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２０１７年５月３０日

２０１７年｢マルエツの夏ギフト｣ ６月１日よりスタート
６月１日（木）より、２０１７年「マルエツの夏ギフト」の承りを、店舗およびインターネット「ふれあい
ショッピング」にてスタートいたしますので、お知らせいたします。
今年の夏ギフトは、季節限定の宮崎県産「新仔うなぎ」をはじめとする「こだわりの生鮮ギフト」、
あなたの街のマルエツが自信をもって選び抜いた「地域名産のこの街ギフト」や「体にやさしいギフ
ト」等、約１，２００品目を取り揃えました。
また、毎年ご好評の早期お申し込みで１５％引となる『マル得』ギフトは、昨年よりも期間を６日間
延長。さらにメーカー希望小売価格から最大５０％引となる『厳選得割』ギフトや、通常の「Ｔポイント」
に加え、最大９９９ポイントの対象商品もご用意した「Ｔカード商品ボーナスポイント」など、お得な企画
を充実させました。
インターネット販売では、「Ｔポイント」が貯まる「Yahoo!ショッピング店」、「楽天ポイント」が貯まる
「楽天市場店」で、カタログ商品の他、インターネット販売専用商品も取り揃えています。
また、早期お申し込み特典１５％引きの『マル得』ギフトを８月７日（月）１５時まで延長する等、インタ
ーネット販売オリジナルのお買得企画もご用意しております。
※写真はイメージです

「北海道産 夕張メロン 2 玉」
2L サイズ 2 玉（1 玉約 1.6ｋｇ）
本体 7,000 円（税込 7,560 円）
⇒マル得 15％引き
本体 5,950 円（税込 6,426 円）
承りは 8/5 まで

「銀座 レ ロジェ エギュスキロールアイス」
ダブルベリー、ストロベリー、マンゴーサンデー
マンゴーパフェ、バニラ＆ブルーベリー、バニラ＆ストロベリー、チョ
コオレンジ、チョコバナナ、洋梨パフェ、洋梨サンデー、キャラメル
＆クランチ、キャラメル＆ナッツ各 105ｍｌ×1（計 12 コ入）
本体 5,000 円（税込 5,400 円）
⇒マル得 15％引 本体 4,250 円（税込 4,590 円）冷凍

■「マルエツの夏ギフト」の概要
１．承り期間 ：２０１７年６月１日（木）～２０１７年８月１６日（水）※カタログ承りは８月７日（月）まで
２．承り店舗 ：マルエツ、マルエツ プチ、リンコス等の全店舗（魚悦糀谷店除く）
３．取扱商品 ：約１,２００品目
４．配達料金 ：カタログ掲載商品全品全国無料（産地直送等の商品は配送料込み）
５．早期お申し込み特典：『マル得１５％引』６月１日（木）～７月１７日（月）
６．『厳選得割』『厳選ズバリ値ギフト』：６月１日（木）～８月１６日（水）
・『厳選得割』：有名メーカーの商品を、メーカー希望小売価格または発売元希望小売価格より
５０～１０％引でご提供します。
・『厳選ズバリ値ギフト』：おすすめ厳選商品をお値頃なズバリ価格でご提供します。
７．『ボーナスポイント』：通常のＴポイントにプラス９９９～１００ポイント。対象商品約６００品目。
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８．インターネット販売：「ふれあいショッピング」でも承ります。
・パソコンサイト Yahoo!ショッピング：http://store.shopping.yahoo.co.jp/maruetsu-fure/
（Yahoo!ショッピングは、携帯サイトも同じアドレスです）
楽天市場：http://www.rakuten.co.jp/maruetsu/
・携帯サイト
楽天市場：http://m.rakuten.co.jp/maruetsu/
※インターネット「Yahoo!ショッピング」での承りでは「ＯＭＣご優待５％引」の対象外となっておりますが、「Yahoo!シ
ョッピング」が「Ｔカード」提携先企業となっており、「Yahoo!ショッピング」の規定に基づき、「Ｔカード」会員
登録された方を対象に税込１００円ごとに１ポイントの「通常ポイント」を付与いたします。なお、「Yahoo!シ
ョッピング」では、「Yahoo!ショッピング」で規定した付与方式が優先となるため、出店した「マルエツふれ
あいショッピング」での承りではマルエツ店舗で実施する「Ｔカード商品ボーナスポイント」企画は対象外
となります。
インターネット「楽天市場」での承りでは「ＯＭＣご優待５％引」及び「Ｔポイント」（マルエツ店舗実施の「通常ポイ
ント」税抜２００円ごとに１ポイント）付与、「Ｔカード商品ボーナスポイント」付与は対象外となりますが、楽
天会員登録をされた方を対象に「楽天ポイント」（税込１００円ごとに１ポイント）の「通常ポイント」を付与
いたします。

