
鮭と昆布のコラボで栄養豊富なごはん。お花見にも
普段のお弁当にも、彩り楽しい行楽弁当をどうぞ。

行楽弁当 ¥538

春野菜を使用した八宝菜。たっぷりの野菜で旬を召
し上がれ。

旬野菜の八宝菜 ¥322

旬の苺をホイップクリームと一緒に贅沢にサンド。桜
あんを包んだあんぱんは、桜の花の塩漬けをトッピン
グして焼きました。

いちごサンド ¥349
桜あんぱん ¥130

フリーズドライの苺を、苺チョコと苺パウダーでコー
ティング。甘酸っぱい香りの春スイーツ。

マシューのチョコレート苺チョコ（5粒） 
¥270

〒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。

RENEWAL OPEN EVENT

3

2

TAKEOUT FOOD
陽気にさそわれて春めくスイーツ&フード

ふわふわシュワシュワな台湾カステラに、苺と生クリーム
を詰めたカップケーキ。

台湾カステラ 苺カップケーキ ¥420

3/22（水）Kottin4

赤ワインと一緒に煮詰めたクランベリーと苺ジャムとク
リームチーズを混ぜ込んだ大人なスイーツ。しっとり生地
に生の苺とクランブルを乗せて。

いちごのクランブルケーキ ¥420

5 3/29（水）かこの小包

ごろっとたっぷりの苺とガナッシュクリームを、九州産大豆
豆乳入りの生地でロールしました。

豆乳ふんわりごろっとたっぷりいちごロール
〈スライス〉¥500 〈1本〉¥1,580

日 豆富sweets 麻ごころ9

桜のペーストを生地に練り込み、桜の花びらを散らした春
らしいタルト。

さくらのチーズタルト ¥454

月1 レジェブルー

苺を丸ごと1個、苺のクリームとふわふわ生地で包みました。

苺のパリジャン 〈1個〉¥216

火3 ラトリエ・ドゥ・パリジャン

サクサク生地に苺のクリームと苺をふんだんに使った限
定スイーツ。

苺のエクレール ¥388

火2 ラトリエ・ドゥ・パリジャン

苺とカスタードクリームをたっぷりのせたタルト。

いちごのタルト ¥450

金 菓子工房 田原6

キリッシュ味のクレーム・ムスリーヌとたっぷりの苺の絶
妙なバランスを楽しめます。

フレジェ ¥529

8 土 フランス菓子 一公

苺と白餡が上品な味わいの大福。

いちご大福 ¥200

7 金 菓子工房 田原

スプリングスイーツコレクション 2023
ブランシェ～かごしま まちの駅～（B1F）

人気店の春スイーツが曜日別に登場!

