
sc@sugamo-maruji.jp

巣 鴨

豊島区巣鴨 4-21-11
TEL 03(3910)1409

元気に素敵生活

配送サービスご利用できます

次回友の会スタンプ倍押し期間

始めましたFacebook

マルジがフェイスブックを
始めました。最新の情報や
お得な情報など紹介してい
ます。ぜひご覧ください。

お買上品を有料にて宅配便
でお送りします。大きさに
より送料は変わります。
※詳しくはサービスカウン
ターでおたずねください。

店内商品は全て税込価格となっていま
す。お値札通りのお支払いです。

巣鴨のマルジ Facebook

は税込価格です

１２月１５日（日）▶１７日（火）

友の会ご案内

※詳しくはサービスカウンターでおたずねください。

入会はカンタン！

お得です！

今すぐ友の会に

ご入会ください！

200

３

1,000

●スタンプはレシート　　円毎に1点です。

●満冊になりましたら　　　円分（税込）の

  お買物ができます。

●入会金不要、有効期限は　 年です。

●有効期限が切れていても点数の半分は新規　

　カードに移せます。

INFORMATION

失禁ショーツコレクション

欲しくなるエコバッグ

マルシェ
９７２円

じ

お気軽にご利用ください

　　　　裏の
公園トイレは
車イスでのご
利用ができます

いいことあるある♪毎月２日は

の日

02
まる、

　倍！

友の会スタンプ

２

年内無休

営業のご案内

お客様の作品

マルジはすべて
税込価格です。

チュニック、フランス製マフラー&マフの、色や柄はほかにも色々ございます。

フランスの

　　彩をまとって

マルジでは、健康・長寿・幸福
を願う赤パンツの、赤いハギ
レを、みなさまにおすそわけ
しています。ご来店の際には、
ぜひお持ち帰り下さい。
また、ハギレで作った作品も
募集しております。

草加市
飯塚様

かわいらしい2匹のネコとフクロウたち。

色々な素材を組み合わせた素敵な作品です。

ミニーマウス

ミッキーマウス

マイメロディ

M・L・LL

各 500円

ハローキティ
スヌーピー

１１月７日（木） 

▲

１１日（月）

全館・全品
20%OFF

友の会ご優待セール

※ご優待レジは期間中、午後６時終了です。

※優待ハガキは、友の会カード

のスタンプを貯めて、本年 9 月

15 日までに住所氏名を記入して

満冊交換した方、または 3 年以

内に優待セールにご来店いただ

いた方にお出ししています。

まだ友の会カードをお持ちで

ない方は、来年6月（予）のご

優待セールに向けて、

ぜひご入会ください♪

お誕生日のご登録をお済
みでないお客様は、優待
ハガキに誕生日をご記入
の上ご提出ください。

おハガキ持参の
方に限ります！

ずっと
 大好き！ 赤

シュパっ !

