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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を
　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

営業のご案内
令和 4年

マルジは午前10時開店です。

１２月 全館 17:45 閉店３１日（土）
令和 5年
１月 全館 お休み１日（日・祝）
１月 ２日（月・振）・３日（火）

通常営業１月 ４日（水）より
17:45 閉店初市

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。
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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！！

Preparing now

12月18日～20日の期間中に何度でも使える、10％OFFクーポン発行！

メッセージが届く状態でおまちくださいね！当日入会でも利用できます。
※期間中、何度でもご利用できます。お買い物忘れのコレも、レジ後に見つけたアレもＯＫ！

※最終日の閉店時間までにお使いください。

※店舗でのみ利用可、通販では利用できません。

※マルジ友の会のスタンプはつきません。

※お支払いは現金のみのご利用です。

※LINEアプリのダウンロード及びアカウントの
　取得は、必ずお客様自身でお済ませくださいね。
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呪術廻戦
キッズ折り畳み傘

100税込
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婦人ショーツ

アツギ
ヨガパンツ

「となりのトトロ」ウォッシュタオル

マルジは
すべて

税込価格

リバーシブルストール

マルジ価格 158 円

マルジ価格 430 円

メーカー価格 1980 円

80税込

円

婦人ソックス

婦人ルームシューズ
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でも

12 月18 日（日）～20日（火）

LINE 会員限定

10％OFF
キャンペーン

期間中

12月の、LINE お友達登録 &

継続プレゼントは、「缶入り

シューケアセット」。

　　　※先着300個が無くなり
　　　　　次第、ほかのものにな
　　　　　ります。ご了承ください。
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タオル12枚組

工場廃業につき

工場廃業につき

今治バスタオル

1000税込

円

300税込

円

メーカー価格 880 円

33×82cm

70×180cm

今治フェイスタオル

うさぎ根付つき
お年玉赤パンツ
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ラビットくん

丸卯

M・L/1,600円
LL/1,700円

M・L/1,180円
LL/1,280円

M・L/4,500円
LL/4,600円

うさぎがいっぱい

○卯    うさぎ 白のプリントボクサー

白のプリントボクサーは、
１月 20 日以降の入荷になります。

婦人ショーツ

金のプリント
Ｔシャツ

typeB

背面

前面

前面

サイドプリント

バックプリント

背面

typeA

M・L/2,500円　LL/2,600円

ゴールデンラビットシリーズ

うさぎ年は、「飛躍」「向上」の年。
また、うさぎの穏やかな性格から、
「家内安全」の年とも言われます。

トランクス ボクサー

波跳びうさぎ

強運大黒うさぎ

こちらのセット商品は新年限定です
売り切れ次第終了となりますので
ぜひお早めに
別売根付のみ（170円）もございます

もっちりと肉厚な生地が人気の赤の魔法シリーズ赤ショーツと、
背面マチ縫いで、 ふとももまでしっかりフィットのRED.Pボクサー
シリーズから、 うさぎの刺繍が登場です！

諸般の事情により赤パンツ全般の入荷が遅れております。
マルジの公式インスタグラム、ツイッター等で、入荷状況を発信します。ぜひチェックしてね！

仲良しリズム

すがも三姉妹

花うさぎ

跳ねうさぎ

雪うさぎ

すがも三姉妹

ペアで履ける
　にんじんうさぎ

婦人ショーツ
お年玉セット
M・L/1,180円
LL/1,280円

トランクス
お年玉セット

M・L/1,980円
LL/2,100円

RED.Pボクサー
M・L/2,300円
LL/2,400円

赤の魔法ショーツ
M・L/1,380円
LL/1,480円

にんじんうさぎ

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１月１５日（日）▶１７日（火）
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コロナも収束しつつある中、やっと街歩き TV 番組が復活し出しました。

