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友の会スタンプ

２

INFORMATION

マルジのレジ袋は、有料です。

友の会ご案内

※詳しくは店内スタッフにおたずねください。

マルジ柄のレジ袋は、サイズに関わらず１枚３円。

無地の特大サイズは、１枚５円です。

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！

●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。

200

３

1,000

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

＆Facebook Instagram
フェイスブックとインスタグラ

ムで、ほのぼの新聞では伝えき

れない新しい情報を発信してい

ます。ぜひ覗いてみて！

巣鴨のマルジ

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。

は税込価格です

一部の赤パンツ商品は、

アマゾンでもお取り扱

いしています。すぐ届

く素早さが便利！

どうぞご利用ください。

マルジの赤パンツ、アマゾンでも
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２倍　　　２倍　　　毎月１５日～１７日は、友の会スタンプ　　　 押しの日

来月は 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１１月１５日（月）▶１７日（水）

前回、 ついでのようにご紹介した、 文房具店「大洋産業」さん
の後にオープンした 「脊椎セラピー巣鴨灸丁目」さん。
ホームページを見て興味が湧き、 ちょっと行ってきました。 対人
非接触で寝ているだけの全自動。
脊椎は人間の屋台骨。 脊椎神経の圧迫からくるトラブルは、
猫背、 腰痛、 肩こりから、 片頭痛、 不眠症、 生理不順などさ
まざま。 とくに近年はパソコンやスマホで姿勢がかたまりがち。
人はみんな少しずつ体格も違うしツボの位置も違う。 客ひとり
ひとりの背骨の長さや形状・特長を自動スキャンして、 その人
にあった動きで、 マッサージ、 お灸、 指圧、 温熱、 牽引、 サ
ウンドセラピーが一度に。 温かさも相まって、 リラックスして眠
くなり、 半覚醒の状態に。
終わったあとは多少汗をかいています。 とくにこれからの季節
はお着換えを持って行くと良いかもしれません。 そして、 この汗
のぶんだけ老廃物も流れ出たのかと思うと、 生まれ変わったよ

うな気分になります。 個人の感想ですが、
背中の荷物をおろしたような、 身長が5セ
ンチぐらい伸びたような、 いつもは歩きづら
いだけの地蔵通りの夜間工事も、 楽し気な
お祭りに見えてくるから、 不思議です。