3/17（金）～3/29（水）

1

CAFÉ & RESTAURANT おいしい旬を味わえる、春限定メニュー

グロサリー 北野エース（B1F）

まるで花びらを散らしたような、桜えびのコロッケとポ
テトサラダ。春を感じる二品。

桜えびのクリーミーコロッケ
桜えびとあおさのポテトサラダ 
各¥400

Deli Sabot（B1F）

キウイ好きにはたまらないキウイ100%ジュース&
人気のバナナオレに旬の苺をMIXしたジュース。

キウイジュース （Mのみ）¥390
いちごバナナオレ ¥500

ジュースバー アマンビーチ（B1F）

ベーカリー ネッコ（B1F）

手作り惣菜 彩花（B1F）

北京酒菜 華翔（B1F）

6

8

7

9

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。

アツアツの鉄板ハンバーグに春野菜を添えて。エビ
フライやチキン南蛮の追加トッピングもOK。

春の鉄板ハンバーグ定食 ¥1,280

ちょうちょ家（B1F）

生ハムで巻いたアスパラやタケノコのフライに、春
の食材をたっぷり盛り込んだサラダ仕立てごはん。
※じゃがいもポタージュ付

春野菜のさわやかライスサラダ ¥1,210

カフェ ノリエム（2F）

春が旬の美味しいホタルイカと菜の花、高級食材
のからすみをのせた特製パスタ。

春のごちそう からすみパスタ 
ランチセット ¥1,730（終日 単品¥1,580）

ルーフガーデン レストラン（7F）

春感たっぷりのビジュアルは、食べると温かい苺大福の
よう。春限定のおぜんざい。 ※コーヒーor紅茶付

いちご大福ぜんざい ¥900

蒲生茶廊zenzai（7F）

マルヤの花市

花と緑のマーケット。LIVEや、生
演奏に合わせてオブジェを製作
するインスタレーションも。

4/15（土）・16（日）
10：00～16：00

日時

7F 屋上庭園ソラニワ場所

「ナイナラココニ」をコンセプトに、現在の価値観に
沿ったジェンダーレス、カルチャー、クラフトイズム、
各々の世界観を持ったウェア、グッズをセレクト。

毎日が楽しくなるような日々の暮らしに寄り添う
靴下や、ホームウェア、雑貨など、品揃え豊かに
ますます充実。大人な女性向けのショップです。

プティパ（2F）ナイナラ（1F→4F）

4

※写真はチキン南蛮トッピング

トッピング：チキン南蛮、エビフライ、からあげ 各¥200

SPRING COLLECTION
2023

3/16 
RENEWAL OPEN

3/29 
RENEWAL OPEN

1p（H1）8p（H4）



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。

3/17（金）　3/26（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。

エテ（1F）

EDWINとMARGARET HOWELLのコラボレーション20周年を記念した特別な
アイテム。（ノベルティ有）BASIC CHINOの新色も登場。（オフホワイト、インディゴ）

ブルゾン ¥50,600  トラウザー ¥39,600

シワの美しさと洗いざらしの風合いが魅力の、春夏シーズンを代表するシャーティング
リネン素材の新型。（DEEP BLUE、CINNAMON）

シャツ ¥34,100

SPRING
STYLING

春スタイルを格上げする

心弾むアイテム

デコボコ感のある軽やかな素材に、カラフルなお花プリント
のシャツワンピース。前ボタンを開けて羽織にしても◎。（イエ
ロー、ライトブルー）

ワンピース ¥27,500

表と裏で色の異なるカットソー素材のフード付ジャケットは、
ちらりと覗く鮮やかな配色感がJocomomolaらしいアイテ
ム。（ネイビー、イエロー）

ジャケット ¥24,200

ホコモモラ（2F）

ギャルリー・ヴィー
（1F）

カノコ編みの独特な表面感と、
ドライタッチな肌触りが心地良い
定番素材のニット。リラックス感
あるボックスシルエットが魅力の
プルオーバー。

ニット ¥23,100

タイル柄をイメージしたプリントを
あしらい、やわらかでさらっとした
肌触りのリラックスパンツ。ワイド
なシルエットは軽やかな印象で、
ぐっと春らしいスタイリングに。

パンツ ¥44,000

ローズ バッド
（1F）

フォーティファイブ・
アール（1F）

ヨーロッパのヴィンテージを
お手本に、ハリがありつつな
めらかで軽さのあるウェザー
生地で作ったオーバーカー
ゴパンツ。（ベージュ、グレー）

パンツ ¥46,200

コーディネートに取り入れたい、きれいな春色の商品を
たくさん入荷しました。

ジャケット ¥17,800
パンツ ¥15,800
カットソー ¥7,400
キャミソール ¥2,900

エルアールディーアール 
ニューノーマル
（2F）

パールのボタンがポイントのブラウス
は、襟元が空いたデザインで顔まわりを
スッキリ見せてくれます。暖かくなれば
羽織にもできる、長く使えるアイテム。
（ブラック、ホワイト、ピンク）

ブラウス ¥14,840

紐がついたハットは今期のトレンドアイ
テム。紐は垂らしたままでも首元で結ん
でも◎。取り外せばシンプルなハットに。
（ブラック、ホワイト、パープル）

ハット ¥6,600

マーガレット・ハウエル
（1F）

今期トレンドのツイード風編地ベスト。大きめのボタンや丸めフォル
ムのポケットなど、ディテールにこだわった仕様。デニム合わせがお
すすめ。（ネイビー、ピンク）

ベスト ¥16,500

デコボコと表情のあるジャガード素材のワンピース。ガーリームード
漂うアイテムに、カジュアルなインナーやボリュームあるシューズを合
わせたMIXスタイルをお楽しみください。（ブラック、オフホワイト、ラ
イトブルー）

