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プレデフランセ アベニュー
[ファッション＆グッズ] 2F
素材感を大切にした大人
のナチュラルスタイル。流行
に左右されないベーシック
スタイルを提案。毎日の暮ら
しに溶け込むような着心地
のいいデイリーウェアから特
別なシーンの１着まで長く
愛用していただけるアイテ
ムを取り揃えています。

アインズ ＆ トルペ
[コスメ] 1F

国内外で人気のスキンケア・メイクから医薬品・サプリメ
ントまで、バラエティ豊かな品揃えのコスメのセレクト
ショップ。

マルシェドブルーエプリュス
[ファッション＆グッズ] 1F
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「衣・食・住」をテーマに、シ
ンプルだけど大人の遊び心
のある雑貨をラインナップ。
日々の生活にちょっとしたこ
だわりをプラスします。マル
シェを散歩するような日常
のひとコマを。

ヌエール
[ファッション＆グッズ] 1F

BAG、SHOESを中心としたファッション雑貨ショップ。
オリジナルブランド「nouer」「PECHINCHAR」をはじめ
デザイン性の高い国内外ブランドのセレクトでファッ
ションスタイルにプラスαの彩りをご提案いたします。

コスムラ
[コスメ] 2F

アップスイング
[ファッション＆グッズ] 2F

「ベーシックからトレンドまでの幅広い商品で、全ての
女性の暮らしの装いに彩りをプラス」をコンセプトに展
開するアクセサリーショップです。

韓国有名ブランドを豊富に取り揃えたビューティースト
ア。プチプライスのメイクアイテムからスキンケアアイテム
まで、最新のトレンドアイテムを中心に展開しております。

ハニーズ　ディー.ストア
[ファッション＆グッズ] 2F
「高感度・高品質・リーズナ
ブルプライス」をコンセプト
に、幅広い顧客層をター
ゲットにし、トレンドからベー
シックまでファッションを
トータルでご提案いたしま
す。

ニシカイガン アンカー
[ファッション＆グッズ] 2F

サマンサモスモス ケイッティオ
[ファッション＆グッズ] 2F
ココロの豊かさを求める女
性たちに向けて「遊び心」を
大切に「楽しさ・やさしさ・
心地よさ」を提案。ナチュラ
ル感やぬくもりを感じられる
ような着心地の良い商品を
取り揃えています。

イルーシーサンマルマル
[ライフスタイルグッズ] 3F
あれもいるし♪これもいる
し♪イルーシーサンマルマ
ルはアクセサリーから生活
雑貨まで330円(税込み)を
中心に、「日常に彩り」を
テーマにライフスタイルを提
案します。

自分らしい“ベーシックアイ
テム”と新しい自分の“トレン
ドアイテム”が見つかる場所。
今らしいファッションを楽し
む女性のためのブランド。

ライトレーベル
[ファッション＆グッズ] 3F
「Light Label」がセレクトす
るアイテムは国内外のブラン
ドや産地と直接やり取りし、
自分たちが本当に良いと思
えるメガネだけを厳選。時代
や流行にとらわれないこれ
からの時代の新しいメガネ
レーベルです。

キャンドゥ
[ライフスタイルグッズ ] 3F

まいにちに発見を。暮らしはちょっとしたことで楽しくな
ります。見なれた空間もささいなきっかけで、パッと輝き
出します。キャンドゥはそんな発見をお届けします。

ヴィレッジヴァンガード
[ライフスタイルグッズ] 3F

ヴィレヴァンが天文館に帰ってきた！天文館の雰囲気をイ
メージしたお店に、これでもかと商品を詰め込んでお届
けさせて頂きます。アナタの「推し」もきっと見つかるはず！

西海岸 ANCHOR は、世界中から集めた古着の中で
トレンド物だけではなく、ベーシックな物や人とはかぶ
らない一点物が幅広く探せるお店です。

チュチュアンナ
[ファッション＆グッズ] 3F

エービーシー・マート
[ファッション＆グッズ] 3F

ライフスタイル＆トレンドの２つの視点でセレクトした
シューズを多数ご用意！豊富な品揃えが魅力の足元か
らライフスタイルを提案するシューズショップです。人気ブ
ランドの新作・定番スニーカーから、レディースシューズ、
キッズシューズまで幅広い品揃えでお待ちしております。

