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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

第０２５９号（マルジほのぼの新聞）令和３年９月発行　　購読料無料

急遽決まった３カ月連続開催も９月で終了。まだの人は

ぜひこのチャンスに！  そして今後もいろんな LINE

限定サービスを計画中！　お友達登録するなら今！
※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。

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    ９月・１０月無休

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

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！

10days10daysサービス！サービス！ほのぼのほのぼの

9/1 ～ 9/109/1 ～ 9/10 9/11 ～ 9/209/11 ～ 9/20 9/21 ～ 9/309/21 ～ 9/30

ただいま、 友達登録してくださった
方に、 携帯用アルコールジェル
いずれか１本プレゼントの
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！

９月10日（金）
　　～１３日（月）
９月10日（金）

　　～１３日（月）
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！

マルジ２号館・３号館では、

防災用品をご用意しております。

掲載品はほんの一部です。

９月２日、防災の日をきっかけに、

防災品の点検・見直しをしましょう。

100税込

円

100税込

円

格子キッチン
おしぼりタオル

スヌーピー
ハンド
タオル

マルジ通常価格
380 円

9月で一旦終了！

巣
鴨 通販の

掲載品セットを店舗でお買い上げ希望の際は、 お電話にてご予約ください。

オリジナル
マルジ

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

いちごトマト

バラ

２０％OFF

日によって配布種類が違い、お選びいただけません。その日の配布種類は、レジ・店頭にてお知らせしています。

キャラクター
キッチン
スポンジ

CICA
アルコール
ハンドジェル

マルジ通常
価格 199 円

備えよう

ストレッチボクサー

金魚りんご

＊ 応募期間 ＊
８月２４日（火）～９月５日（日）

※プレゼント商品のうち、マットレス、モバイルバッテリー、スライダーバッグは、マルジ２号館でお取り扱いがございます。
　プレゼント品はご用意していますが、店内売り切れの際はご容赦ください。

※前とじです

商品券200名
●マルジ１００円商品券

5名
●軽量薄型モバイルバッテリー

普段から使える、
防災品としても
準備したい。
２台同時充電が
可能です。

１名

日本一売れているあの
マットレスと同じもの！
ぜひ使ってみて！

巣鴨の大人気
パティスリーから
おいしい焼き菓子を。

3名
●Yoshinori Asami様の
　焼き菓子セット

応募プレゼント！

マスクを入
れたり

１２枚入（各２柄×６枚入）

●スヌーピー（PEANUT）
　スライダーバッグ

おかしを入
れたり

●日本製 抗菌
　低反発マットレス

10名

パラリンピック応援キャンペーン！ 
期間中、 マルジでお買い物をするとレジで
応募券がもらえます。 必要事項を記入して、
店内の応募箱に入れてね！
抽選 ・ 発送は 9 月末を予定しています。

300税込

円

280税込

円

となりのトトロ
タオルハンカチ

メーカー希望
価格 660 円

※種類によって
　在庫の少ない
　物もあります。

持

ち
歩きに便利！！

マルジ通常
価格 500 円

EVAレインポンチョ

300税込

円

マルジ通常
価格 158 円

100税込

円

マルジ通常
価格158 円

いつまでもお
元気に

お過ごしくだ
さい。

そのほか、ご希望のカスタマイズも承ります。

赤 敬老の日は、

９/３（金）～９/２０（月）
敬老の日ギフトキャンペーン

期間中、マルジ店舗にて敬老の日ギフト2000 円以上
お買い上げで、 箱 ・ ラッピング代金を無料サービス
　　　　　　　　いたします。 ぜひご利用ください。

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

だるまパプリカ

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！

ハマる人
続出！

のギフト
①福べこセット

通販サイトではこちらに掲載した以外のセットもご用意しております。

②青い鳥セット

③丑年セット ④リラックスセット

①婦人福べこセット　M・L 2,580 円／ LL 2,750 円
　福べこ天レースショーツ, 福べこ裏赤ショーツ,赤靴下

②婦人青い鳥セット　M・L 2,180 円／ LL 2,250 円
　青い鳥天レースショーツ , 青い鳥タオルハンカチ ,
　青い鳥ソックス

③紳士丑年セット　M・L 2,300 円／ LL 2,400 円
　丑年ボクサーブリーフ , 赤靴下

④紳士リラックスセット　M・L 2,379 円
　赤申又（さるまた）, ニットトランクス,シルクソックス
　※こちらのセットは LL のお取り扱いがございません。