ィース・アパレルですら、 東京の問屋街では目新しい商品

が手に入りにくいのが現状です。 　　　　

■未来の日本を背負う子どもたちのために考えます！

覚えていますか？　去年3月、 どこの店にもマスクが無かった

ときにマルジが無制限でガーゼマスクを売り出しました。 自

慢したところで笑われそうですが、 アベノマスクよりマルジの

ほうが断然早かった。 これは日本国内で仕事がなくなった縫

製工場にお願いして緊急対応した結果で、 エトワール海渡

様の協力がなければできなかったことで、 ある意味で奇策でした。 しかしそ

れ以降マルジでは、 アルコールジェル、 不織布マスク、 フェイスシールド、 そ

してGODIVAのチョコレートに始まり、 今年の3月にはミキモト様の高級美容

グッズを、4月にはエトワール海渡様のオリジナル品まで特別価格で販売しまし

た。 現在は、 通販商品の 「ジャンピング・クッション」 などの新商品も登場

しています。 いまテレビでは、 自民党総裁選の討論会で 『こ

ども庁』 の議論がされていますが、　　マルジも小さなお子さん

をもつファミリーのために何ができるか、 商品構成を考えてみ

ます。 何が必要なのかご意見をお待ちしています。 　　　　　合掌

■秋が遅れた百貨店売り場

この原稿を書く直前に、 知り合いのメーカーさんからこんなメールが届きました。

「上海郊外の工場に発注してある商品が作れなくなった。 コロナ感染で工場

がロックダウン……再開してももう今年の冬物として間に合わない。」 というの

です。 アパレル製品の日本国内生産は３％を切り、 ほとんどが海外製品です。

中国ではコロナによる理由だけでなく、 日本メーカーの企画生産があと回しに

なっているそうです。 理由は、 コロナ禍で欧米の経済復活政策が進み、 急遽

ヨーロッパやアメリカから大量の商品発注が中国工場に入っています。 しかも

世界はインフレで価格上昇、 日本は相変わらずデフレで、 据えおき価格のうえ

発注数量は欧米と比較すると明らかに少なく、 その割にいろいろ品質面でうる

さいので日本の発注があと回しになるのだそうです。

■その昔、赤パンツ館は子供洋品店だった。

応募抽選会のお客様からのご要望に 「もっと子供用品を扱ってほしい」 という

声が多くありました。 私には４人の孫がいて子供洋品を扱いたいと思うのです

が……14 年前の 2007 年ころ、 東京にある子供洋品の問屋・メーカーさん

が次々と倒産・廃業したのです。 われわれ小売業が独自で海外生産するには

あまりに生産ミニマムロットが大きすぎて手が出せません。 正直をいうと、 レデ

１０月のご案内

マルジ社長

予定は変更になる場合がございます。

「子供洋品は扱えないけど、子供たちのために手を尽くします」

おじぞうさんぽ 第６回

生まれ変わる地蔵通り商店街

１０月２日（土） １０月１５日（金）～１７日（日）

１０月２６日（火）～１１月１４日（日）

貯まる！

　たまる！

１０月９日（土）▶１０月１０日（日）

ガラポン抽選会ガラポン抽選会ガラポン抽選会 マルジ友の会
優待セール
マルジ友の会
優待セール
マルジ友の会
優待セール★2,000 円で１回抽選ができ

ます。特賞は１万円のマルジ
商品券！最終日は１８時で終了です。

★LINE 会員は買物無しで１回引けます！
※ガラポンクーポンを配信します。

★毎月２日はマルジの日。友の会スタンプ
　が通常は 200 円につき１点ですが、期間
　中は100円につき１点つきます！新入会
　のお客様にはプラス５点プレゼント！

「見取り図」さんご来店
9/15（水）TBS テレビ 「ラヴィット！」

食レポの店紹介で、マルジにも立ち寄ってくれたお二人。そこへ局の人

のキツ～イ質問が！「この人たちの名前わかりますか？」と近所のオバ

チャンへ。「え～知らないわね」「見たことあるかな」「〇〇さん知ってる？」

「△×山さん知らない？」と聞きまくりました。意気揚々としていた「見

取り図」さんは、凍りついた瞬間だったでしょ

う。ボコボコにされて足元フラフラのお二人

でしたが、そこに若い女性が現れて「大ファ

ンなんです！サインくださ～い」と近づ

いて来ました。

「見取り図」さんは生き返り、ジャングル

で天使に出会った様な感じでした。まっ

たく巣鴨のストリートはジャングルだ。

ストリートジャングル

マルジ常務

■脊椎セラピー巣鴨灸丁目　営業時間：10 時～ 21 時

地蔵通り商店街 眞性寺

中山道
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巣鴨灸丁目

マルジの日

ゆがまずに
生きていく２

◆対象の方
※

に優待ハガキをお送りします。 到着したおハガキの内容を
　ご確認の上、 おハガキ持参にてご来店ください。
◆マルジ３店舗、 対象外商品無し！ ２０％offでお買い物していただけ
　ます。 ぜひご来場ください。
◆ガラポンチケットや、 靴の　　　　　さんの割引券ももらえます！

※９月 15 日までに、 友の会カードを１回以上満点にして交換された方です。
　ただし、 過去３年以内に優待セールへのご来場がなかった場合は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象外となります。

10/26（火）～１１/１4（日）

マルジ友の会
冬モノ

新入荷品も！

２０％off！

靴から伝わる、やさしさを。

１００円で１点

友の会
スタンプ２倍！

友の会
スタンプ２倍！

友の会
スタンプ２倍！

貯まる！

　たまる！

★スタンプが通常の２倍！ ご入会のチャンス！
　　新入会のお客様にはプラス５点プレゼント！
★毎月１５日～１７日はスタンプ２倍！

★新入荷品も、割引品も、除外
　無しで 20% 割引です！
★詳しくは到着のおハガキをご覧ください。

天 使
だ
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れ
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ら
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「見取り図」さん