ザ・パワースポット
[ファッション＆グッズ]
3F

The Power Spot（ザ・パワー
スポット）は、世界中のパワー
スポットから取り寄せたオリ
ジナルアイテムの他、世の中
で最古のお守りといわれる
癒しの秘石「dZi Beads」
（天珠）に、ハイクオリティな
天然石をあしらったパワー
ストーンジュエリーを取り揃
えています。

サリア

[ファッション＆グッズ] 2F
クリスタルティアラ

[ファッション＆グッズ] 2F
「Stylish & Cute」をコ
ンセプトに大人のスタ
イリングを提案します。

Enjoy! Your socks & inner style!!

韓国直輸入を中心とした、BT21公
式グッズ、アクセサリー、雑貨の販売
店です。BT21公式グッズは、約50
種類以上取り揃えています。また、ス
ワロフスキークリスタルや、キュービッ
クジルコニアなど輝きを重視したア
クセサリー、スマホポーチ、Bag、
キーケースなど、流行に敏感な女性
の個性が引き立つワンランク上の
おしゃれ空間を演出します。

エイアイミルフィユ
[フード] 1F

下荒田の銘店アンテレサント ミルフィユとして、天文館に
初出店！鹿児島の中心地で、本格派のケーキ・洋菓子の
店として、品揃え豊かにスイーツを取り揃えました。

鹿児島初！鹿児島初！

鹿児島初！

鹿児島初！

全国初!

全国初!

全国初! 九州初！

九州初！

九州初！

いくつもの雑貨店やハンドメイド作家アイテムが集合。
一年中、マルシェが楽しめるショップです。
また、常に変化し続けるポップアップエリアも併設し、話
題とワクワクを提供していきます。

ガシャココ
[ライフスタイルグッズ] 2F

『ガシャココ』とは？「こころおどる、がココにある」をコン
セプトにしたカプセルトイショップです。子供も大人も欲
しかったものや思わず欲しくなってしまうものに出会え
る。皆さんにの日常にちょっとした楽しみや喜びを提供
するショップです。

レトロガール
[ファッション＆グッズ] 2F

レイバン サーティファイド ストア
[ファッション＆グッズ] 3F

レイバンはサングラス、メガネの展開するグローバルリー
デイングブランド。九州で初めてのオンリーショップ。常
時400本の品揃え。

鹿児島初！

サックド ビジュー
[ファッション＆グッズ] 1F
「GO L DY」「 g a r g l e 」
「LIMITED NUMBER」をは
じめとした旬のアクセサリー
を中心に、オリジナルブラン
ド「SALONdeRUBAN」やイ
ンポートブランドのバッグ・
雑貨でトータルでファッショ
ンを提案する、SAC'S BAR
プロデュースのセレクト
ショップです。
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｜099-248-8706 ｜099-210-7858｜ 099-295-0354

｜099-248-7761

｜099-248-9652 ｜099-294-9717 ｜099-248-7345 ｜099-295-3004

｜ 099-813-7166｜ 099-298-9027｜099-248-7775

｜ 099-295-6602

099-213-9237｜

099-295-3221｜

｜099-298-9455

｜099-248-9561

｜ 099-224-1020｜099-224-1020

｜ 099-248-9198

099-221-1717｜

｜ 070-1246-2182｜ 099-210-7393

｜099-295-0478

イチゼロニイチ
ストリートマルシェ
[ライフスタイルグッズ]
2F｜ 099-295-3944
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スシサケサカナ スギダマ
[カフェ＆レストラン] 2F

ゴンチャ
[カフェ＆レストラン] 1F

台湾で創業し、世界で約1,700店舗を展開するグロー
バルティーブランドです。茶葉本来の味わいと香りにこだ
わった上質なティーメニューを中心に、豊富なドリンクメ
ニューをカジュアルなスタイルでお楽しみいただけます。