ワンピース ¥17,600

カーフレザーの軽い仕上がりのハンドバッグは、50周年アニバーサリーの新作
ライン。間口はマグネットボタン、取り外し可能なショルダーストラップ付き。
（ブラック、ブラウン、ブルーグレー、パープルピンク）

バッグ ¥159,500

カード入れ6室、札入れ1つのコンパクトな三つ折財布。コインポケットの裏にも
ポケットがあり、切符などの収納にも便利。新色のオレンジやブルエッテも入荷。
（5～6色）

財布 ¥53,900

世界中で愛される上質なアイテムの新しい進化ジェル美容液のようにみずみずしく伸び、ぴたりとフィット。しっとりさ
らさらに仕上げるリキッドタイプのリップ&チーク。（4色）

to/one ペタル リキッド リップ アンド チーク 
¥3,300

洒落感も遊び心もやわらかさも、0.01mmのラインで自在に操る。
より細く、どこまでも繊細に描けるカラーアイライナー。（3色）

to/one カラー ブラッシュ アイライナー ¥2,860

パッと目を引くポップな色合い、透明感のある上質な光沢。人気の
アイシャドウから心弾む色合いの新色が登場。（4色）

to/one ペタル フロート アイシャドウ ¥2,420

春らしく、心躍るカラージュエリー
薄い膜で肌を覆うコントロールカラーから着想を得た、天然石ジュエリー「Veil」。
ぷっくりとした瑞 し々い天然石の煌めきを楽しんでいただけます。

1 ブレスレット ¥29,700（K10YG、ラブラドーライト）
2 ネックレス ¥31,900（K10YG、ブルーカルセドニー）
3 リング ¥28,600（K10YG、オレンジムーンストーン）
4 リング ¥44,000（K10YG、ブルーカルセドニー）
5 リング ¥28,600（K10YG、ラブラドーライト）

コスメキッチンマーケット
（1F）

〈WOMEN〉
リバティらしい鮮やかさと絵画のようなぼかしのタッチが印象的な、すっきりとしたバンドカ
ラーのオーバーサイズシャツ。同素材のスカーフでコーディネートにアクセントをプラス。

シャツ ¥20,900

〈MEN〉
二本の特徴的な糸を独自にブレンドして作り上げたツイストコットンを採用したカーディガ
ンは、パイルのような独特な表面感と肌触り。さらっとシャツの上から肩がけでもおすす
め。アウター感覚で着られるカラーデニムシャツ。90年代のアメリカンシャツのディテー
ルを落とし込んだ一着で、適度なオーバーサイズシルエットに。

カーディガン ¥14,960  シャツ ¥14,960

ファッションに新たな発想と発見

スタンダードの強さと新しさ

も
っ
と
美
し
く
も
っ
と
自
由
に
、
春
め
く
遊
び
心

ビューティ&ユース
ユナイテッドアローズ（1F）

ビューティ&ユース
ユナイテッドアローズ（1F）

フェリージ（1F）

ユニセックス

1

2
3

4

5
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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。

3/17（金）　3/26（日） 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。

3/17（金）　3/26（日）

腰回りゆったりで大きな後ろポケッ
トがポイントのRaPPELERのデニ
ムパンツ。華奢見えするテーパード
シルエットの軽い履き心地でオール
シーズンOK。（ネイビー、ホワイト）

デニムパンツ ¥20,900
ハリス／トリッペン

（2F）

着回しのきくデザインにこだわった、
ハーフ丈のスプリングコート。軽さと
快適なストレッチ性、イージーケア
な素材も魅力。

コート ¥39,600ラ エフ
（2F）

ラ エフ
（2F）

羽織るだけでおしゃれに見える、
ジャージー素材を使用したロング丈
のジレ。ラクな着心地ときれいなシ
ルエットにもこだわりました。

ジレ ¥20,900

サーリィ
（2F）

異素材プリーツが上品な抜け感を
演出するLallia Mùのカットソーワ
ンピース。前後どちらを前にしても
着用でき、表情を変えて楽しめま
す。（ライトグレー、ブラック）

ワンピース ¥23,100

※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。

KIDS
プチバトーブティック

（2F）

フィッシュテールとリブ襟のティップ
ラインがポイントのFRED PERRY
らしいシャツドレス。100％コットンの
オックスフォード素材で、カジュアル
な風合いながらもきれいめな仕上が
り。（BLACK、LIGHT RUST）

