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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、小１円、ほか各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

マルジのＳＮＳ

マルジ新聞では伝えきれない、マルジの
新鮮で豊富な情報を発信しています。
ぜひフォローしてくださいね！

巣鴨マルジ巣鴨マルジ

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

インスタグラム

最近の新入荷商品を
中心に、お買い得情
報や地蔵通りの様子
など、画像や動画で
お知らせしています。

ツイッター

急遽値下げ！とか、
今日のお買い得など、
今知らせたい、受け
取ってほしい！そん
な情報を発信中です。

マルジは
すべて

税込価格

4/1 ～ 4/104/1 ～ 4/10 4/21 ～ 4/304/21 ～ 4/304/11 ～ 4/204/11 ～ 4/20

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、更にお安くお届け！　　お見逃しなく！！

10days10daysサービス！サービス！わくわくわくわく

30年以上の研究の
歴史を持つ、安全性の
乳酸菌で、カラダの中
から強く元気に！

母の日ギフト母の日ギフト

期間中、マルジ店舗で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（袋や箱
など、カーネーション造花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。

4/1６（土）～5/８（日）

マルジ店舗ラッピング無料サービス

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

巣鴨              の通販巣鴨              の通販

母の日が
最終日だよ！

母の日ありがとうすがもんセット

S,M,L　2,880 円
LL　　　3,000 円

すがもんショーツ、
天レース無地ショーツ
すがもんソックス
すがもんハンカチ

ほか２つのセット
にも、箱、カード、
ラッピングが
含まれます。

母の日シンプルセット

S,M,L　2,080 円
LL　　　2,150 円

インド綿天ゴムショーツ、
シルクリブソックス

母の日若ガエルセット

S,M,L　2,175 円
LL　　　2,245 円

若ガエルショーツ、
若ガエルハンカチ、
若ガエル５本指ソックス
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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５月１５日（日）▶１７日（火）

