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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６月１５日（火）▶１７日（木）

マルジ常務

３月３１日、 「銀座に志かわ」巣鴨店さんが、

マルジのすぐご近所に、 オープンしました。

その「銀座に志かわ」さんが制定し、 日本記念日協会

に今年より認定・登録されたのが、 高級食パン文化月間。４（しょく）８（パ

ン）～５（こう）９（きゅう）の語呂合わせで、４月８日～５月９日なんですって。

日本のパン需要が米を上回って１０年。

昨年10月14日に庚申塚にオープンした高級食パンの「題名の無いパン屋」

さん。 12月29日に店舗リニューアルしたあんぱんで有名な喜福堂さん。

そして疲れたさんぽの足も休まる、 レストラン併設の老舗タカセさん。

食生活の変化にも合わせて、 地蔵通りも変わっていくのですね。

さて、 今日はどのパンを買って帰ろうかな♪

チョイ昔のアダ名

日本一テレビに出ている素人 ５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。

５月２８日（金）▶６月４日（金）

４月２３日（金）▶５月９日（日）

の日

スタンプ２倍！

５月２日（日）　

かつて赤パンツ ・ 巣鴨はなにかとマスコミの注目を浴びていた。 私は多い

年には年間 14 ～ 15 回テレビに出ていた。 友人からは、 「又、 出てたんだっ

て女房が言ってたよ。 ヘタなタレントよ

り出てんじゃないの？」 と TEL を

貰ったものだ。 その頃つけられた

あだ名が 「日本一テレビに出て

いる素人」 だった。 何回使わ

れても玄人っぽさが出て来な

いところがウケていたのだろ

うか。 今は担当を降りました

が、 巣鴨が又脚光を浴びら

れるようにアイディアをひ

ねっているところです。

■コロナ禍の巣ごもり読書

私の机の上には読み切れない本が積みあがり、 経営書、 歴史書、 コロナ本、

ノウハウ本、 小説、 健康書、 脳活書に至るまでまるで小さな図書館です。 今

日も友人から、 「この本が面白いから読んでみたら…」 などと言って新たな誘

惑がスマホに届きます。 人それぞれにいろいろな読書法があり、 デジタル本が

便利という人がいる一方、 いや紙の本のほうが脳にやさしいという人も結構多

いのです。 本は私たちに夢を与えてくれますし、 頭も鍛えてくれます。 重い本を

持ち歩くと体も鍛えられ、 難しい本は睡眠薬より楽に入眠でき、 タオルでくるめ

ば枕にもなる便利な代物です。

■楽しんでいただけたでしょうか？

１号館の休業感謝祭にご来店くださりありがとうございます。 ４月２５日より第３

回目の緊急事態宣言が発出されました。 暗い世の中を少しでも明るく楽しんで

もらえるように１号館休業セールでは、 とびっきりの逸品を多数ご用意いたしま

した。 銀座・ミキモトさんの美容品、 ジェットストリームのボールペン、 エトワー

ル海渡さんのタオルやバッグ、 日本製の椿油、 非常食・缶パン、 有名ブランド

の婦人カットソー……しかも新聞折り込みや広告を打ちすぎると 「３密」 になる

ため、 ひそかに毎日毎日人知れず新商品を NEW　ARRIVAL させました。 お

客様の中には、 「マルジさん、 どうなってるの？　こんなものまで、 どこで仕入

れてくるのよ？　信じられない」 と声をかけられることもありました。 　　

■巣鴨地蔵通りに爽やかな新しい風

先月号のマルジ新聞で少し触れた大正大学様の “オールキャンパス構想” は

今後の巣鴨地蔵通り商店街には新たな追い風になります。 マルジ新聞の中で

も毎号少しずつお知らせしたいと思いますが、 これからの小売ビジネスは単に

ネット通販をすればよいものでもなく、 集客をすれば売れるものでもなく、 新時

代に向けた地域文化を創造する必要があるのです。 今はコロナ禍で時間の流

れが一気に圧縮され、まるで『鬼平犯科帳』を読んでいたら、突然『鬼滅の刃』

にストーリーが変わったみたいなものです。 マルジの２号館・３号館・赤パンツ

館は今まで通り営業しますが、 決して今までの形が良いと思っていません。 豊

島区や大正大学様がアントレプレーナー （起業家） の育成に力を入れていま

すが、 時代はこれから新しい思想をもった人たちを必要としているのです。 マ

ルジはこれから１年間、 OS ドラッグ様と向かい合わせての営業となりますが、

さてさて、 １年後のマルジはどうなっているか？　

１号館休業のあいだに論語でも読んでよく考えます。

論語でゴロンとひと寝入りしながら。 　　　　　　　　　　　　　　合掌

５月１５日（土）▶１７日（月）

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
　セール開催中！
　5/1日～3日の 3 日間は

　がらぽん抽選会

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！

いよいよラスト！

10days10daysサービス！サービス！カンゲキ！カンゲキ！

６月、マルジ1号館にＯＳドラッグ様（仮店舗）がオープン！

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！

貯まる！

　たまる！

昭和レトロがかわいい！
コード刺繍クッション

5/1 ～ 5/10 5/11 ～ 5/20

399税込

円

メーカー希望
小売価格 2000 円

200税込

円

メーカー定価
　　4000 円

XOX（キスハグキス）
フレグランス
ボディミスト

5/21 ～ 5/31

200税込

円

マルジ通常
小売価格299円

素煎りピーナッツ缶
270ｇ入り４本入

１号館でトップスを担当しています。

最近はコロナの影響で帰省が難しく、家族やお友達への

プレゼントにお洋服を探しにいらっしゃるお客様が増え

ました。

デパートやほかの衣料店で欲しいアイテムが見つけられ

なくても「マルジにならきっとある！」とご来店いただくこ

