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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

1952年

昭和2７年創業
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 ２０２１年４月号

創刊２０００年４月

０２５４号

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

マルジ常務

５月１５日（土）▶１７日（月）

有吉いい eeeee ！
２/28 テレビ東京

「電車でＧＯ！！はしろう山手線」

４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。

４月２３日（金）▶５月９日（日）

１号館の思い出話をしましょう。かつて
の１号館は１号館の思い出話をしましょう。かつて
の１号館は

２つに仕切られ、子供服と婦人服を
販売していました。２つに仕切られ、子供服と婦人服を
販売していました。

店内は多数の段ボール箱に商品が
入っており、お客店内は多数の段ボール箱に商品が
入っており、お客

様が「宝探し」と言いながら商品選
びを楽しんで様が「宝探し」と言いながら商品選
びを楽しんで

いました。いました。

その後1号館のビルは2003年に新し
く建て替えられ、その後1号館のビルは2003年に新し
く建て替えられ、

以前を知るお客様にも、「きれいにな
ったし、陳列も以前を知るお客様にも、「きれいにな
ったし、陳列も

低く見やすくなった」と言われることが増えまし低く見やすくなった」と言われることが増えまし

た。サービスカウンター前にはテ
ーブルコーナーた。サービスカウンター前にはテ
ーブルコーナー

が作られ、夏、冷たいお茶のサービス
時には、「おが作られ、夏、冷たいお茶のサービス
時には、「お

いしい」「生き返ったわ」
の声をいただけるいしい」「生き返ったわ」
の声をいただける

のがとても嬉しかったのです。　　　　　のがとても嬉しかったのです。　　　　　

しかし今、新型コロナのせいで、お茶もそうですし、しかし今、新型コロナのせいで、お茶もそうですし、

マルジでのいろいろなサービスやイベントが無くなり、マルジでのいろいろなサービスやイベントが無くなり、

スタッフとしても、とても残念に感じています。新スタッフとしても、とても残念に感じています。新

型コロナが流行り始めた頃、巷ではマスクやアルコー型コロナが流行り始めた頃、巷ではマスクやアルコー

ル除菌の類が不足し、当時は価格も安くはありませル除菌の類が不足し、当時は価格も安くはありませ

んでしたが、マルジの品揃えを見たお客様に「来たんでしたが、マルジの品揃えを見たお客様に「来た

甲斐があった」「ありがとう」の声を多くいただきま甲斐があった」「ありがとう」の声を多くいただきま

　　　　　　　　　　　ました。逆境のなかでも、　　　　　　　　　　　ました。逆境のなかでも、

　　　　　　　　　　　お客様の「ありがとう」　が、　　　　　　　　　　　お客様の「ありがとう」　が、

　　　　　　　　　　　とても嬉しかった。　　　　　　　　　　　　　とても嬉しかった。　　

　　　　　　　　　　　１号館は休業に入りますが、　　　　　　　　　　　１号館は休業に入りますが、

　　　　　　　　　　　１年後、どんな店になるの　　　　　　　　　　　１年後、どんな店になるの

　　　　　　　　　　　かとても楽しみです。　　　　　　　　　　　かとても楽しみです。

　　スタッフ日誌　  1 号館 しまぞえ

の日

スタンプ２倍！

４月２日（金）　 貯まる！

　たまる！

４月１日（木）▶２１日（水）

有吉さんほか、 常連のメンバーさんが椿山荘さんで 「電車でＧＯ!!」 のゲー

ム大会をしました。 山手線を運転していく

中で、 各駅の名物などの話題を取り上げ

ながら、 ウダウダと楽しい時間を過ご

しました。

駒込から巣鴨はロッチの中岡さん

が運転し、 巣鴨の話題としては

「赤パンツ」と「塩大福」を取

り上げていただきました。

大塚に向かっては有吉さん

が運転しましたが、 あまり乗

りたい感じではありませんで

した。

そうだ︕今からお前んチでゲームしない︖そうだ︕今からお前んチでゲームしない︖そうだ︕今からお前んチでゲームしない︖そうだ︕今からお前んチでゲームしない︖