１号館

１号館

コンパクトＭ
２，１３８円

ポケッタブル
１，０５８円

MOTTERU
ゴム留めで
まとめやすい

カシャカシャしない柔らか素材

デイリー
７５６円

ビッグマルシェ
１,８３６円

※スーツケースに装着できます。

全タイプ各５色ございます。品切れの際はご容赦ください。

他にも色や柄があります。
ぜひお店で見てみて！

リュック
９７２円

シュパッとたためて片付けらくちん！

ボストン　４，２９８円

ドロップ
２，１３８円

スナップ留めで
コンパクト

冬のフランスは、しっとりと落ち着いた雰囲気。
フランスの小物をアクセントに、おしゃれを楽しんで！

今まで有りそうで無かった
ボーダー柄登場！
早くも大人気なんです！

骨盤で止まるので
おなかが苦しくなりにくい

浅履きタイプ。

気持ち華やぐ！
ローズレッドのフロント

レースショーツ。

１０ｃｃタイプ
Ｍ・Ｌ・ＬＬ　１，０００円

１０ｃｃタイプ
Ｍ・Ｌ・ＬＬ　１，０００円

１０ｃｃタイプ
Ｍ・Ｌ・ＬＬ　１，０５０円

人気Ｎｏ．１ カラー豊富 　新登場！

マルジ

優待

はがき

優待ハガキを差し上げた『友の会』会員の皆様、

ご来店をスタッフ一同お待ちしております。

モデル着用アイテム

フランス製マフラー　各 １,３８０円

フランス製ハンドマフ各２,１６０円

ニットチュニック　　各２,５８０円

第０２３７号（マルジほのぼの新聞）令和元年１１月　購読料無料

４号館

フランス製マフラー
１５ｃｍ幅　１,３８０円～

フランス製マフラー
３０ｃｍ幅　１,９８０円～

フランス製ハンドマフ
各種　２,１６０円

２
次回友の会スタンプ

　　倍押しセール

スタンプを貯めるチャンスです 　　　のトイレは
お気軽にお使いください

　　　　裏の
公園トイレは車イス
でのご利用ができます

1952年

昭和2７年創業

第０２３７号（マルジほのぼの新聞）令和元年１１月　購読料無料

マルジ常務

 １１月号2019 年

創刊２０００年４月

０２３７号

１２月１５日（日）▶１７日（火）

■当たり前のように電柱倒壊や堤防決壊が起きる時代

地震や台風など自然の猛威が牙をむき激甚被災が広がる

時代、 日本に住むすべての国民にとって他人事ではありま

せん。１９９６年以降の異常天候は年々形を変えながら激甚化と広域化が加速

し、そして建築構造物は経年劣化して壊れやすくなる。国が膨大な借金漬け

の中で、 子育て世代、高齢者世代、国防などに対する国家予算をどのように

配分するかは重要かつ困難な問題です。我々が自分でできることは小さなこと

かもしれませんが、マルジではいざという時に対応するため、 防災グッズ、 非

常食はじめショーツ、 タオルなどの消耗衣料品の品ぞろえ強化を決めました。

■感動を与えてくれたラグビーＷ杯、 「歴史が変わった」

我々の青春時代、 テレビの人気ドラマはラグビーが題材でした。

東京の強豪高校は目黒高校、 国学院久我山、 そして保善、

本郷、 帝京、 城北と懐かしい名前が連なります。 技術 ・ 体力 ・

戦略をベースに、 一瞬にして変化する試合の時空間とその場面におけ

る戦略的判断の結集したスポーツそれがラグビーだと思います。 ワールド杯の

アイルランド戦、 スコットランド戦を見ていて感動で涙が出そうでした。 このマル

ジ新聞が発行される頃にはワールド杯は決勝を終えていますが、 この原稿を

書きながら、 いつの日かオールブラックスと戦う日本代表を夢見ています。

■娘夫婦がテレビ東京 「よじごじ Days」 に出演

実はワールド杯のテレビ放送２試合を娘夫婦と見ていました。 娘

の旦那さん小島祐司氏はフランスチームに属した元プロ ・ ス

キーヤーで、 今は巣鴨駅から六義園に向かう途中に高

齢者向けの健康ジム 「スティックサイズ」 を開業していま

す。 彼は国際トレーナー資格ＣＳＣＳを取得しているので一緒に見ていて、

面白い解説を聞くことができ感動が深まります。 娘夫婦で１０月１０日のテレビ

東京 「よじごじ Days」 に出演したのでご存知の方もあるかもしれません。 ま

たタウン誌 「すがも」 で 「こじマッチョの健康手帳」 というコラムも書いています。

■「頭がいい人は脳を 『運動』で鍛えている」 （ワニブックス）菅原洋平著

異常天候や地震などの 「まさか」 に襲われたとき、 健康な体力を維持して

おくことが運命の分岐点になることも多いと思います。 この本の著者 ・ 菅原先

生は今年１月に全国経営者ゼミに登壇され 「質の良い睡眠」 についてお話

