
INFORMATION

じ

いいことあるある♪毎月２日は

の日

02
まる、じ

　倍！

友の会スタンプ

２

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

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。

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

３月・４月　無休です

配送サービスご利用できます

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）

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４月１５日（土）▶１７日（月）
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25 年以上も前のことだろうか。吉本興業の若手芸人さん達が集団で巣鴨地蔵通

りに来たことがあった。リーダーは今田耕司さんで、若手 5 ～ 6 人をつれてワ

イワイと。当店奥の肌着売り場に入ら

れてトークをしていると、○崎○正さ

んが赤の褌（ふんどし）を見つけまし

た。すると、隣の通路に行って着替え

始め、いきなりスッポンポンに。

買い物に来ていた母娘の親子もビックリしな

がら眺めていました。赤ふん姿の○正さんは

気にもせず、今田さんのほうに出てきて、

“エッヘンどうです！”という感じでした。

笑いを取る為の素早い行動に感心した時代で

したが、今ならスマホで完全アウトですね。

勿論お買い上げくださいました。

■「北海道にいるお兄さんや家族に送りたい」

マルジでは、 毎日売り場スタッフから 「お客様の声」 が私に届きます。 今年の

冬は 「北海道に…」 という声が増え、 防寒用の靴下や肌着・腹巻などを買い

に来られたお客様が目立ちました。 地方では、 マルジのような細かい品ぞろえを

するお店はほとんどありません。 広い店内にファッション衣料やマスク・玩具をは

じめ生活雑貨などを格安に販売するお店はあるのですが…というより北海道では

そもそもお店が少なく困っているようです。 最近、 首都圏各地から 「私の探して

いる商品を売っている店がない」 と言ってマルジに来られる人が増え、 高齢者に

係る「入院・介護」などの代理購買をはじめ、「冷え対策」の声は広がる一方です。

■高齢化で縮小する国内生産　　　　

大きなスーパーの衣料品売り場にはたくさんの商品があるのですが、 実際には

サイズや素材などよく見ると、 「私の欲しいものがない」 という現実に突き当たり

ます。 高齢者のマーケット・サイズは全体としては大きいのですが、 個々のマー

ケット・サイズが小さく 「ブドウの房」 のようなもので、 1 粒 1 粒の大きさは小

さいために作る側からすると利益が出にくいのです。 この小さなニーズにこたえ

るには国内生産が必要ですが、 国内アパレルの生産現場はさらに高齢化が進

み今年に入っても縮小傾向です。

■夏にも必要な冬物、「冷えは健康の大敵」

以前は 1 月・2 月になると冬物処分セールをしていましたが、 コロナ禍とインフ

レで様相は一変しました。 過剰在庫を半端処分することはありますが、 次の冬も

継続するものは処分しません。 それよりなにより、 「花冷え」 「梅雨冷え」 「クー

ラー冷え」 など夏でも冬物をお求めになるお客様が年々増えています。 インフレ

下で買い物をするなら、 バーゲンを待ってあとで買うより季節に先駆けてサイズ

の揃っているうちがお買い得な時代になりました。

■気づけば、ジブリも手に入りにくい？

愛知県にジブリ・パークができましたが、 大変な人気でこの秋には新しいテーマ

パーク・エリアを増設するようです。 気づいたら急にジブリ商品をお求めのお客

様が増え、 仕入先にジブリのタオルやぬいぐるみがなくなっています。 今年の春

夏にトトロやアンパンマン、 ディズニーなどのキャラクター商品の強化を目指すマ

ルジとしては慌てふためいているところです。 外国人客がトト

ロ関連商品を買う姿が目立つようになりました。 制限販売を

しないで済むように頑張ります。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌

3 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。

お客様の声は、 「日報」 「朝礼」 でしっかり情報共有します。

「最も驚いた芸人さん」 とは？

マルジ常務

３月２日（木）

３月２７日（月）～３月２９日（水）

マスコミ思い出話

※LINE 会員は 1 回無料でまわせます。

３月２日（木）・１５日（水）～１７日（金）

マルジの日&マルジの日&マルジの日& 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！ ５％OFF
キャンペーン

★期間中、LINEのお客様限定で、期間中何度
でも使える 5％OFFクーポン発行！
当日入会でもOK！詳しくは裏面を見てね！
※現金のお支払いに限ります。

★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！

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
★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。

３月１１日（土）～３月１２日（日）

マ
ルジ

LIN Eの 日

今回は「近江の館」さん。 滋賀県を本拠地に、 健康郷土食
品を開発・販売するお店です。 縁日の日に、 「おまけがい
ち～おまけがに～」 とお茶を販売しているところ、 といったら、
みなさん聞きなじみがあるのでは？
特筆すべき点はいくつもあって、まずはその商品開発力。海
外で話題になった健康食品などを、 日本の素材で国内製造

を試みる。 食の安心感が健康への第一歩。 次に対面接客へのこだわ
り。 無言で買い物をするのが当たり前に
なった昨今、 むしろたくさんおしゃべりをし
て、 心も健康になってほしいという。 だか
らご試食も、 カウンターでゆっくり座って。