エステティック
ティービーシー
[サービス・その他]
2F

TBCは女性の多様なご要
望にお応えできるエステ
ティックサロンです。ＴＢＣな
らではの高品質な脱毛、ボ
ディシェイプ、フェイシャル、
ブライダルエステティックを
提供し、女性の美をトータ
ルサポートします。
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カジツビヨリ
ドルチェリア
[フード]
1F

フルーツスイーツカフェ「果
実びより」で人気のルシャポ
（ケーキ）やフルーツサンド
他、日本国内に限らず、世界
中からセレクトしたフルーツ
のお菓子や紅茶、ジャムな
どの食品を中心に日常にア
クセントをつけるアイテムを
豊富に取り揃えております。

レモネードバイレモニカ
[フード] 1F
金沢生まれのオリジナルレ
シピを使用した本格レモ
ネードのテイクアウト専門
店。お客様好みのカスタマ
イズしたオリジナルレモネー
ドを提供致します。

鹿児島初！鹿児島初！全国初!

全国初! 全国初!

全国初! 全国初!

全国初! 全国初!

全国初!

鹿児島初！

鹿児島初！

鹿児島市天文館にChinese DELIがオープン！台湾や
香港など、中国各地の美味しいものを現代風にアレン
ジした屋台風惣菜や、大きな蒸し器で常時蒸し立ての
ホカホカの包子（パオズ）や焼売、中華スイーツなどご賞
味ください。天文館にお立ち寄りの際はぜひ！

トリカワタケノヤ
[フード] 1F

博多のソウルフード「博多ぐるぐるとりかわ」。焼いては
寝かし、焼いては寝かしを繰り返し72時間。「博多ぐる
ぐるとりかわ」は、タレ味でも塩味でもない「竹乃屋の
味」。お土産にも対応いたします。

キタカタラーメン トシショクドウ
[カフェ＆レストラン] 2F　　

「安くて旨い」にこだわった鮨をはじめ、お料理はほぼほ
ぼ税込329円。種類豊富な日本酒も取り揃えております。

ハトヤノパン 
[フード] 1F

国産小麦のおいしいパンと大地の恵みのすてきな出会
い。日本の旬を、お気に入りの場所で。焼きたての自然、
めしあがれ。

ナンボヤ
[サービス・その他] 3F

ホケンクリニック
[サービス・その他] 3F

無料の保険相談で「ぴったりの保険」が見つかる。保
険クリニックが独自に開発した「保険IQシステム」を利
用することによりコンサルタントの主観に偏ることなく数
多くの保険の中からお客様にぴったりの保険選びをサ
ポートできます。

「なんぼや」は、お客様が使用しなくなったブランド品、
時計、宝石、貴金属などの買取専門店です。お客様が
大切にされてきたお品物を、バリューデザイナー（鑑定
士）が確かな目利きで丁寧に査定、買取いたします。

ススムヤチャテンエル
[フード] 1F

カジュウコウボウカリン
[フード] 1F

マイスターが厳選したフルーツを使用し、オーダーを頂い
てからつくるフルーツ専門店生まれのジュースバー。
フルーツ本来の美味しさと栄養がいっぱいのつくりたて
ジュースで、感動と健康をお届けします。

すすむ屋茶店が日本
茶のギフトショップを
作りました。全ての茶
葉を試して購入でき
る、実験所を併設した
日本茶専門店です。

カイノ
[サービス・その他] 3F

南青山・梅田・なんば・福岡
天神を中心に28店舗展開
しているトータルビューティ
サロンKAINO。ヘアー・ネイ
ル・アイゾーンをトータルに
提案し、お客様の美しく・
かっこよく「なりたい」を叶え
るサロンです。