ともあります。

そういったお客様がお探しのものを見つけられるように

努力しています。先日はタクシーを飛ばしてまでお

越しくださって、困り顔からキラキラの笑顔を

見られたことが、とても嬉しかったです。

お客様のご希望のデ

ザインや素材、ご予

算にあわせてご案内

しています。お気軽

にお声がけくださいね。

1号館で勤務してきた４年間の中で、ようやく四季の

移り変わりを覚えてきたところです。

１号館が５月９日までで休業となり、私も別店舗での

勤務になります。環境が変わることは緊張しますが、

これからの新しい経験を活かして1年後の1号館での

働きにつなげていきたいと思います。

スタッフ日誌  1 号館 あんざい

2号館巻き返しセール！2号館巻き返しセール！2号館巻き返しセール！
号 館

懐古

おじぞうさんぽ 第１回

高級食パン
文化月間

地蔵通り商店街
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銀座に志かわ巣鴨店様
レトロ感のある外観が、とてもかわいい♡

生まれ変わる地蔵通り商店街
手みやげにも最適
食パン１本 864円
抹茶みつ 1,080円

★１号館のセールを
　やってみたら、
　２号館ファンの皆様に、
　「２号館でもセールやってよ」
　ってご要望が！
　お応えしましょう精一杯！

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

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

掲載のセットは通販での箱ラッピング無料サービスセットです。
ご来店にてお求めになる場合は、 あらかじめお電話でのご予約を
お願いします。 TEL 03-3910-1409 受付時間１０：００～１８：００

　　　　　　　　　　　　　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。

4/17（土）～5/9（日）

通販はこちらから。
https://www.sugamo-maruji.jp/

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

母の日ギフトマルジ店舗ラッピング無料サービス

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    ５月・６月無休

１号館は、５月１０日より休業

第０２５５号（マルジほのぼの新聞）令和３年５月発行　　購読料無料

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。期間内に入会した人も OK！

メッセージが届く状態でお待ちくださいね～！
※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。

１号館
最終セール！

4/23（金）～5/9（日）

1500税込

円

均一
価格
均一
価格

１号館、１年間の休業にともない、

靴下、パンスト、ボトム、サポー

ター、レインウェアなどの定番

品は２号館へ移動になりました。

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。不明な点は２号館スタッ

フにお尋ねください。

売り尽くし！

１号館の定番品は
２号館へ移動します

６月５日（土）～13 日（日）６月５日（土）～13 日（日）

配送サービスご利用できます

２０％OFFキャンペーン

LINE 会員限定

※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！

@064bsstlマルジの公式LINE

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、
UHA 味覚糖 「ツイステッドワンダーランド」
グミ １ 袋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！

Pansy シューズ

　　　　　　　　　　　　　　の期間中、マルジ実店舗で
１件 2000 円以上の父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。

5/29（土）～6/20（日）

父の日ギフトマルジ店舗ラッピング無料サービス

巣鴨              の通販

マスク
不織布

30枚入　税込580円 使用者の感想　※個人差があります。

■つけた時にひんやりして気持ちいい。少し布のにおいがす

　るので、使う前に風を通しておくといいかも。

■内側が布になっているので、肌触りがよく、不織布マスク

　の摩擦感が無い。

■内布がレーヨン、ポリエステル、ナイロンの合繊。アレルギー

　持ちの自分にはちょっと痒かった。

■着用感は布マスクなのに不織布の安心感がうれしい。

■作業などをしていて呼吸が荒くなると布が鼻穴に吸いつ

　くので、授業中とか、事務仕事向けかな。

■布マスクほど涼しくはないけど、不織布だけのマスク

　より断然いい感じです！

まってた‼

父の日日本のお父さんセット 父の日大人気セット 父の日ウラ赤RED.P セット

M,L　税込 2,600 円
LL　　税込 2,800 円

M,L　税込 ３,200 円
LL　　税込 3,350 円

M,L　税込 2,380 円
LL　　税込 2,580 円

JAPAN ゴム無地ボクサー、

JAPAN ゴムチャンピオンボクサー

シャーリング腹巻、赤靴下、

大人気ニットトランクス

ウラ赤ボクサー、 赤靴下

※赤のセットもあります。

コラボセール

靴から伝わる、やさしさを。

新入荷続々！

おうちでほっこり
枝豆栽培セット

雑貨いろいろ！

DHC
プロティンダイエット

2750 円の品

980税込
円

4800 円の品

500税込
円

4800 円の品

500税込
円

コロナ太りに立ち向かう！
ドクターエア
バランスショット

100税込
円

5/9 営業最終日！

マルジはすべて
税込価格です。