5ℓタイプ 495 円
10ℓタイプ 572 円

折りたたみ給水バッグ

ブルーシート厚手
３畳（1.8×2.7ｍ） 740 円

６畳（3.6×2.7ｍ）1050 円

えびピラフ 410 円　わかめごはん 345 円
田舎ごはん 367 円　白米　　　　 302 円

プレーン 453 円
メープル 486 円

普段は家族の
レジャーシート。
いざとなったら
水を通さない
丈夫さが生きます。

非常用ポンチョ

屋外での着替えや
トイレの目隠し、
雨よけ、防寒対策
などに。

２枚入 599 円

緊急ミニトイレ

普段なら渋滞時に。
持ち出し袋にもあった
ら安心。簡易ポンチョ
とセットで準備！

２個入 599 円

水やお湯を入れるだけ！

まずは水！
何はともあれ、

       スグ食べられる

できあがり目安２６０ｇアルファ米 缶入りパン

マルジはすべて
税込価格です。

 ２０２１年９月号

創刊２０００年４月

０２５９号

第０２５9 号（マルジほのぼの新聞）令和３年 9 月発行   購読料無料

1952年

昭和2７年創業

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１０月１５日（金）▶１７日（日）

ディングロールでは、 トイレに行きたいのを我慢

して合掌しました。

■がんばれ、翔平！頑張る商店街！

この原稿を書いている 8 月 19 日、 海の向こう

では大谷翔平選手が 40 号のホームランを打ち、 投手としても 8 勝目をあげ

ました。 このマルジ新聞が発行される 9 月には 「50 号＋10 勝」 も夢では

ないですよね。 閑話休題、 観光客がいない巣鴨地蔵通商店街ですが、 今で

も閉店と開店が続いています。 特に 6 月以降マルジ周辺が急激にヒートアッ

プし始めました。OSドラッグさんの仮店舗オープン同日に、高級食パンの銀座・

に志かわさん、 八百屋 ・ キッチンパートナーさん、 さらに８月に整骨院 ・ 鍼灸

院さんがオープンし、 郵便局の隣には鮮魚 ・ 野菜と書いたグリーンのテント看

板がかかりました。 いままでの巣鴨地蔵通商店街とは違う性格の商店街に発

展しそうです。 マルジの店頭でお客様に声をかけられました。 「古くからのお

店がなくなるのは寂しいけど、 新しいお店ができるのを見

るのも楽しみだわ」 と言うのです。

閉店 ・ 開店の 「カットとカットのあいだに “客”　宿る」 の

ですね。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌

■■朝目覚めたら、まずラジオで頭を活性化

私は毎朝目覚めたらすぐに、 寝ころびながら手を伸ばしてラジオをつけ…ラジ

オと言ってもスマホのｒａｄｉｋｏです。 ラジオはテレビではおよそ放送しない過激な

政治発言や本音の話がてんこ盛りでテレビより面白い。 政治の裏話や当日発

売の週刊誌記事の裏話、 さらにいろいろな宗教の人生訓などを聴いて寝起き

の３０分間を過ごします。 話し方で勉強になるのは何といってもディープなムー

ド歌謡の解説をする徳光和夫さんです。 すばらしい言葉さばきと会話術です。

■「カットとカットのあいだに神宿る」

私の趣味のひとつに映画があります。 オカルト系以外でし

たらミュージカルはじめアニメまで何でも見ます。 学生の

頃はアルバイト代を映画とサッカーにつぎ込み、 高倉健さ

んや鶴田浩二さん、 藤純子さんの任侠物、 大学生のころに第一話が始まった

山田洋次監督の 「男はつらいよ」 シリーズも好きでした。 いまのコロナ禍で

映画館は数少ない娯楽の安全基地です。 「カットとカットの間に神宿る」 とい

うのは、 現在上映中の 「キネマの神様」 （山田洋次監督） の主人公のセリフ

です。ほんとうでしたら志村けんさんの主演でしたが、コロナでお亡くなりになり、

ジュリーが主演で、 沢田研二さんに志村けんさんをだぶらせて観ました。 エン

8月お盆過ぎ、 マルジ３号館のはす向かい、「保険の窓口」があっ
た場所に整体院がオープンしました。
GBS巣鴨地蔵通り整骨院 鍼灸院 筋膜整体院さん。
２週間前にひどい捻挫をして、 歳も歳だし治りも悪く、 歩くにも支
障が。 仕事帰りに気になって、 店頭で説明書きを読んでいたらお
店の人に声をかけられました。 お世辞抜きに、 元気で明るく若い
整体師さんたちのまぶしさに、 一瞬後ずさりそうになったものの、
そのまま２日後の予約 ➡ 施術 ➡ 帰り道、 普通に歩けるようにな
っていたことに、これがクララ