ワンピース ¥22,000

ヤードバーズ
（1F）

S P R I N G  W E A R

身に纏うのは

季節の心地良さ

WOMEN
S P R I N G  W E A R

日差しに映える

アクティブアイテム

MEN

胸の切り替え部分にリバティプリ
ントの春らしい小花柄をあしらった
sosottoのブラウス。（オフホワイト、
ライトグリーン、サックス、ラベン
ダー）

ブラウス ¥12,100

フロントのシャーリングがポイントの
sosotto定番ブラウス。リバティプリ
ント2023年春夏新作から3つの
プリントをチョイスしました。（ホワイ
ト、オフホワイト、ネイビー）

ブラウス ¥16,280
シャンブルドニーム

（2F）
シャンブルドニーム

（2F）
スタイルカウンシル

（2F）

ラコステ
（2F）

ラコステ
（2F）

表面には同色のワニエンブレム、
裏面には定番のワニエンブレムを
左胸にあしらった、表裏で風合いの
異なるリバーシブルフード付ジャケッ
ト。（グリーン、ベージュ、ネイビー）

ジャケット ¥36,300

スタジアムブルゾンを彷彿とさせる
ビッグサイズで立体感あるワッペン
がアクセント。綿100%で着心地
の良いフード付スウェット。（ホワイ
ト、ライトグレー、ネイビー）

スウェット ¥26,400

ディッキーズ
（4F）

ストレートなシルエットで男女問わず
コーディネートに取り入れられる、
TCツイル生地を使用したディッ
キーズの代表作。（ブラック、カー
キ、etc...）

874ワークパンツ ¥7,700

アヴィレックス
（4F）

小ぶりなバンドカラーと両サイドにあ
るラウンドポケットがポイントの
DANTON定番のシャツ。程よく余
裕のある動きやすいサイズ感で、デ
イリーに着まわせるアイテム。

長袖シャツ ¥14,300フリーダム
スタンダード ストア（4F）

ユニセックス

リバーシブル

ユニセックス

デニムブランドCaféttyのボーダー
ロンT（キナリ×グリーン、キナリ×
オレンジ、ホワイト×ブルー）。縦に
ストンと落ちるシルエットですっきり
見せてくれるデニムジャンスカ。

長袖Tシャツ ¥6,050
ジャンパースカート ¥11,000

margauxのシャーリングブラウス。
ボディラインをカバーし着痩せして
見せる、他にはないデザイン性。コッ
トンポリエステル素材で扱いもラク。
（ホワイト、ブルー、ブラック）

ブラウス ¥18,480
アンティル
（2F）

アンティル
（2F）

纏うだけで華やかな印象を与えるボ
タニカル柄は、いつの時代も愛され
るアイテム。フワッと空気を含んだ
ようなシルエットで着られるので、
あえてビビットなカラーボトムスを合
わせた春のスタイリングを楽しんで。

ブラウス ¥29,700

グレースコンチネンタル
（1F）

デニムジャケットが労働着からカ
ジュアルウェアとなる過渡期の
1953年モデル、通称2nd。エル
ヴィス・プレスリーが着用していたこ
とでも知られる1950年代の名作。

デニムジャケット 
¥23,100

ヤードバーズ
（1F）

色とりどりの雲プリントがキュートな
スウェット長袖プルオーバー。スポー
ティーな風合いで、デニムなどと合
わせたカジュアルスタイルと相性◎。

プルオーバー 
¥11,000～¥12,100

フラワープリントが愛らしい、やわらか
な手触りのチュビック長袖ロンパー
ス。スナップボタンで股下まで大きく
開くのでオムツ替えも簡単。出産祝
いにも喜ばれるアイテムです。

ロンパース ¥7,700

ラスベガス・ネリス空軍基地を拠点
にアクロバット飛行を行うアメリカ空
軍のアクロバットチームをグラフィッ
クモチーフにして、バラクータG9
ジャケットをモディファイ。（レッド、ネ
イビー、グリーン、カーキ）

アウター ¥25,080

ナイナラ（1F→4F）

ユニセックス

てんとう虫の刺繍など、遊び心あ
る細かいディテールがポイントの
BRU NA BOINNEのデニムパンツ。
“摩訶不思議”の名を冠するスウェッ
トにも、ムードある加工が満載。

