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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７月１５日（木）▶１７日（土）

マルジ常務テレビ登場は？

マルジ初めての ６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。

６月５日（土）▶６月１３日（日）

５月２８日（金）▶６月４日（金）

の日

スタンプ２倍！

６月２日（水）　

マルジの名前が初めて TV に出たのは遥か昔昭和３６～７年の頃だったと思

う。 「土曜〇〇劇場のような番組の最後に名前が出ます」 と、 メーカーから

連絡があったようだ。 当時は住み込みの店員さんとかも同居生活をしてい

るオールウェイズの時代です。 TV に店名が

出るなんてスゴイ事だ。 当日はＴＶの前

に父母兄弟を初め店員さんたちもそ

ろってＴＶにかじりついていた。 「ま

だかな」 「いつ出るかね」 と待っ

ていたが出ずに、 最後のエンドロー

ルになった。 ズラ～ッと並んだ特約

店の名前の中にほんの一瞬 1 ～ 2

秒の事。 それでもＴＶに出た事は大

変なことであった。

■再開発が進む豊島区

巣鴨のある豊島区は６つの隣接区があります。文京区・新宿区・中野区・北区・

板橋区・練馬区です。 池袋にある新・区庁舎は、 隈研吾建築都市設計事

務所のデザイン協力で２０１５年に竣工しましたが、 高野区長などの努力で財

政困難だった豊島区が起死回生した象徴的建造物です。 一時、 「豊島区」

は都内２３区でただ一つの 「消滅都市」 だと言われたこともありましたが、 そ

れも奮発材料として豊島区はコロナ禍でもどんどん進化を続けています。 立

派な新区庁舎を建築するのに借金をせず余剰資金を生み出したのですから、

区長・行政の力はご立派で強運だと言わざるを得ません。ＪＲ池袋駅のお隣は

大塚駅ですが、 ここに星野リゾート様の新業態・都市型観光ホテル OMO５

が開業したのは 2018 年、 そのころから大塚駅周辺の景観は一気に変貌し

ました。 そしてこれから再開発は大塚から巣鴨へとすすみ、 街の生態系が変

化してゆきます。

■次は巣鴨地蔵通商店街が進化する

コロナ禍で巣鴨地蔵通商店街から１７店舗が撤退したのは 「まさかの坂」 で

したが、 でもそれは 「商売の生態系」 における自然淘汰のようなものです。

マルジも淘汰されないように努力をしているところですが、 自然環境が遷移す

ればそこに新たな生態系が生まれるのも自然の成り行きです。 コロナレバレッ

ジで空き店舗続出の地蔵通商店街に大正大学様の 「すがもオールキャンパ

ス構想」 が一気に実現し始めました。 一部には、 「商店街になんで大正大

学の店が進出するの？」 と思われているようですが、 商人の長期計画はせい

ぜい10年、しかし仏教界や教育界の長期計画は 「百年の計」 と言われます。

この 「すがもオールキャンパス構想」 は、ＪＲ巣鴨駅から大学構内にたどり着く

２ｋｍ余りの道筋に、 全国約１００の自治体と絡んだビジネスの実験場として、

学生と高齢者が融合する文化を作り上げる壮大な計画です。 さらに５Ｇ世界

の商店街に変化してゆくそうですが、 電柱の地中埋設化もすすみ、 長く続い

た「おばあちゃんの原宿」は「若返る未来の街」に変化します。 日本中の文化・

物産などの新情報がつぎつぎと……偉そうにこの原稿を書いている私はアナ

ログ派商人ですから、 これ以上詳しくお伝え出来ませんが、 大いに期待して

もよいのではないでしょうか。 高岩寺様、 眞性寺様、 猿田彦大神様、 そして

この巣鴨にはたくさんの江戸レガシーが今も健在です。 江戸レガシーに守られ

て、 令和の巣鴨をみんなで作り上げましょう。 まずは、

コロナ禍で未来を背負う若い人たちに一日も早く、 コロ

ナワクチンを接種してもらいたいものです。 　　　　　　　合掌

６月１５日（火）▶１７日（木）

★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！

コロナ禍で変わる、「池袋・大塚・巣鴨の生態系」

会員限定会員限定会員限定
20％offキャンペーン
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ガモールマルシェ

座・ガモール
京都

生まれ変わる地蔵通り商店街

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！
１００円で１点

ＬＩＮＥ

★期間中、LINEのお客様限定で、レジ１回
分まるごと20％off になります！
当日入会しても、20％off クーポンは使え
ます。詳しくは裏面を見てね！

★いろいろ安くて、
いろいろ面白い！
２号館て、こんなのも
売ってるのね‼ってい
う、大発見セールです！

◆対象の方
※

に優待ハガキをお送りします。 到着したおハガキの内容を
ご確認の上、 おハガキ持参にてご来店ください。
◆マルジ３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。
◆ガラポンチケットや、 靴の　　　　　さんの割引券ももらえます！

