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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、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１２月１５日（水）▶１７日（金）

小雨降る10月12日火曜日、 高岩寺様の献灯提灯が復活し
ました！　作業中のタイミングの貴重なお写真を、 高岩寺の前
で靴店を営むアルプスシューズ様が提供してくださいました。

実に約2年10カ月ぶりの復活に、
作業が進んでゆく様子を見守る
アルプスシューズのご店主も心躍
る気持ちで見ていたことでしょう。
JR巣鴨駅側の入口は電線の地
中化が進み、 今年の６月には右
の画像のような、 美しい空を見
上げられるようになりました。 こ
れから徐々に工事が進み、 マルジ

の前に電線がない空がひらけるのは何年後かな～♪
また、 今現在工事中ででこぼこした道路は、 今後少しずつ、
御影石の石畳になる予定です。それもまずは入口のほうから。
完成した姿を予想するだけで、 わくわくし
ますね！
こうして、 戻ってきたもの、 変わってゆくも
のが合わさり、 少しずつ、 商店街が姿を
変えていくのですね。

■縁日で開放系情報システムを手に入れた巣鴨

渋沢栄一が51歳だった明治24年に高岩寺様がこの地に移転され、毎月3回

の縁日が行われるようになりました。 携帯電話もスマホもなく、 鉄道・バスすら

なかった時代に、 各地に出店する露店さんの情報網は、 この商店街に情報ネ

ットワークをもたらしたのかもしれません。 コロナ禍の社会で巣鴨地蔵通商店街

が頑張れるのは、 なんといっても高岩寺様のもとで開かれるようになった月3回

の縁日のおかげといっても過言ではないと思います。
■そして今、大正大学様が若者と高齢者の融合をすすめる巣鴨

10月5日のＮＨＫニュースで紹介されましたが、 大正大学様による “すがも

オールキャンパス構想” のもと、 学生さんたちの企画によるＡＲゲーム謎解き

イベント 『２０２６スガモ消滅』の反響は大きく、 巣鴨地蔵通商店街に大勢

の新しい来街客を呼び込みました。 商店街は物を売ったり買ったりするだけ

の場所ではなくなるかもしれません。 健康をはぐくみ、 幸福を生む舞台、 そ

れが未来の巣鴨地蔵通商店街なのかもしれません。 すでに商店数からすれ

ば、 医療事業者数は衣料品店数を超え、 「衣食住」 か

ら 「医 ・食住」 へと変化しました。 笑って、 会話して、

カフェして、歩いて、楽しい街……いままでも、これからも、

巣鴨から目が離せません。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌

■常に新陳代謝が起きている巣鴨

コロナ禍で改めて巣鴨地蔵通商店街の歴史を振り返ってみたところ、 2005年

からコロナ前の2019年までの15年間に100店舗以上の店が入れ替わってい

ます。 そして 2020 年のコロナ禍で20店舗が閉店・撤退するなか、 マルジ周

辺ではこの 2 年間に新しいお店が次々とオープンしましたが、 特筆すべきことが

3つあります。 ひとつは、有名な食パン屋さん 「無題」 と 「に志かわ」 が出店、

ふたつ目には八百屋さんが商店街周辺に 3 店舗も増えたこと。 そしてつい最近

になって個性あふれる 「整体・整骨治療院」 が3店出店したことです。
■大名下屋敷と岩崎弥太郎レガシー

コロナ禍においても、八つ目うなぎ「にしむら」、塩大福「みずの」、カレーうどん「古

奈屋」、あんぱん 「喜福堂」、赤パンの 「マルジ」、「ときわ食堂」、「山年園」、「雪

菓」 など、 次々とマスコミやネットで巣鴨ビジネスが紹介されています。 時代を

さかのぼり江戸時代、巣鴨には大名下屋敷があり、武士、僧侶、植木職人、町人、

旅人などが混在する多様性豊かな街 （当時は村） だったようで、 その文化が

今日の新陳代謝を促している気がします。 日本の桜を代表する 「ソメイヨシノ」

は駒込・巣鴨に住んでいた植木職人によって原木が作られ世に広められました

し、明治時代には岩崎弥太郎の影響を受けた街でもあり、本駒込6丁目の 「大

和郷」 そして巣鴨駅前の養和クラブなどは岩崎レガシーとでもいえるエリアです。

１ 1 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。

変わらないために、変わり続ける街「巣鴨地蔵通商店街」　（敬称略）

第７回

生まれ変わる地蔵通り商店街

１１月２日（火）

１１月１５日（月）～１７日（水）

貯まる！

　たまる！

スタッフ日誌 経理　おいかわ

経理を担当しています。

業務は仕入伝票の管理・パソコン入力、支払

いなど。締め日を過ぎると大量の請求書対応

に大忙しになります。取引先への支払いは、

お店の信用にかかわりますので、慎重に対処

しています。

主な仕事は経理事務に関してですが、スタッ

フの出勤管理、制服や備品の管理、またガラ

ポン抽選会の景品の調達などをすることもあ

ります。けして大きな会社ではありませんの

で、いろんな人が自身の業務外と言えるよう

なことも補い合っています。

マルジでは半年に一度、棚卸しがあります。

この夏も直前にはその準備に追われ、自分の

ミスで全体の作業が滞ってしまわないよう、

細心の注意を払って進めてきました。無事に

終えることができ、今はホッとしています。

時折店舗で接客をすることもありますが、商

品知識も乏しく、お店のスタッフに助けを借

りることが多いです。お客様のお問合せに応

えられるよう、少しずつでも覚えていきたい

と思っています。

★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！

「巣鴨消滅」
大正大学さんから「スタッフさんにちょっと『巣鴨消滅』に出て貰えま

せんか？」と聞かれて、「あーイイですよ」と軽く返事をしてしまいました。

当日は鈴木チーフが担当ということで、

「何やればいいですかぁ」と出ていくと、

待っていたのは厳しい演技指導でした。