■石巻の友人から届いた手紙　　　　

東日本大震災から１０年がたった今年の３月、 石巻のフジヤ ・ 伊勢実社長様か

ら手紙が届きました。 １０年前、 震災後一か月ほどして私が大阪出張したときの

ことです。 偶然彼にお会いし、 大震災直後からの生々しい体験談を話してくれま

した。 津波で泥まみれになったお金を握りしめて 「店を開けてくれ！」 とすがるお

客様、 電源もなく銀行もなく食料もない恐怖感の中、 避難所を探し回り店のスタ

ッフを集めて開店したときのお話です。 いまも機会あるごとにマルジの朝礼で時々

そのことを繰り返し伝えています。 今回届いた手紙には、 「お陰様で地域の復興

とともに業績も安定し、 少しずつ成長の兆しも見えてまいりました」 と、 書かれて

ありホッと胸をなでおろすと同時に、 実際には語りつくせないご苦労もあるでしょ

うに、 感謝だけを述べた 「10 年越しの礼状」 に深く感じるものがありました。

■短くなる時間、長くなる時間

ひとくちに１０年と言っても東京で過ごしている私たちの１０年と、被災地で過ご

す１０年の感覚は全く違うもので、 時間の長さは環境と立場によって変化します。

時を計る砂時計は繰り返し使ううちに砂がすり減り、 いつの間にか砂が滑り落

ちる時間が早くなります。 この砂と同様に私たちも年齢や環境変化によって体

感時間が短くなったり長くなったりするはずです。コロナ禍のこの 1 年間という時

間を皆様はどのように感じていますか？ 某繊維問屋さんが「銀座・浅草・巣鴨は

だめだ」 と言いだす始末。 1 年前まで巣鴨は商売人にとってあこがれの地で

したが、 今では想像もしなかった状況に追い込まれました。

■「サナギの時間」

新型コロナ禍で世界は大きく変わり、 同じ商売人でも都心部、 観光地、 アパ

レル業界、 高齢者対応ビジネスは存亡の危機ですが、 同じコロナ禍にありな

がら、 ローカル地域の商店は空前のバブル景気です。 巣鴨はこの１年で１７店

舗が閉店撤退し、 いまだシャッターが下りている店がありますが、 決して悲観

材料ばかりではありません。 先月号でご紹介した食パンの 「無題」 さんがオ

ープンし、 さらにマルジの２軒となりに食パンの 「銀座 ・ に志かわ」 さんが新

規出店しました。 マルジ周辺が徐々に地域密着エリアに姿を変えています。 特

筆すべきは大正大学様の “オールキャンパス構想” です。 紙面の都合で今回

はいろいろご紹介できませんが、 次回以降にご紹介したいと思います。 どうも

巣鴨は 「サナギの時代」 に入ったようです。 中野信子氏の新著 『ペルソナ』

の中でサナギについてこう書いてあります。 原文通りではありませんが、 「青虫

がサナギのカラの中で液状化し遺伝子に基づいて蝶の形に

成長する」 と。 巣鴨は若者と高齢者の融合社会がすすみ、

まもなく蝶となって羽化するのです。 サナギから羽化する素

敵な蝶を夢見て。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌

４月１５日（木）▶１７日（土）

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！

１号館休業１号館休業１号館休業

最終売り尽くしセール!最終売り尽くしセール!最終売り尽くしセール!
★靴の Pansy さんとのコラボ
　セール開催です！
　5/1日～3日の 3 日間は

　がらぽん抽選会開催。
　※詳しくは裏面を見てね！

友の会優待セール友の会優待セール友の会優待セール
★今回は１号館の休業の都合により、例年
　より２ヵ月前倒しで友の会
　優待セールを開催。
　かならず優待ハガキをお持
　ちになってください。
　詳しくは到着のおハガキを
　ご確認くださいね。

１号館 休業休業 に伴うお知らせ

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！

10days10daysサービス！サービス！サービス！サービス！カンゲキ！カンゲキ！

刻まれる時間と文字、「石巻から届いた手紙」

４/１（木）～４/２１（水）

●マルジ友の会優待セール●

ＯＳドラッグさん店舗建て替え期間に、マルジ１号館の場所は、ＯＳドラッグさんになり、１号館はお
休みします。でもご安心ください！ 約１年後、ＯＳさんが新しい建物に戻ったら、マルジ１号館は
復活します！ 休業までのカウントダウンもいよいよ大詰め。優待セールも前倒しで開催します！