東京 GOOD! さんでは、ハリ—杉山さんに丁寧なリポートをしていただきました。

まず ❶ 巣鴨地蔵通りが旧中山道であること。また、道幅も当時の道幅と同じだ

ということ。  ❷ とげぬき地蔵高岩寺様が、明治 24 年に上野方面より移転して

来られたこと。そして縁日を決められたこと。  

❸ なぜ「おばあちゃんの原宿」という名

がついたのか？→1980 年代に読売新

聞さんがこのネーミングが面白いとい

うことで特集を組まれたこと。

❹ そして名物ということで、みずの

さんの「塩大福」と、マルジの「赤

パンツ」が紹介されました。巣鴨

地蔵通りの基本事項をおさらいし

ていただきました。

■巣鴨で新庄まつり（ユネスコ無形文化遺産登録）

11月5日・6日の 2日間、 巣鴨が江戸文化レガシーに染まりました。 1756 年

（宝暦 6 年） に大凶作で打ちひしがれていた新庄の農民に活気と希望をもたせ、

豊作祈願をすることを起源とした山形県の伝統あるお祭りです。 まさにコロナ 3 年

目、 プーチン戦争、 物価高騰、 円安など想定外と想定以上の出来事で先行きの

見えない私たちの気持ちを奮い立たせるイベントでした。 時空を超えた企画 ・ 実

施をしていいただいた大正大学様には感謝するばかりです。

■マルジ周辺が地域密着化した一年でした。

今年の１月、 現在 OS ドラッグ様が営業しているビルの本格的な建築工事が始

まりました。 建築資材不足、 価格高騰の困難な環境のなか、 地元企業の山川

建設様のお陰で予定通り6 月30日に完成。 時を合わせて 24 年間営業してき

たマルジ 3 号館 （メンズ館） を閉店撤退し、 8月 6日にはマルジ 1 号館で仮営

業していた OS ドラッグ様が新店に移転。 そのあとを改装工事して、 マルジ 1

号館は 8 月末頃からいまの形に戻りました。 このコロナ禍の 3 年間で世の中が

大きく変わり、 マルジ 1 号館開店にはいくつかの困難が待ち受けていたのです。

その一つは、 衣料品業界の生産背景が一気にシュリンクしたところへ、 急激なイ

ンフレでメンズ衣料だけでなくレディース衣料、 実用衣料なども新しい企画や商

品生産が困難になってしまいました。 さらに常に人員不足で営業を強いられる社

会……最低賃金が上がればあがるほど、 勤務時間が減る矛盾した社会制度を

マスコミが指摘し始めました。

■心配しないで、一歩前進あるのみ

テレビなどマスコミでは、 「円安で日本国内に工場回帰の動きが出てきた」 とい

いますが、 衣料品業界に関しては夢物語です。 円安と人口減少の日本で、 若

い世代や外国人研修生が縫製工場で働く姿など想像できません。 11 月上旬に

大阪に出張してビックリしました。 大阪 ・ 船場は衣料品などの一大集散地です。

20 社以上の取引先と商談をしましたが、 インフレの中で商品が作れなくなり、

木枯らしが吹く前に冬物商品が不足しているのです。 この 30 年間デフレしか知

らない日本で育ったバイヤーたちの多くが、 値上がりする生産背景に 「迷う」

ばかりで先々の商品づくりが停滞し始めたのです。 いまの状況下で、 迷って発

注が遅れればその間に原価はさらに上昇します。 「迷う」 と 「考える」 は違う。

迷っている間は行動に移せません。 マルジでは協力関係にある仕入先商社様と

勉強会を開き、 この欠品対策に一歩踏み出しました。 アンデッシュハンセンさん

の 『運動脳』 のなかに次のように書いてあります。 「心配する

たびに前頭葉は小さくなる」 と。 今年一年、 マルジが一歩も

二歩も踏み出せたのは皆様のお陰です。 今年も一年ご支援い

ただき、 誠にありがとうございます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌

12 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。

「想定外」連続の 2022年、 皆様に感謝申し上げます。
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「おばあちゃんの原宿」になった巣鴨巣鴨
マルジ常務

マスコミ
       日誌 １２月２日（金）

１２月１０日（土）～１１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！

※日曜日は１８時で終了です。

すがもん撮影会すがもん撮影会すがもん撮影会
１２月１５日（木）～１７日（土）

１２月１８日（日）～２０日（火）

★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。

テレビ東京

「東京 GOOD!」

何度
でも

期間中

マルジの日&マルジの日&マルジの日&

★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！

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！

★LINE友達登録のお客様限定で、10%OFFで
お買い物ができるクーポン発行！この期間中
なら、何度でも使えます。当日入会でもOK!！
詳しくは裏面で！　※現金支払いに限ります

10％OFF
キャンペーン

５年ぶりに巣鴨に新庄まつりがやってきた！
５年前は台風直撃の大雨で観客も少なかっ
たけど、 今年はお天気にも恵まれ、 人出も
多く、 マルジのお客様もお買い物そっちのけ
で見に走る！　 地蔵通り狭しと練り歩く山車
（やたい）は、 すごい迫力でした。 肌に響く
太鼓や笛の音が､日本人の祭りゴコロを躍
らせます！
地蔵通りの高さ制限もあり、 巣鴨に来るた
めにあらかじめ小さめに作っておいたそうで
す。 解体して運ばれ、 東京で組み立て、 今回の登場となりました。 夏の本場新庄まつりではこ
れが 20台ほど出るそうですから、行ってみたくなりますね！　毎年 8 月 24 ～ 26 日に行われます。
今回の様子は、 山形のテレビや新聞にも取り上げられました。 マルジにも撮影に！
今回、 新庄まつりを呼んでくださったのは大正大学さんです。 キャンパスでは芋煮を無料でふる
まったり、 新庄そばや新庄やきそば、 玉こんにゃくの屋台、 特産品の販売などもあって、 なが～

～～い行列ができていました。 芋煮は牛肉のうまみが出て、 おいし
かった！　　おうちごとに味も違うらしいですよ。 　ほんと、 おまつりっ
ていいですね。 大正大学さん、 ありがとうございました！
春のすがも啓翁桜まつり、 新庄まつり、 そしてマルジ赤パンツの工
場は山形県小国町。 巣鴨って、 意外に山形つながり多し？！

第１５回

生まれ変わる地蔵通り商店街 新庄まつり
in 巣鴨

▲新庄まつりはユネスコ無形文化遺産、国指定重要無形民俗文化財
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＊ 応募期間 ＊

12月1日（木）～12月9日（金）
期間中マルジでお買い物をすると、レジで応募券がもらえます。

必要事項を記入して、店内の応募箱に入れてね！

巣鴨の大人気
パティスリーから
おいしい
焼き菓子を。

来客時には
マッサージ機だけ

サッとかたづけ。
　座椅子でも

キモチいい

マルジ商品券
1000円分  20名様

ドクターエア
マッサージシート
＆リラックスチェア
　セット   1 名様

応募プレゼント！

2等

3等 ※こちらの商品は、２号館でお取り寄せ販売が
　可能です。チェアは組み立て式です。

パティスリー
Yoshinori Asami
焼き菓子セット
5名様

1等
ガモールマルシェ
グルメセット
2 名様

全国の美味しい！をぎゅっと
集めた「ガモールマルシェ」から
美味しいもの詰め合わせ！

1952年

昭和2７年創業

0274 号
 2022 年 1 2 月号

創刊２０００年４月


