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友の会スタンプ
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営業のご案内

無休です９月

８月

全館終日お休み
１７日（火）

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

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

第０２５８号（マルジほのぼの新聞）令和３年８月発行　　購読料無料

　　　　　　　　　　　　　この期間中に使える、

レジ１回分まるごと 20％OFF クーポンを発行します。

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。
※お支払いは現金のみのご利用です。
※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。
※LINEアプリのダウンロード及びアカウントの取得は、必ずお客様自身でお済ませください。

LINE 会員限定キャンペーン

@064bsstlマルジの公式LINE

おともだち登録してね！

期間中入会
でも OK！
期間中入会
でも OK！

巣
鴨 通販の

通販はこちらから。

ギフトラッピング等
も承っております。
ぜひご利用ください。

10days10daysサービス！サービス！ウキウキ！ウキウキ！

8/1 ～ 8/108/1 ～ 8/10 8/11 ～ 8/208/11 ～ 8/20
マルジ通常
価格 399 円

8/21 ～ 8/318/21 ～ 8/31

ただいま、 友達登録してくださった
方に、 片面ガーゼのタオルハンカチ
（23cm×23cm 綿100％）
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！

８月６日（金）
　　　～８日（日）

８月６日（金）
　　　～８日（日）

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！

200税込

円

マルジ通常
価格 100 円

500税込

円

100税込

円

夏ソックス３足組
メンズ&
レディース

婦人用ココピタ
夏素材

しゃぼん玉
スティック

マルジ通常価格
350 円

マルジ通常
価格980 円

リモコン付き

80税込

円

８月も開催！

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！

ただいま、 自然災害等のため、
到着までにお時間がかかる地域
がございますことを、 予めご了
承ください。

マルジオリジナル

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

いちごりんご

バラ

りんご

だるまパプリカ

２０％OFF

レジで色は選べません。色を選びたい場合は、レジ以外のスタッフに声をかけてね！

夏に
まけない！まけない！

新
発売！

Wfan
メーカー価格 3300 円
各色税込 1580 円

LED ライト付き卓上扇風機
高さ 26.5cm
メーカー価格 3980 円税込  2580 円

卓上スリムタワーファン
高さ 33cm
メーカー価格 2480 円
            税込 1280 円

真上に向けて室内の
空気循環にも。
ライトもつきます。

首にかける扇風機♪

LED センサーライト
３コセット

マルジ通常
価格 100 円

アルコール
ジェル
500ｍL

58税込

円

200税込

円

洗える
カラーマスク
同色３枚入 マルジ通常

価格 199 円

色柄はいろいろあります。

ワクチン
打ったら、

ワクチンを接種して、かかりに

くく重症化しにくくなった人で

も、体にウィルスがつかなく

なったわけではありません。

家族や接してくれる身の回りす

べての人のために、ウィルスを

持ち帰らないよう、マスクをし

ましょう。

思いやり
50枚入 580円

接触冷感カラー不織布マスク
5 色各 10 枚ずつ入り

きんぎょ
接触冷感ブランケット
100×70cm
税込 300 円

サンリオクールタオル
カラビナ付きポーチ入り
30×100cm 税込 300 円吸汗速乾カップ付きキャミソール

税込 795 円

ネックガード AQUA
税込 1166 円

紫外線99％
カット

気化冷却効果 -５℃

水陸両用

冷却シャツスプレー
税込 200 円

ストレッチボクサー

クールスプレー
& ハッカ油
税込 500 円
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第０２５8 号（マルジほのぼの新聞）令和３年 8 月発行   購読料無料

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９月１５日（水）▶１７日（金）

６月、 地蔵通りにらくごカフェ 「志學亭」 さんがオープンした。 立
川流真打で、 大正大学地域構想研究所の研究員でもある立川志
らら氏と大正大学が、 共同で運営するカフェ兼教室。

普段はカフェとしておいしいオ
リジナルスイーツがいただけま
す。 シフォンケーキほんと美味
しかった！ 食材にもこだわって
いて、全国各地の連携自治体
から取り寄せた名産品を使用
しているそうです（※ 食材はガモ

ールマルシェにて取り扱い）。 今の時期はかき氷も大人気。
そして月に３回ほどのペースで、 志らら氏のらくごを楽しめます。 7/22、 まくらの商店街を元
気にしようというお話は愛情と希望を感じました。 マルジの社長もネタに！ （笑）
元禄で花開いた落語文化は、 平成になりアニメ、 ドラマ化もされた 「昭和元禄落語心中」
という漫画で若い層にも興味の対象に。 足を運んでみて、 古典も新作も楽しめ、 「志學亭」
の存在が令和の時代にライブで楽しめる
娯楽として、 落語を、 もっと身近にしてく
れる気がしました。 気楽に足を運べる場
所が巣鴨にできたことがイイ！　ご本人も
おっしゃってましたが、 750 円とお茶代だ
けで落語 3 本が楽しめるなんて、 リーズ
ナブルすぎる！  おすすめですよ！