デニムパンツ ¥24,200
スウェット ¥35,200

プティパ（2F）

ふんわりしたボイル生地のAライン
ワンピースは、羽織としても着回し
できる2WAY仕様。（3月中旬頃
入荷予定）

ワンピース ¥3,190

S P R I N G  W E A R

ハリス／トリッペン
（2F）

流行に左右されないオーソドックスなモデル。ぽてっとした
丸みを帯びたフォルムが人気のtrippenの「Sprint」。

レースアップシューズ ¥50,600

学生履きや作業履きのロングセラー「ジャガーシグマ」をベースに、
素材にこだわりカラーリングを一新したモデル「SK SIGMA」。懐
かしさの中に新しさを感じる一足。（ブルーグレー、イエローカーキ）

スニーカー ¥7,150

S P R I N G  S H O E S

3/29 RENEWAL OPEN

3/16 RENEWAL OPEN

5p4p



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。

3/17（金）　3/26（日） 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。

3/17（金）　3/26（日）

BEAUTY

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）

ロフト（3F）

パティオ（4F）

FASHION GOODS

LIVING TOOLS
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） クラスカ

ギャラリー＆ショップ
ドー
（2F）

手仕事による国産籐製品に
こだわり続ける山形県のツル
ヤ商店によるhairuシリーズ。
昔から親しまれてきた籐かご
のディテールはそのままに、い
まの暮らしになじむサイズの
小ぶりな籐かごです。

籐かご ¥12,100～

初めてのひとり暮らしや、
新しいことを始めたい方へのおすすめブック。

おうちを楽しむマイルーティン
¥1,430
ご機嫌なひとり暮らし５０のアイデア帖
¥1,650
ゆとりＯＬの毎日はなまるひとり暮らしルール
¥1,430 

なめらかな書き心地で、初めてでも使いやすい
ペン置き付のAZONXガラスペン。華やかな
透明感が生み出す芸術的な美しさが魅力。

ガラスペン ¥1,320～¥2,530

レリーフ彫りで描かれた鳥と葉のデ
ザインで、食事がもっと楽しくなる
birdプレート。birdマグはスタッキン
グできる抜群の安定感で収納◎。

プレート ¥3,520
マグ ¥2,200～

デンタルセレクトショップ 
スマイリーズ（4F）

PRINIA Smileの音波振動歯ブラシ。
歯磨きが苦手、早くきれいに磨きたい、
ついゴシゴシ強く磨いてしまう、矯正装
置やインプラントが入っている、家族で
使いたい…そんな方におすすめ。

音波振動歯ブラシ ¥11,000

目元口元おでこなど、気になる全て
のスポットに使えるN organic Vie
の高保湿美容液。さらっとしていて
べたつかず低刺激なので、朝晩はも
ちろん日中にもお使いいただけます。

N organic Vie
リンクルパックエッセンス 
¥9,240

高密度ポケットコイルを採用した脚付
マットレス。フレームはスチールメッシュ
仕様で、安定した寝心地を実現。

脚付マットレス・シングル 
¥34,900

細いシルエットと無垢座とファブリックのコン
ビネーションが特徴の「Glam STOOL」。
高さ調整機能付。
HIGH：W440×D440×H590～710mm
LOW：W400×D400×H430～550mm

スツール 
〈左/HIGH〉¥17,160 
〈右/LOW〉¥14,850

新生活と一緒に、コーヒーのある生活も始めてみませんか?

カーヴドステンレスボトル 〈355㎖〉¥3,850
ロゴマグ 〈310㎖〉¥1,045
スターバックス
オリガミ®アソートセット ¥420

スターバックス
コーヒー（1-2F）

春の花をふんだんに使ったブー
ケで、暮らしに季節の彩りを。

春のブーケ ¥3,500～

時計と温湿機能がおさめられた、Lemnosの
温湿時計。どんなインテリアにも自然に馴染
む心地よいデザインで、掛け時計としても使用
できます。

置き時計 ¥7,700

蓄熱性の高い鉄製で、ふっくらした玉子焼き
が焼けるambaiの角型フライパン。ファイバー
ライン加工で焦げやこびりつきを抑えます。

玉子焼きフライパン 
〈角小〉¥5,280 〈角〉¥6,050

デザイナー新居猛が1970年にデザインし、50年以上
国内外で愛され続ける「Nychair」。約一畳のスペース
でゆったりくつろげる折りたたみ椅子。（ホワイト、ブルー、
レンガ、グレー、キャメル）