試食させていただいた山くらげ、 おいしかったです
滋賀県は、 化学肥料など他府県よりも厳しい使用制限があります。
その滋賀県のお米を、 少しの量から、 その場で精米して販売して
くれます。 お米はやっぱり、 精米したてがおいしいですよね！　玄米
や3分づき、５分づきなども対応してくれます。
滋賀のみならず、 日本のいろんな場所の飾
らないおいしさを、 近江の館さんは今日も
地蔵通りに届けてくれています。

第１４回
生まれ変わる地蔵通り商店街

地蔵通り商店街 眞性寺

中山道
折
戸
通
り

都
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庚
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高岩寺近江の館

健康は食から

2号館

1号館

赤　
館

パ
ン
ツ

近江の館巣鴨店
9:00～18:00　TEL 03-3917-0887

＊ 応募期間 ＊

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。
マルジ特別セットです。

マルジ商品券
500円分  
20名様

2等

パティスリーYoshinori Asami
焼き菓子セット 2 名様

1等
近江の館グルメセット 1 名様

応募プレゼント！
3 月3 日（金）～　3月10日（金）

今だから話せる！ 時効

ヤダ～

今回のおじぞうさんぽでもご紹介、
「近江の館」の店長さんがめっちゃ考えて
選んでくれたおいしいもの詰め合わせ！

カウンターで、お客様とおしゃべり

3等

仕事を忘れて買ってしまった

毎日精米したてが食べたくなる

ヨ
ッ
シ
ャ

3/1 ～ 3/103/1 ～ 3/10 3/11 ～ 3/203/11 ～ 3/20 3/21 ～ 3/313/21 ～ 3/31

巣鴨              の通販巣鴨              の通販

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！！

気分 イタリア！は 春パンツ

サービス！サービス！10days10daysわくわくわくわく
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白の浴用タオル
マルジ価格

100 円 80税込

円

スタジオジブリ
ハンドタオル

メーカー価格660円

500税込

円

紳士あったか靴下

100税込

円

日本製やわらか
ガーゼ手ぬぐい

399税込

円

限定
50

ワッフルキッチン
タオル12枚組

マルジ価格
599 円500税込

円

カラー浴用タオル
メーカー価格 100 円

80税込

円

紳士・婦人
ブランド靴下3足組

マルジ価格 3190 円

700税込

円

グンゼパンスト

100税込

円

この冬ラストチャンス！

500税込

円

格子柄キッチンタオル
12枚組

マルジ価格
430 円

マルジ価格
178 円

399税込

円

グンゼ60デニール
模様入りタイツ

200税込

円

アツギ吸水ショーツ

マルジ価格 200 円

700税込

円

抗菌ぞうきん3枚組

150税込

円

CICIBELLAマスク
10枚組

180税込

円

限定
100

おともだち登録してね！
ただいま、 友達登録してくださった方に、
お店で粗品プレゼント！

マルジの公式LINE @064bsstl

3月27日（月）～29日（水）3月27日（月）～29日（水）

※有効期限内のクーポンをご提示ください。継続プレゼントは終了しました。

LINE会員限定

3月27日～29日のイベント開催期間中、

何度でも使えるクーポン発行！

メッセージが届く状態でおまちくださいね！
※最終日の閉店時間までにお使いください。

※店舗でのみご利用できます。通販ではご利用いただけません。

※お会計は各館ごとになります。お支払いは現金のみのご利用です。

※各種割引とは併用できません。

※マルジ友の会のスタンプはつきません。

※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。

期間中入会
でも OK！

期間中入会
でも OK！

５％OFF

うさぎ年 白プリントボクサー　M/L 1,600円　LL 1,700円

イタリア製
春パンツ

M~L 3,980円

ストレッチがきいた
シワ加工パンツ

ベレー帽
980円

ロング丈
シャツ
2,980円

必勝トランクス　
M/L 2,100円　LL 2,200円 金の必勝トランクスも近日入荷予定。

大人気の「必勝」ボクサーに
ゴールドプリントシリーズが仲間入り！

運気を上げる赤に、必勝のプリント
サクラの季節にぜひこの一枚！

大変お待たせしました。

ようやくの入荷です！

楽しみにお待ちくださった

たくさんのみなさま、

本当にありがとうございます。

お店のほか、 マルジ公式通販

でもお取り扱い開始です！

Made in ITALY の春パンツ入荷
イタリアの POP で楽しい柄がいっぱい！
ストレッチがきいて
この春、軽やかにスタートできそう！

２WAY
ポシェット

2,700円

背面

※パンツ以外の紹介品は中国製です

背面には便利な
カード入れ付き

メーカー価格 1980 円

グレー ，
ネイビー

メーカー価格
1100 円

限定
50 フランス製マフラーこの冬ラストチャンス！

1000税込

円

婦人裏起毛スウェットスーツ

マルジ価格
1078 円

マルジ価格
500 円

必勝ボクサー　　
M/L 2,500円　
LL　 2,600円

○卯うさぎ

ラビットくん

うさぎがいっぱい

ロールアップしないのもいいカンジ！

ほかにもあ
るよ！お店

でね♪


