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２０１７年１０月３１日

２０１７年｢マルエツの冬ギフト｣ １１月１日よりスタート
１１月１日（水）より、２０１７年「マルエツの冬ギフト」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」にてスタートしますので、お知らせいたします。
今年の冬ギフトは、マルエツが自信をもって選び抜いた「マルエツのおすすめ」や、マルエツのある
地域の地元自慢の名産品を集めた「この街ギフト」、昨年もご好評の体にやさしいギフトとして「健康を
おとどけ」ギフト、個包装や少量目のギフト等、約１，１００品目を取り揃えました。
早期お申し込みで１０％引となる『マル得』ギフトや、メーカー希望小売価格から最大５０％引となる
『厳選得割』ギフトなど、お得な企画を充実させました。また、通常の「Ｔポイント」に加え、さらにお得な
「ボーナスポイント」対象商品を約５７０品目ご用意しております。最大９９９ポイントのボーナスポイント
対象商品もございますので、是非、マルエツの「冬ギフト」をお選びください。
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」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。

■「マルエツの冬ギフト」の概要
１．承り期間
２０１７年１１月１日（水）～２０１８年１月１４日（日）
※カタログ承りは１２月１８日（月）１８時まで

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１，１００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１０％引』１１月１日（水）～１２月１４日（木）

※写真はイメージです

６．『厳選得割』『厳選ズバリ値ギフト』
１１月１日（水）～１２月１８日（月）
・『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。

「優夢牛（栃木県産または北海道産）
肩ロースうすぎり」
肩ロース肉うすぎり 600ｇ
本体 7,800 円（税込 8,424 円）
⇒マル得 10％引 本体 7,020 円
（税込 7,581 円）
※産直で冷蔵だから新鮮な
ままお届けします。 鮮度よく
７．『ボーナスポイント』
お召し上がりいただく為にお届け先
通常の「Ｔポイント」にプラス９９９～１００ポイントを
さまに配達日のご都合をお電話で
付与します。
確認してお届けいたします。
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■ 今年のおすすめ商品
１．自信をもって選び抜いた「マルエツのおすすめ」
マルエツが自信をもって選び抜いたこだわりの逸品を取り揃えました。自家配合した飼料で丹精込め
て育て上げた「葉山牛」や、中身がぎっしりと詰まった抜群の身入りで大ぶりな「たらばがに」をはじめ、
赤身の味が濃く、脂がありながらさっぱりした食味の「三崎まぐろ」など、おすすめの生鮮ギフトを集めま
した。
※写真はイメージです
◆商品一例
「葉山牛サーロインステーキ用」
サーロインステーキ用約 180ｇＸ2 枚（計 360ｇ）
神奈川県産
本体 12,200 円（税込 13,176 円）
⇒マル得 10％引
本体 10,980 円（税込 11,858 円）
冷凍

◆商品一例
「ロシア産ボイルたらばがに
（ハーフポーション）」
ボイルたらばがに（ロシア）800ｇ、
かに酢 15ｇｘ6
本体 9,800 円（税込 10,584 円）
⇒マル得 10％引
本体 8,820 円（税込 9,525 円）
冷凍、数量限定

しゃしんはイメージで
す

◆商品一例
「三崎まぐろ 天然めばちまぐろ
中トロ贅沢セット」
鉢鮪（日本船三崎水揚げ限定）
中トロサク約 200ｇ×3、赤身サク約 200ｇ×2、
ワサビ
本体 10,000 円（税込 10,800 円）
⇒マル得 10％引
本体 9,000 円（税込 9,720 円）
冷凍
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２．体にやさしいギフト 「健康をお届け」
お客さまの「健康志向」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「こだわり商品」
を集めて、ご提案いたします。是非、大切なお届け先さまに、又、ご自身のご褒美としてお選びください。
※写真はイメージです

「日清オイリオ ボスコ＆アマニ油ギフト」
ボスコエキストラバージンオリーブオイル 145ｇｘ2、健康オイルア
マニプラス 350ｇｘ2、アマニ油フレッシュキープボトル 145ｇｘ1
本体 3,000 円（税込 3,240 円）
⇒マル得 10％引
本体 2,700 円（税込 2,916 円）

「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、
しょうが蜂蜜漬 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）

「丸大食品 うす塩仕立て」
焼豚 180ｇ、ロースハム 350ｇ、ミートローフ 200ｇ
本体 3,000 円（税込 3,240 円）
⇒マル得 10％引
本体 2,700 円（税込 2,916 円）