■ 今年のおすすめ商品
１．マルエツの地域名産を贈る「この街ギフト」
マルエツが自信をもって選び抜いた「地元自慢の名産品」を取り揃えました。神奈川県からは、小田原
名産の「曽我の梅肉」と金山寺味噌を練り込んだ特製ダレに付け込んだ「国産豚ロース肉のとん漬け」を
はじめ、千葉県からは、温暖で夏涼しい気候の九十九里浜沿岸で育てられた美味しく風味豊かな「タカミ
メロン」や、地元の海士・海女による伝統的な素潜り漁で獲った天然あわびを使用した「房州あわび磯
煮」、埼玉県からは、伝統と先進の心で酒造りを続けている酒蔵「文楽」より「涼風セット（お酒）」など、
マルエツが展開する地域ならではの名産品を多数取り揃えています。
※写真はイメージです

【神奈川県】
「小田原名産とん漬け」
国産豚ロース肉（100ｇｘ2）ｘ5 パック
本体 5,000 円（税込 5,400 円）
⇒マル得 15％引
本体 4,250 円（税込 4,590 円）
冷凍

【神奈川県】
「三崎まぐろ 天然めばちまぐろ中トロ入」
鉢鮪（日本船三崎水揚げ限定）中トロサク約
200ｇ×1、赤身サク約 200ｇｘ2、わさび
本体 5,000 円（税込 5,400 円）
⇒マル得 15％引き
本体 4,250 円（税込 4,590 円）冷凍

【千葉県】
「千葉県産房州あわび磯煮」
あわび磯煮（千葉県産）約 100ｇ
本体 12,000 円（税込 12,960 円）
⇒マル得 15％引
本体 10,200 円（税込 11,016 円）
冷凍、数量限定 50 セット

【東京都】
「ホテルモントレ銀座 果実ゼリー」
マンゴー・ピーチ＆チェリー各 125ｇ×2
オレンジ・ブルーベリー各 125ｇｘ1
本体 3,000 円（税込 3,240 円）
⇒マル得 15％引
本体 2,550 円（税込 2,754 円）

【千葉県】
「千葉県産青肉・赤肉タカミメロン各 1 玉」
5L サイズ各 1 玉約 3ｋｇ（1 玉約 1.5ｋｇ）
本体 3,680 円（税込 3,974 円）
承りは 7/2 まで

【埼玉県】
「文楽 涼風セット」※お酒ギフトです
四季の酒夏初呑切り純米酒（辛口）300ｍｌ
吟醸生貯アート夢（辛口）300ｍｌ
ぐいのみ（ブルー、クリア各１）
季節の手ぬぐいハンカチ
本体 2,400 円（税込 2,592 円）
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２．マルエツのこだわり生鮮ギフト
暑い夏におすすめの「うなぎ」は、季節限定の「宮崎県産新仔うなぎ」等、各種取り揃えております。
さらに、当社指定農場で育てたオリジナルブランド「優夢牛（栃木県産または北海道産）」や当社が味
にこだわり、産地・園地を限定した「くだもの日和 もも」など選りすぐりの生鮮ギフトを集めました。
なお、「うなぎ」は土用の丑の日「期間限定配達<7 月 22 日（土）～7 月 24 日（月）>」も承ります。
※写真はイメージです

しゃしんはイメージで
す
「宮崎県産 新仔うなぎ 蒲焼・白焼セット」
長焼約 160ｇ×2 尾、白焼約 140ｇ×2 尾
たれ、山椒、ポン酢付
本体 11,000 円（税込 11,880 円）
⇒マル得 15％引
本体 9,350 円（税込 10,098 円）
冷凍

「優夢牛（栃木県産または北海道産）
焼肉用盛合せ（バラ・モモ）500ｇ」
本体 7,200 円（税込 7,776 円）
⇒マル得 15％引
本体 6,120 円（税込 6,609 円）
冷凍

「山梨県笛吹市八代町産
くだもの日和もも」
8 玉（1 玉約 260ｇ）
本体 4,700 円（税込 5,076 円）
⇒マル得 15％引
本体 3,995 円（税込 4,314 円）
承りは 7/27 まで

３．体にやさしいギフト 健康をお届け
お客さまの「健康志向」や「こだわり商品」への関心の高さから、お客さまから高いご支持をいただい
ている商品などを集めてご提案いたします。大切な方に、ご自身のご褒美にお選びください。
※写真はイメージです

「山田養蜂場
プレミアムスイーツギフト」
はちみつバウム×1 個
里山のあかしあ蜂蜜
200ｇ×1 本、
しょうがはちみつ漬 120ｇ×1 本
ゆずハニードリンク 300ｍｌ×1 本
本体 4,500 円（税込 4,860 円）

「あめんどろや
あめんどろ 3 種ギフトセット」
安納芋蜜、紫芋蜜、薩摩芋蜜各 170ｇｘ1 本、
本体 3,300 円（税込 3,564 円）
⇒マル得 15％引
本体 2,805 円（税込 3,029 円）