※

の気持ちか！ と。
※アルプスの少女ハイジ。症状や状態によって回復の仕方も変わります。

整体自体が初めてなので、 すごくいいのか、 これが普通なのかもわからないけれど、 レント
ゲンを撮るわけでもなく、「2段階で捻挫しています。 関節もずれています」とすぐに治してくれ
ました。 自然治癒には限界があった模様。 誰だったか、 「加齢とともに美容と健康は、 お金
と時間をかけないとダメ」と言っていたのを思い出しました。 GBS さんは保険適用診療もあり。
また、文房具店「大洋産業」さんの跡地にも新しく「脊椎セラピー巣鴨灸丁目」さんがオープン。

コロナ禍で行動範囲がせばまったこともあ
り、 運動不足やストレスからくる体の痛み、
ゆがみに悩む人も増えたらしい。 行動範囲
がせばまったからこそ、 身近にケアをしてく
れる場所が増えることはありがたい。
ここを通れば生活が足りる、 そんな商店街
になっていくのかもしれません。

連日の手習い

９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。

コロナが蔓延する中、 五輪は粛々と開催された。 世界中から集まったア

スリート達がこの５年間、待ち焦がれていたと思うと応援にも力が入った。

私はＷ杯や五輪は大好きなのでメダリスト

が出る度にお祝いのポスターを筆書きし

ているのだが、 今回はそれを見てマ

スコミの取材が４件も来た。

「なんでそんなに？」 と聞くと、「街

に明るい話題がないんですよ」 と

の事。 これぐらいのことで喜んで

貰えるならと頑張って書いたが、58

個のメダルは予想以上で、 嬉しい

悲鳴を上げながらの手習いでした。

「水害にあわれた各地の皆様に謹んでお見舞い申し上げます」

五輪のメダルポスター

おじぞうさんぽ 第５回

生まれ変わる地蔵通り商店街

９月２日（木）,１５日（水）～１７日（金） ９月１０日（金）～１３日（月）

９月１８日（土）～１９日（日）

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！

スタッフ日誌 商品管理　たどころ

現在倉庫で、「倉庫の客はお店」をモットーに、

商品管理の仕事をしています。

①入荷

②検品・値付

③お店への

　　商品搬入

が仕事の流れ

です。

しかし、「お店

が欲しいもの

を欲しい時

に」のリクエ

ストに応えら

れず落ち込む

こともしばしばです。

お店が忙しいときはレジや接客もさせてもら

います。商品知識不足を露呈し、お客様のツ

ッコミに目が泳ぐ…なんてことも。それでも、

そのあとのお客様の笑顔と「ありがとう」に

ホッとします。コロナ禍で、往来ままならな

いこの時期に数あるお店の中からマルジを選

んでご来店されるお客様には、本当に感謝の

気持ちでいっぱいです。

最近ではあまり使わなくなったのかな？背中

のかゆいところを掻く「孫の手」。倉庫とお店

の経験を活かしながら、あの「孫の手」のよ

うになれるよう、これからも頑張りたいと思

います。

８月２４日（火）▶９月５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！

ガラポン抽選会ガラポン抽選会ガラポン抽選会
★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！
※8/１７にガラポンクーポンを配信します。

★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！

パラリンピック応援！
応募抽選会
★期間中、マルジでお買い物をす
　る毎にお渡しする応募券をレジ
　でお渡しします。必要事項を記
　入して店内の応募箱に入れてね！

マルジ常務

５
枚
か
ぁ
！

今
日
は

■GBS巣鴨地蔵通り整骨院 鍼灸院 筋膜整体院
営業時間  10:00～19:30 ※土曜～ 15:00, 日曜定休
■脊椎セラピー巣鴨灸丁目　営業時間：10 時～ 21 時

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

高岩寺

GBS

巣鴨灸丁目

マルジの日
友の会スタンプ２倍！

ゆがまず
生きてゆく