ボクジョウカラノ
オクリモノヒラマツ

[フード] 1F
ミルコーヒー
[カフェ＆レストラン] 1F

本格的なコーヒーと、自社の手作りスイーツや季節のフ
ルーツを使ったパフェを、自社新業態のカフェで提供し
ます。

素材を知り尽くした牧場主が手掛けるデリカテッセン。
鹿屋市の平松牧場は『土から育てる和牛』をテーマに
土づくり・牛づくり・食づくりまで一貫して行っています。
牧場直送の素材を美味しく仕立てお贈りします。

カゴシマアイビーディーショウカキナイカクリニック
[クリニック] 4F

テンモンカンセントラルシカ・キョウセイシカ
[クリニック] 4F

当院では、スタッフ自身が受けたいと思う治療しかご提
供致しません。現状に満足せず、患者様が何を求めて
おられるのかを常に追求し、お一人お一人の声に耳を
傾けて、スタッフ一同、日々勉強しております。
少しでもお口に関することでお悩みがある方は、是非、
お気軽にセントラル歯科グループにお越しください。

当院は潰瘍性大腸炎やクローン病（炎症性腸疾患： 
IBD ）を専門としています。「消化器・ IBD 専門クリニック」
として、消化器疾患全般の専門的な検査 ( 胃 / 大腸カメ
ラ等 ) と治療を行います。また、「天文館の保健室」として
一般内科全般に対応しますので、お気軽にご相談下さい。

ソウゴウヤッキョク
[クリニック] 4F
わたしたちは、すべての
健康への願いをささえま
す。お薬のことはもちろ
ん、健康についてのさまざ
まな取り組みをとおして、
あなたのため、ご家族の
ため、地域のための薬局
をめざします。
そうごう薬局は「みんなの
健康ステーション」です。

ベビーパーク
[サービス・その他] 4F｜

生後2ヶ月～3歳対象のベビーパークは、お子さまの知
的能力だけではなく、運動能力も高め、手先の器用さ、
社会性までを育てる乳幼児親子教室です。発達のタイ
ミングに合わせた幼児教育(=適期教育)による「叱ら
ない楽しい育児」を肌で感じてください。

澄んだスープは旨味がグッとくる。そのスープに製麺所
直送のちぢれ麺が絡み、店内仕込みのチャーシューは１
杯１杯の注文毎に切り立てを提供するカウンター17席と
お子様連れ優先のBOX席（４名）のラーメン専門店です。

0120-415-181

カワイ音楽教室では3歳から
大人、シニア世代の方まで楽
しめるピアノの他、ギター、オ
カリナなどのコースがござい
ます。「続くかどうか不安…」と
いった方に各コース無料体
験レッスンの他、オススメの短
期トライアル(おためし)コース
(有料)をご用意！この春から
始めてみませんか？

トナリノトビラ
[サービス・その他] ４F
子どもたちを対象としたモ
ノづくり体験ワークショップ、
トークイベント、展示など、学
び・体験を生み出す企画を
実施するスペースです。

となりのとびら

テッパンヤキ
イイトコドリ

[カフェ＆レストラン] 2F

「鉄板焼 いいとこどり」は厳選素材の鉄板焼料理をメイ
ンとして、多くのお客様に喜ばれるランチメニュー・ディ
ナーメニューを準備しております。

ブリュー
[カフェ＆レストラン] 4F

図書館のフロア内で、美味しいコーヒーと各種ドリンク、
アルコール類と軽食もご用意しております。お気に入りの
本に合わせてゆっくりとお楽しみください。

鹿児島初！

九州初！
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｜ 099-248-9597

｜ 099-225-7411

｜ 099-294-9517

｜ 099-248-9206 ｜099-248-9090｜099-248-7445

｜099-295-3331 ｜099-294-9511

｜099-294-9195

｜ 099-294-9641

｜ 099-294-9550｜ 099-295-0259 

｜099-248-7506

｜099-204-7071

｜0120-667-929｜0120-66-1333｜ 099-210-7500

｜ 099-813-7548 ｜ 099-224-6480

カワイミュージックスクール
[サービス・その他]
4F｜ 099-226-5388

ヘイヘイ
チャイニーズ デリ
[フード]
1F｜ 080-8115-4454