４．マルエツならではのオリジナルギフト「ｍａｒｕｅｔｓｕ３６５」ギフト
当社オリジナルプライベートブランド「ｍａｒｕｅｔｓｕ３６５」は、累計で２４７品目（２０１７年４月末現在）を
数え、大変ご好評をいただいております。今年も新商品をはじめ、原料や製法にこだわった商品の中か
ら、マルエツならではのおすすめギフトとしてご提案いたします。
※写真はイメージです
「ｍａｒｕｅｔｓｕ365+1
国産小麦の手延素麺」
50ｇ×22
メーカー希望小売価格
本体 2,400 円
（税込 2,592 円）
⇒厳選得割 10％引
本体 2,160 円
（税込 2,332 円）

「ｍａｒｕｅｔｓｕ３６５+1
Ｐｒｅｍｏプレミアムアイスセット」
プレミアムＰｒｅｍｏ
（バニラ×6、
プリン、ヘーゼルナッツ×各 4）
各 122ｍｌ（計 14 コ入）
本体 3,200 円 （税込 3,456 円）
⇒マル得 15％引
本体 2,720 円
（税込 2,937 円）
冷凍、数量限定 400 セット
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■ 恒例企画をさらに拡充
1． 有名メーカーの人気ギフトが最大５０％引になる「厳選得割ギフト」、
２,５００円、３,５００円を中心にお届けする「厳選ズバリ値ギフト」がさらに充実
各メーカーの人気商品をセレクトしたバラエティギフトや、有名メーカーのギフトを５０～１０％引でご
提供する「厳選得割ギフト」、さらに生鮮品や有名メーカーのハムやソーセージ、お菓子詰合せなどを本
体価格２,５００円から３,５００円のズバリ価格でご提供する「厳選ズバリ値ギフト」も充実させました。
●厳選得割ギフト

※写真はイメージです
※写真はイメージです
ドウシシャ
「シーフード
バラエティギフト」

金澤兼六製菓
「デザートギフトうららか」
プレミアムマンゴープリン 75ｇ×4
冷やし栗ぜんざい 80ｇ×4
北海道青肉メロンゼリー52ｇ×4
北海道赤肉メロンゼリー52ｇ×4
巨峰ゼリー52ｇｘ2
山梨県産白桃ゼリー52ｇｘ2
水羊羹小倉 60ｇ×2
水羊羹練り 60ｇｘ1
水羊羹抹茶 60ｇ×1
メーカー希望小売価格

キョクヨー
紅ずわいがにほぐし身 115ｇｘ2
マルハニチロ
（まるずわいほぐしみ 135ｇｘ2
鮭あらほぐし 50ｇｘ2
鰹昆布 50ｇ、秋刀魚そぼろ 50ｇ）
発売元希望小売価格

本体 5,000 円（税込 5,400 円）
⇒厳選得割 50％引
本体 2,500 円（税込 2,700 円）
数量限定

本体 5,000 円（税込 5,400 円）
⇒厳選得割 50％引
本体 2,500 円（税込 2,700 円）

●厳選ズバリ値ギフト
※写真はイメージです
和歌山県産
「紀の里の桃」

さかえや
「辛子明太子・たらこセット」

約 2kg（8 玉）

辛子明太子、たらこ（アメリカ）各 300ｇ
（本数各 4～6 本）

⇒ズバリ値！
本体 3,500 円（税込 3,780 円）
承りは 7/21 まで

⇒ズバリ値！
本体 2,500 円（税込 2,700 円）
冷凍

２．「Ｔポイント」がどんどん貯まる！「ボーナスポイント」最大９９９ポイント！
ギフト対象商品ご購入時に、通常ポイント（２００円（税抜）につき１ポイント）が貯まり、さらに 「ボー
ナスポイント」対象商品をお選びいただくと、９９９～１００ポイントが追加で貯まります。対象商品は約６
００品目、 貯まったポイントは、次回のお買い物から１ポイント１円としてご利用いただけます。

３．「もらって選べるギフト」も豊富な品揃え
指定されたコースの中から、お届け先さまがご希望の商品をお選びいただくギフトです。
（１）承り期間：６月１日（木）～７月２１日（金）
※お届け先さまお申込み最終日は２０１７年８月７日（月）消印有効
（２）取扱商品：生鮮食品を中心に全国各地の名産ギフトの品々を取り揃えました。
本体３，８００円（税込４，１０４円）、本体５，０００円（税込５，４００円）、
本体１０，０００円（税込１０，８００円）、本体１５，０００円（税込１６，２００円）
本体２０，０００円（税込２１，６００円）の５コースの中からご依頼主さまが
コースを指定し、お届け先さまに、商品をお選びいただきます。
■ご参考
当社の地域別店舗数状況（２０１７年６月１日現在）
地 域
東京都
埼玉県
千葉県
神奈川県
店舗数
１４３
５５
４７
４５

茨城県
１

栃木県
１

■お問い合わせ先 経営計画部 城生（じょうの）・篠嵜 （電話 ０３-３５９０-００１６）

合 計
２９２
以上
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