チェア 51,700円～

1962年にカリモクで初めての国内向け自社製品として誕生したカリモ
ク60の「Kチェア」。程よい反発のある座り心地と、コンパクトで場所も
人も選ばないサイズが、長年多くの方に愛されている名作ソファ。

ソファ 〈1シーター〉50,600円～ 〈2シーター〉76,670円～

蒸す、揚げる、オーブン代わりにも使える、アルミ製の無水鍋。鍋はIH
対応で、蓋もフライパンとして使用可能。1994年グッドデザイン賞受賞。

無水鍋 〈20cm〉¥17,380 〈24cm〉¥19,580

1
ブルーム（1F）

春の装いをやさしく飾ってくれる、あこや真珠のジュエリー。
やわらかな光沢が上品で美しい大人の印象に。カジュアル
なスタイルにも合わせやすいデザインに仕上げました。
（K10YG、あこやパール）

パールネックレス ¥25,300
パールピアス ¥25,300

1

オンタイム 
鹿児島ロフト店（3F）

トレンドに左右されないヴィンテージ風スタイル。クラシックな
デザインとレトロな雰囲気のカラーリングは、コーディネート
に合わせやすく、ビジネスシーンにも普段使いにもおすすめ。

腕時計 
〈左〉¥24,200（4色）
〈右〉¥26,400（5色）※ソーラーウォッチ、電池交換不要

2

ディーアイ カゴシマ（4F）

世界初のシートメタルアイウェアを生み出した、1996年に
ドイツで誕生したic! berlin。最高品質のハンドメイドアイ
ウェアは、軽くて快適な掛け心地が魅力。

メガネ 
〈上〉Rast ¥59,950 〈下〉Haru ¥69,850

3

ハリス／トリッペン（2F）

手持ちでもショルダーでも使える「CI-VA」の月型バッグ。
イタリア製で、使い込むほど深みのある色合いに。（ブラッ
ク、ブラウン、キャメル）

バッグ ¥52,800

4

お仕事にもカジュアルスタイルにも合う、ワンショルダー型
のレザレットシリーズ。太めの持ち手がデザインのポイント。

バッグ ¥5,280

ルートートギャラリー（2F）6

クラスカ
ギャラリー＆ショップ ドー
（2F）

神戸発ブランドMARINEDAYのバッグ。撥水加工を施した
麻帆布とレザーの持ち手がポイント。ショルダーにも手提げ
にもなる2WAY仕様。（キナリ×キャメル、キナリ×ブラック）

バッグ ¥14,300

5

3

2

4

5 6

7

ヘアサロン 
ハナハナプラス（4F）

無印良品（5F）

çanoma人気の香りである早蕨の
シャンプーとリンス。香りはもちろん、
泡立ちや洗い上がりにもこだわった
アイテム。

シャンプー ¥4,400
トリートメント ¥4,565

髪質に合わせて3タイプから選べて、洗うたびに髪
がキレイになるシャンプー＆トリートメント。これからの
季節にピッタリな髪質改善アイテム。

シャンプー&トリートメント ¥7,040

今までにない輝きとまとまりを与えてくれるヘアオイ
ル。一度使うと手放せない新しいアイテム。

ヘアオイル ¥3,520

ブローやブラッシングに適したもの、クッション性があり頭皮の負担
を軽減するもの、心地良い刺激のものなど、お好みのヘアブラシ
を。コームやお手入れ用ブラシも有。

〈右〉ブナ材ヘアブラシ ¥890～

椿、バラ、柚子など10種の天然成分と、ヒアルロン酸、コラーゲ
ンなど7種の機能成分を配合。しっとりなめらかな肌に仕上げます。

〈左〉エイジングケアシリーズ ¥450～

※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。※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。

ナイナラ（1F→4F）

3/16 RENEWAL OPEN

プティパ（2F）

組み合わせ自由な春物の靴下3足セット。春らしいデザイ
ンや透け感がコーディネートのポイントに。

靴下 〈3P〉¥1,100

7 3/29 RENEWAL OPEN

ジュンク堂書店（6F）
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