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友の会スタンプ

２
営業のご案内

令和３年
１２月 全館 17:45 閉店３１日（金）
令和４年
１月 全館 お休み１日（土・祝）
１月 ２日（日）・３日（月）

通常営業１月 ４日（火）より

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

17:45 閉店初市

マルジは
すべて

税込価格

お一人様
１点限り

令和四年

紙面の都合により一部のみ掲載

@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登録プレゼントが
毎回もらえる！！ 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
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！
1月は和柄のエコバッグです。

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、１月１日にはちょ
こっとお年玉クーポンも発行
されますよ！

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、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。タイムラ
イン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！

わからないことは
店員にきいてね！

1/2 ～ 1/101/2 ～ 1/10

1/11 ～ 1/201/11 ～ 1/20 1/21 ～ 11/311/21 ～ 11/31

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！！

レインボーベア
ウォッシュタオル

メーカー価格 660 円

35×39cm

200税込

円

不織布マスク50枚入エトワールハンカチ

メーカー価格 400 円

100税込

円

マルジ価格 200 円

158税込

円

素焼きアーモンド
　200ｇ

300税込

円

マルジ価格 500 円

10days10days
サービス！サービス！

わくわくわくわく

メンズ&レディース
本革手袋 メンズ&レディース

ブランド靴下３足組

500税込

円

各

これも！

お一人様
１点限り

300枚
限定

200枚
限定

５０枚
限定

100双
限定

メーカー価格 4000円

そでぐちの寒さ対策！
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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
※棚卸しのため、
１７日は休業です。