先月号では美人女優さんとして黒木メイサさんを紹介しましたが、今月号は

男性編です。松潤、ニノ、相葉ちゃんなど人気のジャニーズの面々にもご来

店いただきました。しかしなんと言っても忘れられないのは、人気沸騰した

てのディーン・フジオカさんです。NHK

朝ドラの五代友厚役で、彗星のごとく

現れた D・フジオカさんは、ものす

ごいオーラで、老いも若きも女性

陣を圧倒していました。

普段は誰にでも知り合いのように

声をかける巣鴨のオバちゃん（失

礼！）も中学生さえも、キャー！

とも言わず、ウットリして無言で

した。５メートル以内には近寄れ

ないオーラを発していました。

在ＯＳドラッグ様の仮店舗として使用している 1 号館があいた後に、 縮小し

ながらメンズ洋品を移動します。 1 号館といえば、 以前は婦人アパレルでし

たが、 これも大幅に業界がシュリンクし新規商品調達が困難になり、 1 号

館はメンズとホームウェア関連商品になる予定です。 1998 年以来 3 号館

を貸していただいた斎藤家には感謝するばかりです。
■感謝の閉店セールとインフレ

前述のとおり、 世の中は確実にインフレ、 すなわち価格が上がり、 同時に商

品供給が減ります。 具体的にいま起きていることは、 綿１００％肌着の格安商

品を 2 月から 7 月まで販売予定でしたが、 すでに 3 月の段階で商品が手

に入らなくなりました。 デニムや adidas のサンバイザーも 3 月 6 日に入荷し

た分で終了です。 今後生産数量が減り、 しかも価格上昇する中で 4月22日

より 「感謝の閉店セール第一弾」 を開催しますが、 このような状況下で、 す

べて数量がたくさんはございません。 悪しからずご容赦ください。 第 2 弾以

降の売り出しは、 マルジ新聞、 LINE お友達会員、 インスタなど多くをデジタ

ルにてお知らせいたします。 この機会にマルジ友の会会員

のお客様も、 スマホ LINE 会員にもご登録ください。 わか

らないことはお近くのマルジのスタッフがお手伝いいたしま

す。 ながらくのご愛顧ありがとうございます。         感謝合掌

■コロナ・パンデミックとウクライナ危機

世の中はロシアのウクライナ侵攻で新たな火種を抱え、 コロナ禍で傷んだ日

本経済はさらに大きな危機に追い込まれそうです。 コロナにしても戦争にして

もテレビ報道の解説にどれほど信頼性があるのか定かではありません。 また

ネットのなかもバイアス情報も多く混在していることが、 いまを生きる私たちの

混乱を生み出しているそうです。 日本に限らずこれからは、 インフレ社会到

来を覚悟する必要がでてきました。 しかも衣料品業界をはじめとする日本国

内での生産活動が滞り、 観光消滅と合わせて巣鴨地通商店街はもうしばら

く辛苦の時代が続きそうです。
■メンズ洋品は 1 号館で扱います

2008 年リーマンショックが起きるまで、 赤パンツ館は子供洋品店でしたが、

世界経済を震撼させたリーマンショックに前後して東京の問屋街から子供洋

品がほぼ消滅し、 東京では子供洋品を仕入れできなくなりました。 その結果

2009 年、 私たちは思案に思案を重ね、 「おばあちゃんの原宿」 ブランド化

に資するため 「世界初の赤パンツ専門店」 をつくったのです。 そして、 今回

のコロナ禍で東京の問屋街はさらにシュリンクし、 とうとうメンズ洋品仕入れ

の選択肢が消滅してしまいました。 四半世紀にわたりお世話になったメンズ

館 （3 号館） をこの夏に閉店します。 メンズ洋品をやめるわけではなく、 現

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。

この夏、マルジ３号館を閉店します。

忘れられない芸能人
 男性編 ４月２日（土）

４月９日～１０日,２９日～３０日

ガラポン抽選会ガラポン抽選会ガラポン抽選会
★2,000 円お買い上げごとに

１回抽選できます。空くじなし！
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会員は無料で一回ひけます！

スタッフ日誌 ２号館　ころも

この春からTwitterの担当をさせていただい

ています。まだまだフォロワー数が少ないし、「い

いね」の数もごくわずかです。

商品の紹介だけでなく、マルジのイベントや、

地蔵通りの様子など、細かく伝えられる新鮮

さがTwitterの良さだと思っています。

担当するにあたり、不安材料がひとつありまし

た。元々 文章を書くのは好きなので、個人的に

は何年も前からブログもやっています。

ですが、写真の撮り方がすごくヘタで、そこが

ネックなのです。もちろんTwitterは文章だけ

でも大丈夫ですが、画像でマルジの「今」を伝

えたいと思うことは多々 あります。

なので、ヘタなりに頑張って上達して、いろい

ろなマルジの「今」を、みなさんに発信してい

きたいと思っています。

１４０字という短い文章の中で、わかりやすく

伝えるということに、まだまだ四苦八苦中で

すが、今日は何を伝えようかと考える時間は

楽しみでもあります。

ぜひマルジのTwitterを見てくださいね。

★すがもんと一緒に写真を撮ろう！
みんな来てね～（12・14・15 時）
※情況により、中止になる場合があります。
その際はマルジ Twitter・LINE ブーム等
ＳＮＳにてお知らせします。ご了承ください。

すがもん撮影会すがもん撮影会すがもん撮影会
４月２２日（金）～２８日（木）

★3 号館閉店に向けてセール開催！
詳しい予定は欄外をごらんください。
前日の新聞折込ちらしをチェックしてね！

※ちらしはすべての新聞、家庭に配布されるわけではあり
ません。マルジのインスタ・Twitter 等をご確認ください。

４月２日（土）,１５日（金）～１７日（日）

マルジの日&マルジの日&マルジの日&

★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！

貯まる！

　たまる！

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！

ただならぬオーラ マルジ常務

長くご愛顧いただきましたマルジ３号館（紳士館）は、６月末をもって閉店いたします。
が、マルジで紳士物を扱わなくなるわけではありません。
ＯＳドラッグ様が現在建設中の丸治ビルに移転後、マルジ 1 号館再オープンととも
に紳士物も再始動します！（８月末予定※変更になる場合があります。）
それまでの期間、２号館で規模を縮小しての展開のため、少々ご不便をおかけしま
すが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ありがとう！

