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奉仕会加盟商社の売出し・サービス情報を一挙掲載
横山町奉仕会ＨＰ 受注サイト！
！ http://www.tonya.or.jp
（株）青柳
☎ 03-3663-9221
㈲アクロスアンジェリーナ & LOX
☎ 03-6661-1371
アクロス MAX
☎ 03-3639-0838

冬のダッシュセール 11 月 7 ㈪〜 10 ㈭日
Xmas スタートセール 11 月 21 ㈪、22 ㈫、24 ㈭日

現金お買上げ 3 万円以上、奉仕券★★★倍口
呈上
※当面の間、MAX はアンジェリーナ &LOX 店にて
営業いたします。
・LINEのお友達登録で情報 Get!!

アクロスポイント２倍デー
11 月 7 ㈪〜 9 ㈬日
11 月 21 ㈪、22 ㈫日

アンジェリーナ&LOX

ストア・エキスプレス東京本店
（㈱店研創意）
（㈱店研創意
）
☎ 03-3663-4488
ジェルムラカミ
（村上シャツ工業㈱
㈱）
☎ 03-3661-6735
丹波屋㈱
☎ 03-3661-2111

内藤商事㈱リラレーヌ
☎ 03-3663-6872

MAX

・QR コード読み取り→追加→承認後
→①すでにアクロス会員の方はトー
クにて登録名をお知らください。
②新規の方はお電話ください。

（27日は休業） 〈ストエキの日〉1 万 1000 円以上のお買上げで、
ポイント2倍デー 11月25㈮〜30㈬日
サプライズ特典をご提供。
ストエキの日 11 月 9 ㈬日、16 ㈬日
什器相談フェア 11 月 14 ㈪〜 19 ㈯日
・LINEのお友達登録で
（税抜 10 万円以上ご成約で 10％ OFF）
10％OFFクーポンと最新商品情報 Get!!
冬のダッシュセール 11 月 7 ㈪〜 10 ㈭日
Xmas スタートセール 11 月 21 ㈪、22 ㈫、24 ㈭日
「運賃サービス」 毎週火、水曜日

5000 円以上お買上げで次回ご利用頂ける金券
呈上

1 回のお仕入れ卸値合計金額（税抜）が 3 万円以上 10 万円未満の場合、
運賃を半額。10 万円以上の場合は運賃を全額サービスさせて頂きます。

ネットから簡単に商品注文、お取り置きができます !!
「TANBAYA お仕入れ .NET」 https：//www.tanbaya-oshiire.net
秋冬大感謝仕入券進呈セール
11 月 1 ㈫〜 25 ㈮日

・現金お買上げ 10 万円毎に 1 万円の仕入券進呈。
10 万円未満の場合は NSK 券★★★％進呈。

（仕入券は 12 月 1 〜 16 日に使用できます）
・右の QR コードを読み取って、LINE の
お友達登録で最新商品情報 Get!!

㈱ニューいちやま
☎ 03-3666-4646

冬のダッシュセール 11 月 7 ㈪〜 11 ㈮日
Xmas スタートセール 11 月 21 ㈪、22 ㈫、24 ㈭、25 ㈮日

恒例の抽選会

㈱細谷商店
☎ 03-3663-5791

冬のダッシュセール 11 月 7 ㈪〜 10 ㈭日
Xmas スタートセール 11 月 21 ㈪、22 ㈫、24 ㈭日

仕入れサイト「おちゃのこネット」
http：//hosoya.ocnk.net/

㈲ボルサ角萬
☎ 03-3661-5801

11 月の大売出しパート I
11 月 5 ㈯、7 ㈪〜 10 ㈭日
11 月の大売出しパート II
11 月 19 ㈯、21 ㈪、22 ㈫、24 ㈭日

丸田産業㈱東京支店
☎ 03-3662-7581

冬のダッシュセール 11 月 7 ㈪〜 10 ㈭日
Xmas スタートセール 11 月 21 ㈪、22 ㈫、24 ㈭日

㈱宮入本店
☎ 03-3663-5211
第１支店
☎ 03-3661-0306

・いずれも日曜日、祝日は除く
・現金お買上げ５千円以上★★★★★％引（特
価品、消費税を除く）
・現金お買上げ 5 万円以上で運賃サービス（特
価品、消費税を除く）
奉仕券 2 倍口呈上
ホームページ開設しました。
https://www.maruta-s.com/

冬の売筋ビッグセール
11 月 6 ㈰〜 9 ㈬日
冬のジャンボセール
11 月 21 ㈪、22 ㈫、24 ㈭日

期間中現金お買上げ（超目玉品・値下品除く）
奉仕会 90 周年抽選券 1％＋奉仕券 4％＋早朝 1％
※ 11/6 日曜日は営業いたします

歳末大感謝祭
12 月 5 ㈪〜 8 ㈭日、12 ㈪〜 15 ㈭日

期間中現金お買上げ（超目玉品・値下品除く）
奉仕会 90 周年抽選券 1％＋奉仕券 4％＋早朝 1％

※ 11 月から 12 月 23 日の月・火は全て売出しです
10 月 31 ㈪、11 月 1 ㈫日
11 月 14 ㈪、15 ㈫、28 ㈪、29 ㈫
12 月 19 ㈪、20 ㈫日

※当面の営業時間
㈰ 8:00 〜 15:00、 ㈪ 8:00 〜 17:00、㈫〜㈮ 8:00
〜 16:30
※年内 29 ㈭日まで営業いたします。

現金お買上げ（超目玉品・値下品除く）
★★★％＋早朝 1％
※ご来店いただけないお客様は、電話、FAX、オ
ンラインストアをご利用ください。
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◇編集後記

◆ 月に入って、問屋
街は一気に活気付いて
きた。秋物、そして冬
物商戦に備えて多くの
専門店が訪れて、積極
的に商品を仕入れてい
る。コロナの不安は拭
い去れないものの、全
国旅行支援やイベント
割で外出する人は確実
に増えている。浅草や
日本橋などではインバ
ウ ン ド（ 訪 日 外 国 人 ）
の姿も目に見えて増え
た。全体的にはまだ
年には戻っていないも
の の、
「かなり近づい
てきた」と話す問屋も
ある。商品の値上が続
く。続く円安傾向も心
配だ。今後、消費が活
発化するかは不透明だ
が、少しずつでも消費
者のマインドが復活し
てきたのは間違いな
い。
（む）
◆社会にある性差をな
くそうというジェン
ダーレスが言われ、今
では性別を超えて中立
を目指そうというジェ
ンダーニュートラルと
も言われるようになっ
た。あるオーダー店で
はスーツのサンプルを
展示しているが、男性
がレディス、女性がメ
ンズを要望することが
普通になってきたと
か。シルエットは崩さ
ずパターン調整し、体
型に合った服にすると
いう。最初からそれぞ
れ用に商品開発するの
ではなく、既製品のお
直し以上の満足を生
む。ニュートラル需要
対応、動向に注目した
い。
（み）

※定番品のご注文にはオンラインストア
「MIYAIRI ONLINE STORE」をご利用ください。
URL https://miyairi.ocnk.jp/

