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友の会スタンプ
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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、小１円、ほか各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 200円毎に1点です。
●満冊になりましたら 1,000円分（税込）の
  お買物ができます。
●入会金不要、有効期限は３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。

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

マルジのＳＮＳ
マルジ新聞では伝えきれない、マルジの
新鮮で豊富な情報を発信しています。
ぜひフォローしてくださいね！

巣鴨マルジ巣鴨マルジ

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

インスタグラム

最近の新入荷商品を
中心に、お買い得情
報や地蔵通りの様子
など、画像や動画で
お知らせしています。

ツイッター

急遽値下げ！とか、
今日のお買い得など、
今知らせたい、受け
取ってほしい！そん
な情報を発信中です。

フレグランスコーナーフレグランスコーナー
フレグランスは 11 月より値上
がりします。今がお買い得！

懐 か し く も 新 し い

ニューレトロ

10/1 ～ 10/1010/1 ～ 10/10 10/21 ～ 10/3110/21 ～ 10/3110/11 ～ 10/2010/11 ～ 10/20

サービス！サービス！10days10daysうきうきうきうき
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、更にお安くお届け！　　お見逃しなく！！

日本製

1号館

ノスタルジックフラワー
チューリップ

ノルディック

プチフラワー

おうちで
レトロ喫茶店
割れないグラス

ミニカップ
540円

足付きグラス
648円

ミニ財布　3132円

ミニカードセット378円

A5フラットファイル  各670円

レターセット  各518円

リール付き
パスケース
　2052円

マルジ１号館
リニューアル

マルジは
すべて

税込価格

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

全館   年内無休

３号館は、閉店しました。

配送サービスご利用できます

限定
100

80税込

円

メーカー価格 350 円

100税込

円

マルジ価格 200 円

マルジ価格 1380 円

マルジ価格 1580 円

マルジ価格 498 円

マルジ価格 1580 円

1000税込

円

100税込

円

片面ガーゼタオルハンカチ
今治タオルふわろん

100税込

円

399税込

円

アツギ 2枚組ショーツ
メーカー価格 858 円

58税込

円

1000税込

円

婦人ソックス

秋冬婦人スラックス

1000税込

円

380税込

円

マルジのインスタに仲間が増えたよ！

フォローしよう！

ツイッターとLINEも
よろしくね！
ツイッターとLINEも
よろしくね！

ツイッター
公式ＬＩＮＥ

細かい部分を紹介して
 ほしい商品などがあれば、
  コメント欄に書いてね！

新商品を中心に、いろんなものを
カラフルに楽しく掲載しています。
2018 年８月 22 日開始のメイン
アカウント♪

マルジといえば赤パンツ。
赤い肌着や赤いハラマキ、
赤いふんどし、赤いちゃ
んちゃんこ etc.
全国の赤パンツファンの
みなさんに、赤パンツ館
& 赤パンツ通販
の情報をお届け
していきます。

　　　インスタ初心者で
すが、介護衣料のことも、
このインスタを通して、
一緒に学んでいきたいと
思っています。もし必要
になったときに思い出し
てもらえるよう、『伝わる
インスタ』を目
指して、紹介し
ていきます。