くなりました。 お客様が 「私は M サイズだから…」 と言われるのですが、

巣ごもりで体形が変わったことをストレートにお伝えしにくいので、 「ご試着

いただいて構いませんので…」 とおすすめするのですが、 試着を面倒くさい

と言って、 買って帰ったあとしばらくして LL サイズに交換しに来られるお客

様も急増しています。 「この M サイズは小さめだわ」 と言いながら…。

■「やはり」「やっぱり」「だって」「前から言っている」「なんで」

今朝もニュース ・ キャスターや評論家、 専門家らしき人たちが、 テレビ番組の

中でコロナ談義を熱く語っています。コロナ禍の番組で増えた言葉は、「やはり、

やっぱり、 だって、 そんなこと…」 で、 その言葉のあとで、 憤然と持論を繰り

返し大声で述べている。 どんなに正論ぶって話してもその日本語は私には通

じない、 と言ってやりたいくらいです。 緊急事態宣言下の五輪で感動の日々

を送っていますが、 8 月 20 日封切り予定の映画 「孤狼の血　LEVEL2」 が

いまから楽しみです。 柚月裕子さんの著作で松坂桃李さん主演ですが、 「や

はり、 やっぱり、 映画っていいですね」。 難しいこと言わな

くても、 観る前から心が揺れ動きます。 スポーツや映画の

ように、 マルジも心が通じる店にしたいと思います。 大事

なことはミスキャストをしないことです。 　　　　　　　　　　　　　合掌

渡辺徹さん一家の話題

８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月に大動脈弁狭窄症手術を受けた俳優の渡辺徹さんが、 先日元気に退院

されました。 その際、 妻の榊原郁恵さんと、 長男の渡辺裕太さんとの３ショッ

トを公開しました。 入院中、 60才の誕生日に還暦の赤パンツを３枚、 息子さ

ん達から贈られた事を明かした。

嬉しくて、 入院中ずぅ～っと履

いていたそうで、 「家族に見守

られている感じ」 がしたそう

です。 赤パンツつながりで

当店もとても嬉しいですが、

商品はＰＯＬＯ ＲＡＬＰＨ ＬＡＵ

ＲＥＮのものでした。 赤パンツ

的にはジュニアさんとは従兄

弟ぐらいですかね。

■大阪では間違ってもいいから丁寧語を使う

1973 ～ 1980 年の 8 年間、 私は大阪 ・ 船場商人の中でどっぷりと関西

弁につかってきました。 大阪を舞台にした小説 「暖簾」 や 「どてらい奴」

などの主人公に人間的魅力を感じ、 だれの紹介もなく大阪へ飛び込みまし

た。 50 年前の大阪は骨の髄まで関西弁の社会で、 そこで学んだことのひ

とつに、 正しい日本語文法を使うよりも、 誤法であっても相手に丁寧に感じ

られるように使ったほうが 「得」 だという考え方です。

■長寿社会で日本語が通じない？

東京に戻ってもう 41 年、 最近は標準語で話しているのに日本語が通じない

ことが増えてきました。 長寿社会で世代間の年齢差が広がり、 考え方や社

会文化が全く異なるようになってきたことも一因でしょうか。 もっとも、 同世代

の人たちとも言葉が通じなくなってきて……コロナ禍においてたくさんの素晴

らしい本が出版されていますが、そんな難しい本の話ではないのです。 「ハイ」

という返事が 「ノー」 という意味であったり、 「すぐに」 と言っていることが

30日以上であったり、このようなことはお客様と店のあいだでも起きています。

お客様に 「この前買ったショーツなんだけど…」 と言われ、 よくお聞きすると

5 年以上前であったり、 コロナ禍になってからは 「巣ごもり」 の影響が大き

「やっぱり、マルジがいいね！」って、言われるように頑張ります

赤パンツ関連ニュース

おじぞうさんぽ 第４回

生まれ変わる地蔵通り商店街

８月２日（月）,１５日（日）～１６日（月） ８月２１日（土）～２２日（日）

ガラポン抽選会ガラポン抽選会ガラポン抽選会

■営業時間  11:00～17:00 ■電話 03-3917-0808

スタッフ日誌 ３号館　いしおか

今回初めて紳士館に配属になり、 ２か月が

たちました。

紳士館では靴下と雑貨を担当しています。

初めての紳士館で、 どうしていいかわから

ないことも多く、 もちろん今までいた館と

は客層も違い戸惑うことばかりでした。

接客やお客様に声をかけることがあまり得

意ではなかった私ですが、 紳士館にきてか

ら「暑いねぇ」とか「ありがとねぇ」など

と優しく声をかけていただくことが増え、

今は来ていただいたお客様に一人でも多く、

一言でもお声をかけるように、 心掛けてい

ます。

まだまだ未熟で至らない事や空回りするこ

ともありますが、 お客様と一緒に商品をお

探ししたり、 少しでも楽しんでいただける

売り場にしていきたいと思っていますので、

なにかありましたら…なにもなくても、 お

気軽に声をかけてくださいね。

８月６日（金）▶８日（日）

20％offキャンペーン
★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！

★2,000 円で１回抽選ができ
ます。特賞は１万円のマルジ
商品券！最終日は１８時で終了です。

★LINE 会員は買物無しで１回引けます！
※8/20にガラポンクーポンを配信します。

マルジの日
友の会スタンプ２倍！

地蔵通り商店街 眞性寺

中山道
折
戸
通
り

2号館4号館3号館都
電
庚
申
塚
駅

Ｊ
Ｒ
巣
鴨
駅

★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！
※今月は棚卸のため 17 日はおやすみです。

８月１７日（火）は、棚卸
しのため、全館終日休業
とさせていただきます。
ご不便をおかけして、まこと
に申し訳ございません。

８月１７日（火）棚卸しのためお休み

マルジ常務

POLO

郁恵さん

徹さん 裕太さん

巣鴨のらくご

※ 8月高座は 12日、17日、26日、 いずれも午後 2時より

ガモールマルシェ

座・ガモール
志學亭高岩寺

マルジはすべて
税込価格です。