しされました。 どんなにハードな運動をしていてもそれは健康とは違います。

とても読みやすい本なのでこれを機会に

お勧めいたします。 夏の疲れは秋風が

運ぶと申します。 皆さん一緒に健康生

活を目指しましょう。 　           合掌

「おばあちゃんの原宿」が
　キャッシュレス化？！

商店街の街路灯フラッグにメルペイさんの広告フラッグ 「メルペイ通り」

が付いた。 スワッ！ 『“おばあちゃんの原宿” が全店キャッシュレスになっ

たか？』 の誤解を受けた。 連日のようにキャッシュレスと消費税ポイント

還元のマスコミ取材が訪れて、 マルジも

取材を受けた。 当店も QR コード決済は

申し込んではいるが、 時間もかかりまだ

機材も届かない。 ましてやメルペイさん

の加入は出来てないのでフラッグに申し

訳ないと思っている。自分でも PayPay,

LinePay に入って使ってみると、 コンビ

ニ等の還元ポイントレシートを見るのが楽

しくなって来た。が、パソコンよりも個人

情報がスマホに入るようになり、 セキュ

リティが心配になってきた。

タウンガイド

マルジ社長

江戸時代の園芸の里 「巣鴨」 の

風情を残す 「菊まつり」 です。

秋の一日 「ぶらりお参り、 ゆった

り巣鴨」 にてお過ごしください。

１１月６日（水）～１４日（木）

中山道菊祭り

の日
１１月２日（土）　

１１月７日（木）▶１１日（月）　

2,000 円で１回

抽選が出来ます。

１万円のマルジ商品券

空くじ

なし 当たる！

　あたる！

１１月１５日（金）▶１７日（日）　

友の会
スタンプ２倍！

★スタンプが通常の２倍！ ご入会のチャン
　スです！　新入会のお客様にはプラス５点
　のプレゼント！

１１月３０日（土）▶１２月１日（日）

お楽しみ賞品たくさん！！

ウィンター抽選会！

１１月のご案内

＊ぶらり巣鴨＊

調布市 I 様御一行様

特賞

赤パンツ物語
マルジ 赤パンツ誕生 四半世紀 記念連載

第５回 「運命を変えた出来事❸ ‐文化 ‐ 」

世の中でインターネット通販が進むなか、２００５年、遅ればせながらマル

ジも「楽天」への出店を果たしました。売るためではなく、 知らせるための

出店、広告塔です。それにより、新しい客層開拓が進み、マスコミ報道の

中身が変わり始めました。

そんな流れのなか、2007年赤パンツの運命を変える３つめの出来事があ

りました。倉本聰脚本ドラマ「拝啓、父上様」のいちシーンとしてマルジの

赤パンツ売り場が登場したのです。朝5時半から行われたロケの様子を見

て、赤パンツが「物から文化」へ昇華していくことを確信したのです。

2009年9月、マルジ4号館を世界で初めての「赤パンツ専門店」として

リニューアルしました。それはマルジの「一生一品」として、赤パンツを文

化として取り組む覚悟の現れでした。

還暦の同窓会の幹事を任されたというお三方。

「祝還暦」の刺しゅうをほどこした赤のマフラー

タオルを、参加人

数分お買い上げい

ただきました。

１０代から大人へ

の３年間、全寮制

の看護学校で寝食

を共にし、人の命

に向き合ってきた

みなさん。

絆の強さを感じま

した。

★最終日は１８時で終了です。

台風１９号で被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます

おハガキによる友の会
ご優待セール！

１００円で１点

★期間中、新入会の
　お客様にはプラス
　５点のプレゼント！
　この機会にぜひ

１１月２５日（月）▶２７日（水）

使
え
る
店
は

そ
ん
な
に
は
な
い
よ
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メルペイ通り

↑
メ
ル
ペ
イ
さ
ん
の
広
告

★毎月 2 日はマルジの日！

　みんな待ってる♪スタンプ２倍！

貯まる！

　たまる！

マルジ友の会カード

新入会キャンペーン

酉の市では毎年たく

さんの熊手商や、 食

べ物を売る露店が立

ち並びます。

大鳥神社酉の市

全館・全品

マルジ

優待

はがき

おハガキを
お忘れなく！

★おハガキを差し上げた「友の会」会員の皆

　様、ご来店をお待ちしております。ご優待

　レジは期間中18時にて終了します。

　おハガキ発送についてなど、詳しくは裏

　面をごらんください。

１１月８日（金），２０日（水）