マルジの
　メインアカウント

マルジの赤パンツ
マルジの介護衣料

昔ながらの白いタオル
3枚組

マルジ価格 418 円
34×100cm

300税込

円

日本の長いタオル

マイクロファイバー
クロス4枚入

100税込

円

模様入りパンスト

サンリオ
子供用スリーパー

婦人ショーツ

毎日がちょっと楽しくなる
レトロな雑貨たち♥

1 号館限定

限定
500

限定
100

メーカー価格 550 円

58税込

円

マルジ価格 100 円

100税込

円

100税込

円

トラ柄フェイスタオル

300税込

円

レディスレギンス
裏起毛 160デニール

800税込

円

レディス
スウェット

スーツ
マルジ価格 1100 円

マルジ価格 599 円

399税込

円

１２枚組ワッフル
キッチンタオル

メンズ
パイルソックス

レディス
パイルソックス

マルジ価格 399 円グンゼ tuché
パンスト黒のみ

　ココペル
レトロフラワーシリーズ

ものうげな表情が目をひく

あんにゅいマグ

地元パン文具

アデリアレトロ

ティーポット　 2376円
マグカップ　　 1058円
キャンディーポット1598円

HIS,HERS
  各1080円

裏紙メモ
100枚つづり
各432円

耐熱ガラスマグ  各1296円

　TiLA
DECOLE

レインウェアレインウェア

レディース
S サイズコーナー
レディース
S サイズコーナー

メンズアウター
・パジャマ
メンズアウター

・パジャマ

レディースソックス
・腰痛ベルト etc.
レディースソックス

・腰痛ベルト etc.

レディース
アウター
レディース
アウター

レディース
アウター
レディース
アウター

メンズ肌着・靴下メンズ肌着・靴下休憩スペース休憩スペース

ギフトハンカチギフトハンカチ

おしゃれ雑貨おしゃれ雑貨

メンズ用品を加えて、新しくなった

マルジ1号館においでよ！

2層マグ　1620円

結露しにくい

手をそえても熱くない

びんせん8枚　あて名シール4枚　　
ふうとう 4枚　ステッカー4枚

びんせん6枚

ふうとう 3枚

あて名シール3枚

カード  4枚（2種×2枚）　
ふうとう　4枚

レターセット各486円

メンズ裏起毛
スウェットスーツ

第 0272 号（マルジほのぼの新聞）令和 4 年 10 月発行   購読料無料

Preparing now

Preparing now

1952年

昭和2７年創業
 2022 年 10 月号

創刊２０００年４月

0272 号
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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（火）▶１７日（木）