◆今回も地域ごとに期間をずらして、 対象の方に優
待ハガキをお送りしています。 到着したおハガキの
期間 ・ 内容をご確認の上ご来店ください。
◆マルジ４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。

※

※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。

４/２３（金）～５/９（日）

●１号館　 　　セール●

◆1 号館の在庫も寂しくなってきたところ
へ強力な応援が！！ マルジのお隣にもお店
を出す、 靴の　　　　　 さんがセール参
加です！ Pansyさんの靴、履きやすいです
よね～。 そして１ 号館も最終売り尽くし！
５/１（土）～５/３（月）はガラポンもあります。
３ヵ月間のシメを、 とことん楽しんじゃお！

売りつくし!!

優待
ハガキ

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！お見逃しなく！

マルジ通常
小売価格 158 円

マルジ通常
小売価格 299 円

メーカー希望
小売価格 520 円

4/1 ～ 4/10
ふわふわ無撚糸
フェイスタオル

ミックスナッツ
小分け６袋入

4/11 ～ 4/20 4/21 ～ 4/30

280税込

円 100税込

円 200税込

円

格子キッチン
タオル12枚組

マルジ定番

　　　大人気商品 !!

1枚

巣鴨
すがも

おおつか こまごめ

塩大福
赤パンツ

マルジ
みずの

意
外
に

や
る
じ
ゃん

有吉さん

中岡さん

絵はイメージです。

通販のみの、 箱ラッピング無料サービスセットです。 実店舗ではご用意がございません。

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    ４月・５月無休

１号館 ４月無休・５月１０日～休業

第０２５４号（マルジほのぼの新聞）令和３年４月発行　　購読料無料

６月、 LINE 会員限定
２０％OFFキャンペーン
６月、 LINE 会員限定

２０％OFFキャンペーン

　　　　　　　　　　　　　の期間中、マルジ実店舗で
１件 2000 円以上の母の日ギフトをお買い上げの場合、
ラッピング（箱、造花1本を含む）代を無料で承ります。
また、別途お入り用の方には造花１本100 円で販売して
います。どうぞご利用ください。

入るなら今！

スマートフォンで
読み取ってね！

　　　　　　　　　　　の期間に使える、レジ１回分

まるごと 20％OFF になるクーポンを発行します。配信は６月１日を

予定しています。期間内に入った人も OK！　メッセージが届く状態

でお待ちくださいね～！　今後定期的にやりますよ
※１会計のみですので、マルジ３館いずれかでの使用になります。
※最終日の閉店時間後は、お使いいただけません。
※通販ではご利用いただけません。

予告！

● 5 月１日にはまた、入会

クーポンが変わります。

●すでに入会済みの方にも同じ

　クーポンをさしあげます。

●つまり、今入ればどっちも
もらえる！

●だから、早く入ると、

　　おトクです！

※マルジ４店舗各館レジにて、スマートフォンのクーポン画面をお見せください。
　その際、「使用する」までを押してお見せください。あらかじめお客様自身で「使用
　済み」にしてしまうと、プレゼントが受け取れなくなります。ご注意くださいね！

マルジの公式LINE  はじまりました！
お友達登録、 お願いします！　　

@064bsstl　　　　　　　　コレ、あげちゃう

ただいま、 ４月３０日までに
友達登録してくださった方に、
内側パイルのペットボトルカバー
おひとつプレゼントクーポン
発行中です！
すでにおともだちの方にもクーポンを
配布しています。 ぜひもらいにきてね！

※ドリンクはつきません。

１号館

１号館休業前

最終セール！
4/23（金）～5/9（日）

コラボセール

靴から伝わる、やさしさを。

サイドレーススリッポン
ネイビー・アイボリー

2000 円ごとに１回、
まわせます。
マルジ４店舗の
レシート合算が
できます。
空くじなし！

商品はこの他にも
随時追加されます。

いろんなものが
お買い得！

新入荷品もお安く！
5/1 ～ 5/3 は

ガラポンもあります！

5/9 営業最終日！

オープントウ
クロスインステップ
ブラック・ネイビー

軽量スニーカー
ライトゴールド・ピンク

オープントウ
ストラップシューズ

メタグレー・ライトゴールド・シルバー

1500税込

円
元値の

掲載品すべて掲載品すべて

半額以下!!