※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。

６/１８（金）～６/３０（水）

マルジ友の会夏モノ

新入荷品も！

２０％off！

貯まる！

　たまる！

2号館掘り出し市！2号館掘り出し市！2号館掘り出し市！

大正大学が手掛ける 「座・ガモール」から、
全国の特産品を扱う 「ガモールマルシェ」が
4月14日にプレオープン。 日本各地の新鮮な
野菜、 魚や肉（加工品）はもちろん、 珍味、
調味料、 人気のお菓子、 選りすぐりの日本酒
など、 わざわざその地域まで行かないと手に入
らない商品が豊富に揃っています。
マルシェの運営は、 大正大学が取り組む 「す
がもオールキャンパス構想」 の一環。 すがもエ
リアを第二の 「キャンパス」 として、 学生が主
体となって、 まちが抱える課題をリサーチし、 そ

の課題を解決する力を養うことが目的なのだそうです。
マルシェの接客や、 企画立案・実践の中で学びを深め、 未
来を担っていく学生たちを、 まち全体で見守っていきましょう！

大正大学
すがもオールキャンパス構想

■営業時間：午前10 時30分～午後 5時30 分
   水曜定休（4のつく日が水曜の場合は翌日休み）
■電話：０３-５９８０-８７４１

▲日本各地直送の新鮮野菜。
　ぜひ試してみてほしい！ OSドラッグ

靴から伝わる、やさしさを。

マルジ

レナウン
ｎａｔｉｏｎａｌ

ド
ン
ダ
ケ
ー
！！

あ
れ
か
い
？

オ
～
～

今
な
ら

←僕

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

https://www.sugamo-maruji.jp/

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    ６月・７月無休

１号館は、ただいま休業中です。
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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。

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。
※マルジ友の会のスタンプはつきません。

６月５日（土）～13 日（日）６月５日（土）～13 日（日）

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

キャンペーン

LINE 会員限定

@064bsstlマルジの公式LINE

おともだち登録してね！

　　　　　　　　　　　　　　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）

アガる赤、アクティブストレッチ

バラ
いちご

りんご きんぎょ トマト パプリカ

だるま

M・L  1100円 /LL  1200 円M・L  1100円 /LL  1200 円
素材：ポリエステル、裏あて布：綿

全７柄。６月 25 日入荷予定。

GOGO!メンズ！

父の日ギフトマルジ店舗ラッピング無料サービス

巣
鴨

30枚入

580円

大人気すぎて、

サーモンピンクとライトパープル

出ちゃいました！

夏もかわいく快適！

大人気‼

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。

期間中入会
でも OK！

期間中入会
でも OK！

２０％OFF

通販の

通販はこちらから。

６月末
発売！
６月末
発売！

10days10daysサービス！サービス！わくわく！わくわく！
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！

格子キッチンタオル
6/1 ～ 6/10 6/11 ～ 6/20

280税込

円

マルジ通常
小売価格 380 円

780税込

円

マルジ通常
小売価格 1,100 円

紀州はちみつ南高梅
6/21 ～ 6/30

100税込

円

マルジ通常
小売価格158 円

750ｇ

無撚糸フェイスタオル

1枚

12枚組

大好評すぎて

早くも再登場！ まとめ買い
続出！初登場‼

不織布
マスク

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 1２粒入り
プレゼントクーポン発行中！

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！

シ
ゲ
キ
テ
キ
！
ツ
イ
ステ

ッド
フルーツ味

たまにコイツ♡

カサツク夏、
　　 サガツク夏

美容大国韓国で広く認知されているツ
ボクサエキスと、日本古来の植物成分
を配合した CICA メソッドシリーズ。

９種のヒアルロン酸エッセンスをたっ
ぷりと配合したJMソリューションのフェ
イスマスクとオールインワン美容液。

おうちで手軽に温泉効果。重炭酸湯
がつくれる、薬用 HotTab を試し
てみませんか？

夏のマスクに１滴。
消臭・抗菌効果のほか
気分をすっきりさせ
てくれるハッカ湯で
リラックスバス
タイムにも。

医薬部外品
シカクリーム
1,620 円

フェイスマスク５枚入
1,080 円

薬用 HotTab100 錠入
7,236 円

オールインワン
美容液 30 個入
1,080 円

シカ美容液ミスト
1,728 円

ハッカ油 30mL
695 円日本製

洗って落ちない汚れは、
吸い取ってキレイに！

肌浄化の手助けをするス
キンピーリングパウダー
付き。吸引方式なので、
やさしく汚れを取り除き
本来の素肌にリセット。

ファンデーション、
おうちでプロの
仕上がり！

1分間で3000万回
パッティング。
しみシワくすみを
隠して、さらに
キレイが持続。
こだわりファンデ
付きだから、すぐ
始められる！

メイクエステ サクションビュー
スキンピーリングパウダー付
1,200 円

メイクエステ パフキャビテーション
タッチアップファンデーション付
2,980 円

マルジはすべて
税込価格です。