昔からテレビ取材では巣鴨が取り上げられることが多い。これは単に、お年寄り

が多いというだけではなく、巣鴨でインタビューをすると面白い方が多いのだ。

9/5 の放送では赤いキャップに赤いＴシャツ（フェニックスバックプリント）を

お召しのお父さん（85 才）に直撃。「赤いファッショ

ンで決めてますね？」と問われると、「年だからね、

元気が出るように赤い帽子、赤いＴシャツ、

赤パンツ！」と言いながら、マルジの RED.P

ボクサーブリーフを見せてくれました。

「100才まで生きるんだよ」「不死鳥に

なりたい」と言いながら、Q.「100 才

になったら何をしたいですか？」 

A.「100 才になったらもう、町屋の焼

き場で焼かれるだけ！」

“火の鳥になる”とか。

きっと100才超えても大丈夫ですよ！

■正しく歩くことがこんなに難しいとは

私の趣味のひとつに 「気ままな街歩き」 がありますが、 私は 20 代後半から

40 年間にわたる立派な腰痛持ちです。 年をとったら脊柱管狭窄リスクや慢性

的腰痛との闘いを覚悟してきました。 ところが 70 歳を前にして始めた小島佑

司先生の体幹トレーニングのお陰で、 正しい姿勢で歩けるようになりました。

おかげさまで、 脊柱管狭窄リスクはクリアです。 仕事で座位時間が長くなり腰

痛が出たとしても、 いまでは体幹ストレッチでかなり治癒できます。 昔スポーツ

マンだった高齢者たちが年をとってから、 突然山登りや速歩するようになり、

多くの人が膝や腰を痛めています。 テレビやネットの動画解説では、 長年沁み

ついた脳と身体の癖を治すことは難しいものです。
■9 月 16 日の日経朝刊　「電力不足供給、12 月不安消えず」

人だけでなく、 火力発電所も高齢化です。 老朽化が進む中でひとたび発電

所でトラブルがあれば、 たちまちマスコミを通じて節電要請必至です。 そこで

マルジとしては、 いざというときにお役に立てるよう、 東京・大阪の商社・問

屋さんと協力して、 「暖か生活商品」 を集めることにしました。 暖房器具を使

えないとき、 家の中でも外でも使える電熱ベスト、 寒さで傷む腰・膝にも電熱

サポーター、 可愛いぬぐるみの抱き枕湯たんぽ、 さらに防寒肌着や防寒靴下

などです。 また、 7 カ月前に起きた震度 6 強の地震もあり、 いざというときの

トイレの凝固剤などもしっかり準備しました。 「マルジは心配しすぎだよ」 と言

われそうですが、 いまの時代は想定外の連続です。 突然の停電時、 キャッシ

ュレスやネット通販は 「ギックリ腰」 の如く固まります。 OS ドラッグさんのよう

な現金支払い習慣も必要な時代ですね。
■インフレで品不足、人手不足の冬が間もなく

タオルの某大手メーカー H 社さんが、 「日本製のタオルが生産不足で大変で

す」 と言って、 悲鳴が・ ・ ・ ・ ・決して日本製だけでなく、 円安のインフレ下

において 「価格高騰で売れなくなりそうだ」 と言って、 コンテナ不足が続く海

外製品も減産に転じています。 それにもまして、 コロナ禍で人手が不足し、 ス

ーパーなどに商品が入荷しても売り場に品出しが間に合わない、 なんてことも

現実に起き始めています。 マルジはこの冬、 1 号館と 2 号館が向かいあわせ

て営業し、 メンズ洋品も 1 号館で扱います。 昔、 井原隆一先生に言われたこ

とを思い出しています。 「工藤さん、 経営とは準備だ」・ ・ ・ ・ ・ 「節電の冬」

に向けてマルジが準備を始めます。

インフレを知らない世代の皆様に一言、 「インフレとは、

いまが一番安いのです」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌

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。

電力不足、品不足、人手不足の冬がやってくる

9/5  日本テレビ

“巣鴨で不死鳥フェニックスを発見””
マルジ常務

マスコミ
       日誌 １０月２日（日） １０月８日（土）～１０月９日（日）

ガラポン抽選会ガラポン抽選会ガラポン抽選会
★2,000 円お買い上げご

とに１回抽選できます。
空くじなし！
特賞はマルジ商品券１万円分です！

※最終日は１８時で終了です。
※LINE 会員は 1 回無料でまわせます。

1号館

すがもん撮影会すがもん撮影会すがもん撮影会

１０月２６日（水）～１１月１０日（木）

★毎年２回、除外品無しの 20％OFF セール
今年も開催します！

★9 月１５日までに、スタンプカードを満点
交換した方が対象です。ただし、過去３年
間に優待セールにご来店が無かった場合は
対象外となります。

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

１０月１５日（土）～１７日（月）

★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！

貯まる！

　たまる！

スタンプ２倍デー！スタンプ２倍デー！スタンプ２倍デー！

１０月７日（金）～１０月１０日（月）

★すがもんと一緒に写真を撮ろう！
みんな来てね～（12・14・15 時）
※情況により、中止になる場合が

あります。その際はマルジ Twitter・
LINE ブーム等ＳＮＳにてお知らせします。

１０月２日（日）

★毎月２日はマルジの日。
マルジ友の会スタンプが通常の２倍！ 
100 円につき１点スタンプがつきます。
新入会のお客様にはプラス５点プレゼント！

★マルジ１号館のリニューアル
オープンを記念セールを
開催します。
詳しくは 10 月
6 日の新聞折り
込みちらしを見てね！

◆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（水）～11/10（木）

マルジ友の会
冬モノ

新入荷品も！

off！

１号館 SALEリニューアルオープン
１０月 ７日（金）～１０日（月）
おまたせしました！　
マルジ１号館リニューアルオープンセールを開催します。
秋物のアウターやインナー、冬のダウンなど、これからの
季節に嬉しい商品をご用意しました。
くわしくは、１０月６日の新聞折込ちらし

※
をご覧ください。

なお、セールは２号館でも行っております。
みなさまのご来店を心よりお待ちしています。

※すべての住戸に配布されるわけではありません。配布が無い場合は10月6日のマルジ公式サイトを見てね！

マルジの日マルジの日マルジの日

マルジ１号館リニューアルセールマルジ１号館リニューアルセールマルジ１号館リニューアルセール

貯まる！

　たまる！

「月曜から夜ふかし」

※すべての住戸に配布されるわけではありません。

お
若
い
で
す
ね

赤
の

コー
デ

マルジの
赤パンツ


