを、最後の一滴までおいしく
味わえるスムージー。

梨とりんごのスムージー ¥500

渋皮マロンクリームとアーモンドクリームを包み、栗を乗
せて焼いた、ぜいたくなあんぱん。

リッチな栗あんぱん ¥170

香り高い風味と食感を生かした松茸御飯と、ほんのり塩
味をきかせたやさしい味の栗御飯。料亭だしで炊き上げ
る炊き込み御飯の素。（各2合炊き）

浅田屋 松茸御飯の素 ¥702
浅田屋 栗御飯の素 ¥734

〒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。

EVENT NEWS

7

3

2

TAKE OUT FOOD
秋感たっぷり、旬のスイーツ&フード

台湾カステラの土台に和栗と生クリームをマロンペーストで
覆って仕上げました。

台湾カステラモンブラン ¥420

9/14（水）Kottin4

クローブの効いたさつまいものケーキ生地に黒ゴマとシナモ
ンのザクザククランブルをのせました。

さつまいものクランブルケーキ ¥400

5 9/21（水）かこの小包

九州産大豆の豆乳入りの生地に、熊本県産マロンとガナッ
シュのクリームをロールしました。

豆乳ふんわりマロンロール
〈1本〉¥1,400 〈カット〉¥450

日 豆富sweets 麻ごころ8

人気のコリーヌがマロンバージョンで登場です。

マロンコリーヌ ¥486

月1 レジェブルー

マロンペーストとマロンクリームがたっぷり入った、マロン尽く
しのエクレアです。

マロンエクレール ¥400

火3 ラトリエ・ドゥ・パリジャン

ラム酒の香るマロンクリームと栗を丸ごと１個包みました。

パリジャン マロン ¥200

火2 ラトリエ・ドゥ・パリジャン

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。

栗のタルト ¥410

金 菓子工房 田原6

カスタードクリーム、生クリームと渋皮栗の入ったロールケーキ。

栗のロールケーキ 
〈1本〉¥1,944 〈ハーフ〉¥1,026 〈カット〉¥410

7 土 フランス菓子 一公

オータムスイーツフェア2022
ブランシェ～かごしま まちの駅～（B1F）

人気店の秋スイーツが曜日別に登場!

9/12（月）～9/25（日）期間

1

CAFÉ & RESTAURANT 実りの季節に味わいたい、秋限定メニュー

グロサリー 北野エース（B1F）

食欲の秋にピッタリな中華で人気の商品。

胡麻団子 〈3個入〉¥199
麻婆豆腐 〈1パック〉¥199

北京酒菜 華翔（B1F）

旬のきのことブロッコリーを合わせたバジル香るマリネと、
きのこの豊かな香りと味わいが広がるコロッケ。

きのことブロッコリーのバジルマリネ ¥400
三種きのこのクリームコロッケ ¥400

Deli Sabot（B1F） 

ベーカリー ネッコ（B1F）

自家焙煎珈琲豆 トゥ・レ・ジュール（B1F） ジュースバー アマンビーチ（B1F）

4

Craft Beer 
Shower
2022

3年ぶりに帰ってきた南九州の
クラフトビールの祭典！ 鹿児島、
宮崎、熊本のブルワリーから醸造
師達や、ビアバーからスタッフが
集い、美味しいビールとそれに合
う最高のフードをご提供します。

10/8（土）・9（日）
12：00～20：00

日時

7F 屋上庭園ソラニワ
※小雨決行

場所

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。

9/17（土）・18（日）
10：00～16：00

日時

7F 屋上庭園ソラニワ場所

マルヤガーデンズ
蚤の市
-antique market-

8
5

※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。
※新型コロナウイ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ございます。

黒毛和牛&黒豚入りハンバーグと特製タルタルのチキ
ン南蛮。鉄板でアツアツ、ボリューム満点の豪華なセット。

ハンバーグ&焼きチキン南蛮 
¥1,200

ちょうちょ家（B1F）

身体にやさしい秋の素材を使用した麺ランチ。

秋の薬膳素材のフォーランチ 
¥1,210

カフェ ノリエム（2F）

旬のきのこをたっぷり乗せた秋限定ピッツァ。

ベーコンときのこのピッツァ 
¥1,380

ルーフガーデン レストラン（7F）

鹿児島のさつま芋と国産の栗を詰め込んだパフェ。
さつま芋のムースが口の中で秋を感じさせる一品。

秋の味覚パフェ 
¥1,210

蒲生茶廊zenzai（7F）

Gardens TEA party 
お茶とおやつ 
vol.4

県内の菓子工房・カフェのおやつと地紅茶の
マーケット。

地紅茶サミットとは…11/5（土）・6（日）、知覧に
て開催予定の「全国地紅茶サミットin南九州市」
のプレイベント。『五感で楽しむ紅茶』をテーマに、
さまざまな切り口から紅茶に親しむ場をご提案。

10/22（土）・23（日）
10：00～15：00

日時

7F 屋上庭園ソラニワ場所