「隕石が巣鴨に落ちてくるのを食い止

める緊迫感を出してください。」

何回もリハーサルをやり直し、結果、

迫真の演技になりました。小学校以

来の演技に、本人はクタクタに。

女優ではありませんのでそっとして

おいてあげてください。

大正大学 AR

マルジ常務

■アルプスシューズ　営業時間：9 時～ 18 時

地蔵通り商店街 眞性寺
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高岩寺

アルプスシューズ

マルジの日

門前町の灯り

１１月２７日（土）～ ２８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回抽選ができます。
空くじなし！
特賞は１万円のマルジ商品券です！

※最終日は１８時で終了です。

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！

１０月２６日（火）～１１月１４日（日）

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

★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。

▲作業後の夜、雨の中にやさしく灯る

▲２日後の縁日には気づいて見上げる人も

▲献灯提灯設置作業

学生 チーフ

日本一の

赤 パ ン ツ
ア
ワ
ワ

大
変
よ

あ
な
た
た
ち

２０２６年

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

広げたら 60×90cm
くるっとまるめて
ボタンを留めれば、
かわいいアニマル！

広げたら 60×90cm
くるっとまるめて
ボタンを留めれば、
かわいいアニマル！

ノーズスリットノーズスリット

りんご

※前とじです

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！

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

おともだち登録しよう！

11/1 ～ 11/1011/1 ～ 11/10 11/11 ～ 11/2011/11 ～ 11/20 11/21 ～ 11/3011/21 ～ 11/30

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！

※掲載品はごく一部であり、絵柄、色、素材、デザインが違うものなどもございます。　★＝モデル着用品

花柄不織布マスク
50枚入り

1枚入り
日本製ひざサポーター

300税込

円200税込

円

マルジ価格 500 円

マルジ価格 280 円

マルジ価格 580 円
マルジ価格 300 円

貼らないカイロ
10コ入り

158税込

円

うきうきうきうき10days10daysサービス！サービス！
いいこと① いいこと②
ともだち登録プレゼントが毎回もらえる タイムサービス品が、その時間

じゃなくてもタイム価格で買える初回はもちろん、内容が変更になるた
び、ともだち継続者は毎回もらえる！
※基本的に、月はじめに変わります。
つまり、毎月変われば毎月もらえ
る！　11 月は携帯用アルコール
ジェルです。

いいこと③
２０％オフキャンペーン開催！

不定期開催ですが、来月やり
ます！ 商品 1 個とか２個じゃ
ないんです。レジ１回分まるご
と 20％割引になるクーポン
発行しますよ～

いいこと④
いろんなイベント参加権！

ときどき、ガラポンが
無料でひけたり、アイ
テムプレゼントの情報
をいち早く知ることが
できたり！

約10日ごとに指定のタイムサー
ビス品が変わります。タイムラ
インのお知らせ画面をレジで見
せれば、タイムサービス時間じゃ
なくても、その価格で買えます！

限定
100コ

限定
100コ

300税込

円

素焼アーモンド
200ｇ

マルジ価格 500 円

300税込

円

今治
タオル

はんかち

貼るだけ
便座シート

マルジ価格 158 円

100税込

円

マルジでは、健康・長寿・幸福を願う赤パンツの赤いハギレを、みなさまにおすそわけし
ています。ご来店の際には、ぜひお持ち帰り下さい。また、ハギレで作った作品も募集し
ております。作品はご返却できかねますことを予めご了承ください。

川越市 神谷様よりお客様の作品
色とりどりの端切れを合わせ、

たくさんの赤い帽子と、 かわい

らしいバラのブローチを作って

くださいました。 幸せのおすそ

わけが、 幸せの赤いシャポーに

生まれ変わり

ましたね。 金魚 トマト いちご

だるま バラ

ぽっかぽか

オリジナル
ストレッチボクサーマルジ

Amazonでも

販売開始！

高性能フィルター

４層構造

個包装
30枚入

580円
アニマルブランケット
　　　　　　980 円

おしゃ暖ソックス
　　　　660 円

ふわもこソックス
365 円

★おやすみマフラー　540 円

★ルームシューズ　499 円

★ふわもこパジャマ
　1580 円

ハリネズミハリネズミ

ネコネコ ヒツジヒツジ

★わんこスリッパ 1980 円

くまスリッパ 1680 円

★チェック柄ひざかけ
　799 円 70×100cm70×100cm

ブラック

ピンク

ホワイト

ネイビー

ブラック

ピンク

ホワイト

ネイビーハリネズミハリネズミ

森のなかま森のなかま

ペンギンペンギン

ねこねこ

★モデル着用
プルオーバー
パジャマ
綿 100％
2580 円

★モデル着用
プルオーバー
パジャマ
綿 100％
2580 円

テイジン  シングル
あったか敷きパッド
5980 円➡2580 円

ハリネズミ柄
ニット肩あて
　　1280 円

ほっかほか
ニットソックス

極厚タイプ
1800 円

極厚タイプ
1800 円

ルーズタイプ
1580 円

ルーズタイプ
1580 円

マルジはすべて
税込価格です。
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