１号館、１年間の休業にともない、靴下やパン

ストなどの定番品は２号館へ移動になりまし

た。そのほかの商品も 5 月10日に向けて、順

次移動してまいります。

総売り場面積が減少するため、お取り扱いが

かなわない商品や、種類が減少する商品などが、

１・２号館ともに出てきます。お客様には大変

ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただ

けますよう、よろしくお願い申し上げます。

靴下売り場は、 ２号館入って左
側の壁面周辺に移動しました。
ご不明な点は２号館スタッフへ
おたずねください。

通販はこちらから。

4/17（土）～5/9（日）

https://www.sugamo-maruji.jp/巣鴨マルジの通販

売り尽くし！

➡

母の日アマビエセット 母の日スマイルセット 母の日ありがとうすがもんセット

S,M,L 税込 2,430 円
LL　　税込 2,530 円

S,M,L 税込 2,660 円
LL　　税込 2,730 円

S,M,L 税込 2,580 円
LL　　税込 2,750 円

アマビエショーツ、 無地ショーツ

綿混ソックス

●スタイ
　1320 円⇒500 円

●バスタオル
　3080 円⇒980 円

●大判バスタオル
　4950円⇒1580円

●ハンドタオル
　　660 円⇒300 円

●ハンカチ
　　550 円⇒300 円

●スタイ
　1320 円⇒500 円

●バスタオル
　3080 円⇒980 円

●大判バスタオル
　4950円⇒1580円

●ハンドタオル
　　660 円⇒300 円

●ハンカチ
　　550 円⇒300 円

スマイルショーツ、 タオルハンカチ

天然繊維シルク 100％ソックス

すがもんショーツ、 口ゴムゆったり靴下

巣鴨美人ウラ赤ショーツ

RAINBOW BEAR
チュチュシリーズ

ふっかふかのレインボウ

ベアのタオルシリーズが、

超お買い得価格！

安心の日本製今治タオル

ふっかふかのレインボウ

ベアのタオルシリーズが、

超お買い得価格！

安心の日本製今治タオル

おた るエトワールの

シュニール織 Dredeel の

タオルシリーズがお手頃

価格で登場です！

この機会にぜひお手に

取ってみてください！

シュニール織 Dredeel の

タオルシリーズがお手頃

価格で登場です！

この機会にぜひお手に

取ってみてください！

▼ミニハンカチ 15×15cm

　880 円⇒500 円
▼ミニハンカチ 15×15cm

　880 円⇒500 円

大判タオルハンカチ 28×28cm▶
2200 円⇒1000 円　

大判タオルハンカチ 28×28cm▶
2200 円⇒1000 円　

◀タオルハンカチ
20×20cm

　1430 円⇒795 円

◀タオルハンカチ
20×20cm

　1430 円⇒795 円

森のステッチハンカチ▼
20×20cm　

550 円⇒200 円　

森のステッチハンカチ▼
20×20cm　

550 円⇒200 円　

※一部を除く※一部を除く

▲バラステッチハンカチ
24×24cm550 円⇒200 円
▲バラステッチハンカチ
24×24cm550 円⇒200 円

マスク不織布 １号館の定番品は
２号館へ移動します

くく ののづづろろい 春
各50枚入 税込399円

母の日ギフトマルジ店舗ラッピング無料サービス

６月５日（土）～13 日（日）６月５日（土）～13 日（日）

顔色が良く見える、 肌色が

きれいに映える、 と、

このごろ話題の血色マスク。

耳ゴムがやわらかくのびが

いい！

けっしょく

幅広の耳ゴムがいいならこれ！

グレーも少し明るめ。

ピンク

グレー

ピンク

パープル

ネイビー
小顔用ピンク

パステル３色入

ほんのり
ベージュ

ベージュ

税込580円

配送サービスご利用できます

マルジはすべて
税込価格です。