「ビオカ 有機オリーブオイル・バルサミコセット」
有機 EXV オリーブオイル（イタリア）チリペッパー105ｇ、
有機 EXV オリーブオイル（イタリア）ガーリック 105ｇ、
有機 EXV オリーブオイル（イタリア）105ｇｘ2、
有機 EXV オリーブオイル（イタリア）バジル 105ｇ、
有機バルサミコビネガー（イタリア）120ｍｌ
本体 3,100 円（税込 3,348 円）

３．マルエツの地域名産を贈る「この街ギフト」
「地元の自慢の名産品」を取り揃えました。神奈川県からは創業明治１７年、日本で最も古い歴史を
持つ横浜中華街の老舗「聘珍樓」の飲茶詰合せ、千葉県からは、味の良さで支持されている「千葉県
八街産 さや付落花生」など、マルエツが展開する地域ならではの名産品を集めました。
※写真はイメージです

「聘珍樓飲茶詰合せ」
肉まん 60ｇｘ3、干し貝柱入り焼売 15ｇｘ15、焼餃子 22ｇｘ10
点心詰合せ５種ｘ各２、ワンタン 15ｇｘ5（中華スープ 40ｍｌｘ1）
メーカー希望小売価格本体 5,000 円（税込 5,400 円）
⇒厳選得割 15％引本体 4,250 円（税込 4,590 円）冷凍

「千葉県八街産さや付落花生」
約 235ｇｘ3 袋入り
本体 4,300 円（税込 4,644 円）
⇒マル得 10％引
本体 3,870 円（税込 4,179 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、原料や製法にこだわった商品として、多くの
お客さまからご好評をいただいており、マルエツのオリジナル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
ナポリピッツァセット」
水牛モッツァレッラの
マルゲリータ（168ｇ）
4 種のチーズのピッツァ
（158ｇ）ｘ各 2
本体 3,500 円（税込 3,780 円）
⇒マル得 10％引
本体 3,150 円（税込 3,402 円）
冷凍 数量限定
）

「ｍａｒｕｅｔｓｕ３６５+1 Ｐｒｅｍｏアイス詰合せ」
プレミアムＰｒｅｍｏ（バニラ・プリン）各 122ｍｌ×4
Ｐｒｅｍｏ（チョコ・抹茶・イチゴ）各 122ｍｌ×2
本体 3,300 円 （税込 3,564 円）
⇒マル得 10％引 本体 2,970 円 （税込 3,207 円）
冷凍 数量限定
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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」
ズバリ値２,５００円～４,５００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を本体価格２,５００円～
４,５００円のズバリ価格でご提供する「厳選ズバリ値ギフト」もさらに充実した品揃えでご奉仕します。
※写真はイメージです

●厳選得割ギフト

「金澤兼六製菓デザートギフトうららか」

「ドウシシャ昆布巻きバラエティ」

栗ぜんざい、黒豆ぜんざい各 80ｇ×2 個、プレミアムマンゴープリン 75ｇ×4 個
柔らか羊羹（練り、抹茶各 60ｇ×2 個、小倉 60ｇ×4 個）
ふるーつ羊羹（山形ラ・フランス、マンゴー各 60ｇ×2 個、ストロベリー60ｇ×4 個）

昆布巻き（紅鮭・にしん）、宝幸紅ずわいがにほぐし身 50ｇｘ3
鮭ほぐし 40ｇｘ2、牛肉のしぐれ煮 60ｇｘ2
発売元希望小売価格本体 6,000 円（税込 6,480 円）

メーカー希望小売価格本体

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

⇒厳選得割 50％引
本体 3,000 円（税込 3,240 円）数量限定

●厳選ズバリ値ギフト

※写真はイメージです

「丸大食品
煌彩（こうさい）」

「愛媛県産
西宇和みかん（風）」

特撰ホワイトロースハム 350ｇ、
特撰ロースハム 350ｇ

ＬまたはＭサイズ約 5ｋｇ

⇒ズバリ値！
本体 2,900 円
（税込 3,132 円）

⇒ズバリ値！
本体 3,500 円
（税込 3,780 円）

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５７０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」も豊富な品ぞろえ
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：１１月１日（水）～１２月１０日（日）
※お届け先さまお申込み最終日は２０１８年１月７日（日）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）、
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。

■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 楽天市場：http://www.rakuten.co.jp/maruetsu/
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）
・携帯サイト
楽天市場：http://m.rakuten.co.jp/maruetsu/
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※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「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、「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。

■ご参考
当社の地域別店舗数状況（２０１７年１０月３１日現在）
地 域
東京都
埼玉県
千葉県
神奈川県
店舗数
１４３
５５
４８
４５

茨城県
１

栃木県
１

合 計
２９３

■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）
以上
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