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友の会スタンプ

２
営業のご案内

無休です３月

２月

全館終日お休み

3号館 15時閉店
2・4号館17時45分閉店

１７日（木）

１６日（水）

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

マルジは
すべて

税込価格

2/1 ～ 2/102/1 ～ 2/10 2/11 ～ 2/202/11 ～ 2/20

2/21 ～ 2/282/21 ～ 2/28

@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、今月開催のソ
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。

期間中、2000 円以上お買い上げで、

【ソフランプレミアム消臭ウルトラゼロ】

詰め替え用400ｍLを１本プレゼント！

マルジ３館で期間中のレシート合算が

できます。おひとりさま１本まで。

限定数１０００、予定数が終了次第、

期間内であっても早期終了します。

3 月も開催！合計 2000 本。

わからないことは
店員にきいてね！ 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！！

10days でコレやってほしい！などありましたら、LINEのおとも

だちアンケートからお寄せください。

あなたのお気に入り品の良さを、みんなに知ってもらうチャンス！

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。

寅年ブリーフ
（寅さんのみ）

M/L  　1,500円
LL　　 1,600円

寅年ボクサー
（寅ちゃんのみ）

M/L  1,700円
LL　 1,800円

寅年トランクス
（寅ちゃんのみ）

M/L  1,700円
LL　 1,800円
3L　1,900円

寅年
刺繍赤パンツ

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

前背

金のプリント　ボクサー&トランクス　　　Ｔシャツ

前から後ろへ縫い目なくプリントされた
金の虎のＴシャツ M/L/LL  3,980円

※

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「PE手袋100枚入」です。

登録プレゼントが
毎回もらえる！！

ループ付タオル

紳士靴下
２足組

メーカー価格 950 円

200税込

円

婦人ショーツ
2枚組

貼るカイロ 10コ入 エトワールDredeel
差し込みマフラータオル

メンズ&レディース
ふわもこパンツ

マルジ価格 199 円

マルジ価格 399 円

マルジ価格 128 円

ネームタグあり

158税込

円 300税込

円

158税込

円

58税込

円KF94 不織布マスク
30枚入

350税込

円

マルジ価格 420 円

500税込

円

入園準備に！

今世紀最大！
今世紀最大！

これ以上のネコの日は 200 年
後！
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ねこの日
他にもいろんなにゃんこグッズがたくさん！

姫とら

寅ちゃん

祝いトラ

寅さん

わくわくわくわく10days10daysサービス！サービス！
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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３月１５日（火）▶１７日（木）