４月21日の新聞折込ちらしをチェックしてね！

第２弾以降の３号館

閉店感謝セール情報は…

感謝セール第１弾
３号館閉店

ツイッター
公式ＬＩＮＥ インスタグラム３種で同じお知らせをすること

もあるけど、それぞれ特色があ

るよ！  全部フォローがおすす

め！  LINEは LINEVOOM の

フォローも忘れずに！

マルジ新聞では伝えき
れないお店の情報を、ぜひ

SNS で受け取ってね！
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マスコミ思い出話

突然連れて来られたＤ・フジオカさん

３号館閉店感謝セール第１弾

４月２２日（金）～２８日（木）

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号館は、ただいま休業中です。

配送サービスご利用できます

作るたのしさ新鮮♪

@064bsstlマルジの公式LINE

おともだち登録しよう！

いいこと① いいこと②
タイムサービス品が、その時間
じゃなくてもタイム価格で買える

いいこと③
２０％オフなどクーポン発行！

突発不定期開催で、レジ１回
分まるごと20％割引のクー
ポンだったり、マルジ商品券
が当たる抽選クーポンなど
が発行されます！

いいこと④
いろんなイベント参加権！

ときどき、ガラポンが無料
でひけたり、先日開催した
ソフランみたいに、アイテ
ムプレゼントの情報をいち
早く知ることができたり！

約10日ごとに指定のタイムサー
ビス品が変わります。ラインブー
ムのお知らせ画面をレジで見せ
れば、タイムサービス時間じゃ
なくても、その価格で買えます！
※約10日に１回の配信時に変更をお知らせします。

わからないことは
店員にきいてね！

わからないことは
店員にきいてね！

※

初回はもちろん、
内容が変更になるたび、とも
だち継続者は毎回もらえる！
※基本的に、月はじめに変
わります。つまり、毎月変
われば毎月もらえる！
４月は「サイズ小さめ
不織布マスク５枚入」

登録プレゼントが
毎回もらえる！！

免疫力を高めよう！

タオル雑巾５枚組

ＮＡＮＯ乳酸菌ＥＸ100
120 粒（約１ヵ月分）

マルジ価格 300 円

299税込

円

格子柄キッチンタオル
12枚組

お部屋の
ダニよけアロマ
ペット用

ハンターズポテトチップス

マルジ価格帯 880 円
マルジ価格 430 円

マルジ価格 178 円

メーカー価格 4,500 円

600税込

円

158税込

円

マルジ価格 500 円

330税込

円

200税込

円

110税込

円

リップがつきにくい
箱型布マスク２枚入

58税込

円

マルジ価格 110 円

素焼きミックスナッツ
200ｇ

adidas 紳士・婦人
３足組ソックス

メーカー価格 330 円

158税込

円

綿 100％やわ肌
ガーゼハンカチ

138税込

円

マルジ価格 245 円

男鹿半島の塩プリン
410 円

410 円
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花と動物の雑貨、韓国グルメも同時開催中！　２週に1度はマルジに行きたくなる魔法展開中～♪花と動物の雑貨、韓国グルメも同時開催中！　２週に1度はマルジに行きたくなる魔法展開中～♪

嶽きみプリン
だけだけ

青森のとっても甘い

ブランドとうもろこし

「嶽きみ」のプリン♪

果肉のゴロっとした食感が

楽しめる果実餡と、

チーズ餡を合わせるおいしさ！

テレビで話題になった

あの商品！

春の東北
応援祭！おいしい東北おいしい東北

324 円
帆立らーめん

324 円
牡蠣らーめん

270 円
白金豚らーめん

453 円
盛岡冷麺２食入

345 円
比内地鶏醤油まぜそば

345 円
比内地鶏坦々まぜそば

そば処東家。わんこそば
２食入 　540 円

お出汁の雑穀ご飯の素
３合用
おきあみ、かつお節
各 399 円

あられんこ
しょっつる味
378 円

ももモナカ
1512 円

りんごモナカ
1512 円

牛たんカレー
牛たんシチュー
1.5 人前
各 1,080 円

調理例調理例

調理例調理例
調理イメージ調理イメージ

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例