オリジナル
マルジ

M・L  1100円
LL 　　 1200円
M・L  1100円
LL 　　 1200円

いちごトマト

バラ

ストレッチボクサー

金魚りんご

※前とじです

だるまパプリカ

健康のツボ、丹田に
あたる部分のあて布は、
赤い綿素材。そこは
やっぱりマルジ！

ハマる人
続出！

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まで。

営業のご案内

２・３・４号館    年内無休

１号館は、ただいま休業中です。

配送サービスご利用できます

@064bsstlマルジの公式LINE

おともだち登録してね！

10/1 ～ 10/1010/1 ～ 10/10 10/11 ～ 10/2010/11 ～ 10/20 10/21 ～ 10/3010/21 ～ 10/30

毎月１ヵ月間を３つに分けて、このタイミングを逃さず買ってほしい、マルジおススメのお値打ち品を
ご提供！すでに安いマルジ価格を、更にこの価格での提供は10days サービス期間だけ！
しかも今月から、商品を 1 個に限定しないチャレンジ！ ぜひお見逃しなく！
また、「マルジでいつも買ってるコレ10daysにしてほしい！」というご要望があれば、LINE のメニュー
から送ってね！ あなたの定番品の良さをみんなに知ってもらうチャンス！

100税込

円

※掲載品はごく一部であり、絵柄、色違い、素材、デザインなど、ぜひお客様に合った
　パジャマを、探しにきてくださいね。介護用面ファスナーパジャマなどもございます。

婦人
スポーツ
ソックス

200税込

円

肘サポーター
１ 枚入り

ブルー着用

KF94 カラーマスク

KF94  FDA 認証高機能マスク
10 枚入 580 円

各色 30 枚入 580 円

アメリカ食品医薬品局の認証を

受けた高機能マスクです。

耳紐も肌触りもやわらかく、

息がしやすい空間が確保

されています。

くすみカラーがかわいい、

やわらかな色合いの秋に

似合う不織布マスク。

軽いつけ心地で、マルジ

スタッフにも人気！

アルミパウチ入り個包装

個包装ではありません。

ただいま、 友達登録してくださったに、
パンテーン miracles ノンシリコン
シャンプー & トリートメント トライアル
プレゼントのクーポン発行中！
すでにおともだちの方にもクーポンを
配布しています。 ぜひもらいにきてね！
お買い物をしなくてももらえます！

エトワール
ラウンドタオル

200税込

円

etak除菌
マフラータオル

300税込

円

200税込

円

エトワール
差込みタオル

メーカー価格 1045 円
マルジ価格 395 円

メーカー価格 1550 円
マルジ価格 300 円

メーカー価格 1100 円
マルジ価格 300 円

メーカー価格 550 円
マルジ価格 199 円

メーカー価格 440 円
マルジ価格 199 円

メーカー価格 1080 円
マルジ価格 550 円

グンゼサブリナ
パンスト

100税込

円

パジャマをえらぼう！

着丈 105cm

ふわふわ気持ちいい
二重ニット
ポリエステル 65％
綿 35％ やわらか綿 100％

着丈 115cm

着丈 105cm

しろくまバラ
ネコ♡ アイス フラワー

着丈 100cm

着丈 95cm

マルジ２号館ではただい
ま、キッチン雑貨コーナー
開設中！
ココロをくすぐる、ちょっ
と欲しくなっちゃう系の
キッチン雑貨たち
秋の休日、おうちで楽し
く過ごせそう！

うきうきうきうき10days10daysサービス！サービス！

大人気ルームウェアブランド
「ナルエー」から

かわいワンピースのシリーズ。
税込定価 6,600 円の商品が、

全品税込　　　　　　　　　円です！1,980 たのし
キッチン

スマイルクッキングシリーズ
すべてレシピブック付き

とんかつ屋さんの千切りキャベツ！

煮る、焼く、蒸す、炊く
これ１台！
ちょっと１品を
タイマーセット！

万能電気なべ 1580 円

バケツパン & ケーキ型 980 円
ホットサンドメーカー 1100 円
ちぎりパンのエンジェル型 980 円

万能パスタトング
　1944 円

かわいいおにぎり
レシピブック付き！

おにぎり PONPON950 円

キャベツピーラー
1080 円 とりわけも、ホイップも、揚げ物も

卵黄のよりわけにも！

あったか起毛
チェック柄
1280 円

さらっとやわらか
平織りチュニック
1980 円 サンリオ

ニットキルト
2580 円

肌触りやわらか
内側綿 100％
2380 円

シンプル開襟
綿100％ニット
2580 円

ふんわりやわらか
カワイイハリネズミ柄
2480 円

マルジはすべて
税込価格です。
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