この２年間のマスコミ取材はどうしてもコロナ関連のものが多くなってし

まった。「マスク最安値の店」とか、「アマビエの刺繍赤パンツ」などである。

中には、東京五輪の手書きのお祝いポスターを数社が撮りに来られた事もあ

るが、それも「街中に明るい話題がない」為だった。

今、この状況で最も対極にあったマスコミ取材

を思うと、浮かぶのはヨネスケさんだ。“突撃！

隣の晩ごはん”で人気を博したヨネスケ

さんが、儲かってそうな会社を訪問し

てグイグイと突っ込み取材をして、最

後に「あやかりたいあやかりたい！」

と顔じゅうをなでるのだった。コロナ

禍では絶対にあり得ない濃密な取材

だったな、と懐かしくなりました。

火で噴出物が太陽光を遮り、 その後コメなど農作物の凶作を招いたのです。

コメを求めて行列した映像が、 ついこの前のことのように思い出されますが、

すでに 30 年がたったのですね。 年をとると、 「ついこの前」 と思っていたこ

とが大昔の話だということは、 忘年会と同じです。

■２号館の売り場通路を広げ、商品数は少し減りますが・・・

コロナ禍、 商店街入り口は大正大学様によって新しい街並みとなり、 高岩寺

様からマルジを通って庚申塚までは、 この一年間で 15 店舗が開店しました。

食パン、 お肉、 野菜、 整骨院、 食堂、 健康食品などの店が出店し 「日常

の中の幸福」 を目指す新しい商店街の気配を感じます。 今年のマルジ初商

いでこんな光景が見られました。 レディース専門店で販売していた 15,000

円～ 19,800 円クラスのコートをマルジが 1000 円で販売したら、 お客様が

「凄い！安い、 メルカリで売ろう！」 と言って買っていかれたのです。 お客様の

懐には優しかったかもしれませんが、 作る人たちには優しくなかったですね。

衣料品メーカーや問屋廃業などが懸念されるなか、 2月からマルジの売り場を

大きく変えてゆきます。 入院・介護などの商品でお困りご

となどございましたら、 売り場のスタッフへお尋ねください。

売り場にない商品についても全力でお探しします。 　　合掌

■ひさしぶりの熱い年末

いまさらながらですが年末年始のお話です。 まずは久しぶりのリ

ベンジ忘年会。 大学時代のサッカー仲間、受験時代の高校仲間、

仕事関係の勉強会仲間ほかいろいろな忘年会が次々と開かれまし

た。 およそ同年代の７０歳代がその中心メンバーですが、 いまだにサッカーの

試合を毎週やっている元気な人もいて、 とはいえ寄る年波には勝てず、 口は滑

舌が悪くなり、 都合の悪い話になると耳は遠くなり、 目は小さな字が見えにくく

なり、 脳からは名前が出てこなくなり、 トイレが近くなり、 人によっては腰やひ

ざが・ ・ ・久しぶりの酒席でマスク片手に、 話が弾み少々の時代誤認などな

んのその。 ずいぶん話し込んだと思って時計を見たらまだ19時４５分でした。

■大噴火で寒冷化の世界

1月17日朝目覚めてラジオをつけたら、 トンガ沖の海底火山で大規模噴火が

起き突然の津波警報にビックリ！それにしても宮城県沿岸まで津波があのように

速く押し寄せるのは不思議です。 この噴火が世界的寒冷化を引き起こし、 食

糧危機がおきそうだと報道されています。 危機を伝えるのは結構ですが、 扇動

するような過剰報道だけは慎んでほしいと思います。 今回の報道でバブル崩

壊後の1993年コメ騒動を思い出しました。 1991年のピナトゥボ火山の大噴

2 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。

２号館　２月から売り場を変えてゆきます

コロナ禍のマスコミ
マルジ常務

２月２日（水）

２月２６日（土）～ ２７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

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る！

２月２日（水）,１５日（火）～１６日（水）

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！
今月は棚卸しのため、17 日は休業です。

コロナ生活も丸２年以上ですが、 今回はその苦しい時期にオープ
ンした、 巣鴨地蔵通りから横道に少し入ったお店を少しだけご紹
介。 横道は隠れ家的なところが多くて、常連さんたちに怒られちゃ
うんじゃないかと少し心配です

■ブタまんズさんは、 台湾豚マン
専門店。 テイクアウト専門ですが、
アツアツがいただけるよう店先に
椅子も２～３席あります。 ほんとに
おいしくて、 ジューシー！　売切れた
らその日は閉店なのでご注意を！

■ウッドチャックさんは、 ハーブティー専門店。 ４の日でも一歩横
道に入れば喧騒が遠ざかり、 ６席しかない店内はとても落ち着け
る。 いただけるハーブティーは100種を超え、 その日の体調や気
分で選ぶのもとても楽しい。 教えたくなくなる心地よさなの！
■たんぽぽキンパさんは、 韓国のりまきキン
パのテイクアウト専門店。 ３店の中では一番
最近のオープン。 お肉とお野菜と、 ごま油の
バランスが良くて、 パクパクいけちゃう。
おばあちゃんの原宿だけに、 裏原みたいに
裏スガなんて言われる時代が来るかしら？！

第９回

生まれ変わる地蔵通り商店街

スタッフ日誌 ３号館　井上

３号館でお客さまに紳士赤パンツ、紳士衣料品

のご案内をさせていただいています。

最近赤パンツを買われるお客さまが以前と比べ

てぐんと若くなってきたように思います。

そして、「なんで赤なの？」という質問も増えて

きました。そんなお客さまの質問に応えるた

めに日々 赤パンツの情報収集に励んでいます。

またお店に来られたときサイズ等がわからない

場合は気軽にお声がけ下さい。特に肌着などは

自分のサイズがわからないもの。ちょっとひと

声掛けていただければ、お客さまに合ったサイ

ズをお探しいたしますよ！

最近は「この辺りでご飯の美味しいお店はど

こ？」という声に応えるべく、色々 と食べ歩き

をしています。

目指せ地蔵通りのお食事処制覇！ということ

で。でもちょっとズボンのサイズが...（笑）

マルジにお越しになった時はぜひ３号館にも

遊びに来て下さい。この地蔵通りのお食事の

美味しいお店、またおすすめのお店情報など

を準備して、お待ちしています♪

ヨコミチ
ワンダーランド

みんな
来てね～
みんな
来てね～

★すがもんと一緒に写真を撮ろう！
みんな来てね～
※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

貯まる！

　たまる！

友の会スタンプ２倍！

コーヒーブレイク　昔話

▲ブタまんズさん　水金土日＋４の日
　10時～売り切れまで。めちゃウマ！

▲ウッドチャックさん　水木金10時～
　20 時 , 土日11時～ 20 時
　店員１名のため不定休あり

▲たんぽぽキンパさん　10時～19時
　火曜定休　店長の金美眞さんのひと
　なつこい人柄も魅力

眞性寺
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ウッドチャック

地蔵通り商店街

5号館
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ヨネスケさん

２月１６日（水）
　３号館　　　15時　閉店
　２・４号館　17：45閉店
２月１７日（木）全館休業
　ご不便をおかけして、まことに
申し訳ございません。

２月１６（水）・１７日（木）営業時間変更

棚卸しのため

第 0264 号（マルジほのぼの新聞）令和 4 年２月発行   購読料無料

2/19～23（土） （水）

ウルトラゼロ
詰め替え用
４００ｍL

２ヵ月連続で合計2000

1000本1000本

プレゼント！

ふわもこパジャマ
1,580円

バッグインバッグ

背面

1,944円

メガネケース
1,650円

２
Ｗ
ａｙ

真
空
タ
ン
ブ
ラ
ー

2,1
60
円

ボアスリッパ
500円

コーデュロイスリッパ
1,512円

フレンズヒル
大判バスタオル
フレンズヒル
大判バスタオル
120×60cm
780円

大判ストール大判ストール
180×70cm
1,800円

５本ゆびソックス５本ゆびソックス
199円

ルームソックスルームソックス 199円

299円

フェイスタオルフェイスタオル
34×75cm

500円
ブランケットブランケット
70×100cm

158円

タオルハンカチ
24×24cm

1,080円
保冷ランチバッグ

スマホクッション
2,376円2,376円