　　　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２月１５日（火）▶１６日（水）

TV神奈川様より、街歩き番組でマルジ紳士館に立ち寄りたいとの問い合わせを頂きま

した。「もちろん大丈夫ですよ、よろしくお願いします」と返事をした後に、「ところで

どなたが来られますか？」と聞くと、ラランドのニシダさんだという。

前日のテレビ東京さんの●●鑑定団にラランドさん

が出演されて男性のニシダさんが「宵越しの金は

持たない」「ギャンブラー」「住所不定で友人宅

に転がり込んでいる」等々話されていて強

烈な印象がありました。

そこで予防線を張って、「赤パンツをかぶるの

はNG」「試着もできません」「オチョクリ厳禁」

などいろいろと禁止させて頂きました。無事

撮影は終わりましたが、ニシダさんにはスト

レスのたまる取材になったかもしれません。

令和四年も、 干支根付セットの赤パンツ

弟の常務もその前年にマルジに入社してまもなくのことでした。 これまでの私

の商売人生で最大の時代変化を感じた瞬間でした。

■あれから３６年、ウイズ・コロナの「五黄の寅」がやってきた。

2022 年 「五黄の寅」、 数字ならびの良い、 何かを予感させる 「寅年」 が

コロナ禍に巡ってきました。

今年の夏には、 現在建築中のマルジの建物が完成し、 マルジ１号館で仮

営業中のOS ドラッグ様にはそこに移転してもらいます。 そのあとマルジ1号

館でなにを扱うか思案中です。 東日本大震災時に生まれた 「日常の中の

幸福」 が、 現在のコロナ禍でも重要な意味を持ち続けています。 きっと、

これからの AI 社会において小売店や商店街の果たす役割は、 いままで以

上に 「物販」 だけでなく、 「時間」 「健康」 「幸福」 の 3 つのキーワード

にかかわることになるのだと思います。 アランの幸福論にはこんな一説があ

ります。 「人生の中で、 笑わなかった一日ほどムダな一日はない」 と。 笑

門来福、　「マルジ 1 号館で何を扱うか？」 よりも笑って

過ごせる店づくりを考えてみます。

今年一年の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

合掌

■昭和２５年「五黄の寅」　1000 円札発行

「五黄の寅」は36年に一度の最強金運の年といわれます。 私の生まれた昭和

25年（1950年）も「五黄の寅」、この年、第一回「札幌雪まつり」が開催され、

さらにプロ野球の日本選手権が初開催されました。 また映画の影響で 「赤い

靴」が大流行しました。 生まれながらにして私は「赤」にご縁があったのですね。

当時人気の獅子文六さんが 「いかれポンチ」 「とんでもハップン」 などの流

行語を連発しましたが、 皆様はこの流行語の意味が分かりますか？

■昭和６１年「五黄の寅」に始まった「おばあちゃんの原宿」

昭和 61 年 （1986 年）、 天皇陛下即位 60 周年、 ハレー彗星大接近、 そ

の前年にニューヨークで開かれたプラザ合意を受けて、 円高誘導の影響で日

本はバブルへと突入する年でもありました。 そしてこの年、 巣鴨地蔵通商店街

も大きく変貌しました。 「おばあちゃんの原宿」 という言葉の起源は、 『雑誌Ｐ

ＯＰEYE』 だとか 『読売新聞』 だとか諸説ありますが、 この言葉が一気に日

本国中に広まったのは、 1986 年 12 月朝の NHK テレビによることは間違い

ありません。 それまでは、 高岩寺様の奥にあるマルジ周辺にはいまのように人

通りがありませんでした。 若き佐藤アナが巣鴨を訪れ、 NHK テレビ放送され

た日から、堰を切ったようにマルジ周辺にまで多くのお客様が流れるように……

1 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。

「五黄の寅」は、最強金運の年まわり？

１月１８日（火）～２１日（金）事前に防御
11/21　ラランド・ニシダ様 マルジ常務

１月２日（日）～３日（月）

１月２日（日）,１５日（土）～１７日（月）

１月９日（日）

マルジの日&
友の会スタンプ２倍！

プレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーン
★2,000 円お買い上げで、

携帯用アルコールハンド
ジェルを１本プレゼント！
マルジ３館のレシート合算
ができます。

★すがもんと一緒に写真を撮ろう！
12時,14時,15時の３回。みんな来てね～

１月２２日（土）～ ２３日（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回抽選ができます。
空くじなし！
特賞は１万円のマルジ商品券です！

※最終日は１８時で終了です。
※LINE 会員は無料で一回ひけます！

新春初市★お正月ならで
　はのお買い得
　品満載！詳しくは左下欄を！

年末年始営業のご案内

令和３年１２月３１日（金）

令和４年　１月　１日（土）

年内無休、通常１９時まで営業中です。

全館１７：４５閉店

 全館お休み

獅子舞登場
新春初市１月２日（日）・３日（月）

獅子舞に頭を噛んでも
らって、今年の健康を
願おう！
記念写真が撮れるお獅
子の展示もあります！

2000 円ごとに
１回引けます。
特賞はマルジ
１万円商品券！
空くじなし！

１月４日（火）初地蔵より通常営業いたします。

お年玉抽選会
空くじなし！

１０時開店１７時４５分閉店

寅ちゃんボクサー
M/L  1,700円
LL　 1,800円

寅年ショーツ
（祝いトラ,姫とら,寅ちゃん）

S/M/L  　980円
LL　　 1,050円
3L　　 1,100円
※寅ちゃんの３Lはありません。

根付つき
親子とらトランクス
M/L   1,700円
LL　  1,800円

虎の５円（ご縁）玉付き根付が１つ入っています。

根付つき
親子とらショーツ
S/M/L  　980円
LL　　 1,050円

寅ちゃんトランクス
M/L  1,700円
LL　 1,800円
3L　1,900円

姫とら

ボクサーとトランクスの
刺繍赤パンツは、
寅ちゃんのみです。

祝いトラ 寅ちゃん

寅年の赤パンツ

親子とら

ゴールデンタイガー

丸寅

スケボー寅ちゃん

M/L  1,980円
LL　 2,080円

金のプリントTシャツもあります。

金のプリントボクサー&トランクス

ごおう　とら

青
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貯まる！

　たまる！

すがもん撮影会

★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！

会いた

かった～
会いた

かった～

絵はイメージです。

第 0263 号（マルジほのぼの新聞）令和 4 年 1 月発行   購読料無料

１月２日（日）・３日（月）

１０時開店１７時４５分閉店

婦人パジャマ
フランス製マフラー

素焼きアーモンド素焼きくるみ

グリーンパワー

　　　　　　　ブラ＆ショーツ
セットアップ

婦人
ショーツ
各種

フォルテック
ステンレス
ボトル 1.0Ｌ

婦人パジャマ各種

発熱インナーウェア

うすぽか
ハラマキ

フラワーガーデンフラットポーチ

フラワーガーデン
メガネケース

わんにゃんギミック
ミルクの時間よ

キャラクターノート

Ny....　香水

フランス製
ハンドウォーマー

ネパール製ハンドウォーマー

婦人長財布

寅年年賀タオル 500税込
円

300税込

円

200税込

円

58税込

円

110税込

円

110税込

円

1000税込

円

各

300税込

円
各

〇赤丸内
　　どれも！

のし紙・名刺入れ
ポケットつき

ＡＡＡの西島隆弘
プロデュースの
フレグランス

罫線、無地、方眼

ミルク飲みアニマルの
幼児用おもちゃ

ベネトンらしいカラーで
スポーツも普段使いも

パジャマ各種数量限定

パジャマ各種数量限定

除菌消臭ペンダント

〇メ =4,950 円

〇メ =1,738 円

〇メ =733 円

〇メ =2,480 円

〇メ =メーカー希望価格

メンズパジャマ
スウェット上下

フランス製
差し込みマフラー

ベネトン


