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２０１８年５月３０日

２０１８年｢マルエツの夏ギフト｣ ６月１日よりスタート
６月１日（金）より、２０１８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、マルエツが自信を持っておすすめする「夕張メロン」「優夢牛ローストビーフ」「浜名
湖産うなぎ」をはじめ、店舗がある地域の地元名産品を集め、ご好評をいただいている「この街ギフト」、
体にやさしい商品を集めた「健康をお届け」等、約１，０００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「Ｔポイント」が５倍になる『早期お申し込み特典Ｔポイント５
倍』は昨年より１３日間延長し６月２４日（日）まで、又、１０％引となる『マル得』ギフトも昨年より期間を
５日間延長し７月２２日（日）まで実施致します。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
「商品ボーナスポイント」など、お得な企画をご用意しています。
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。

■「マルエツの夏ギフト」の概要
１．承り期間 ：２０１８年６月１日（金）
～２０１８年８月１６日（木）
※カタログ掲載商品の承りは８月７日（火）１８時まで
※インターネットでの承りは８月９日（木）１５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１,０００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：『Ｔポイント５倍』
：６月１日（金）～６月２４日（日）
※お酒ギフトを除く夏ギフトカタログ商品が対象に
なります。又、「通常ポイント」が対象になり
「商品ボーナスポイント」は対象外になります。
※インターネット販売は対象外になります。

６．早期割引：『マル得１０％引』 ： ６月１日（金）～７月２２日（日）
７．『厳選得割』『厳選ズバリ値ギフト』 ：６月１日（金）～８月１６日（木）
・『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。
８．『商品ボーナスポイント』：通常の「Ｔポイント」にプラス１００～９９９ポイントを付与。
対象商品約５８０品目以上。
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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。優雅な香りと果肉のジューシー
さが魅力の「夕張メロン」、とろけるような肉質のマルエツブランド「優夢牛ローストビーフ」、浜名湖の温
暖な気候と豊富な地下水で大切に育てた、身がふっくらし、うなぎ本来の旨みが味わえる「浜名湖産うな
ぎ」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
「北海道産 夕張メロン」
優品２Ｌサイズ２玉（１玉約 1.6ｋｇ）
本体 7,200 円（税込 7,776 円）
⇒マル得 10％引
本体価格 6,480 円（税込 6,998 円）
承りは 8/5（日）まで

※写真はイメージです

「優夢牛（栃木県産または北海道産）
サーロインローストビーフ」
サーロインローストビーフ 450ｇ、ソース 100ｇ
本体 12,200 円（税込 13,176 円）
⇒マル得 10％引
本体価格 10,980 円（税込 11,858 円）
冷凍

※写真はイメージです
「浜名湖産 うなぎ長焼（大）３尾」
長焼約 170ｇＸ3 尾、たれ、山椒、お吸物付
本体 10,000 円（税込 10,800 円）
⇒マル得 10％引
本体価格 9,000 円（税込 9,720 円）冷凍
7/8（日）まで土用丑の日「期間限定配達」も
承ります。（7/17（火）～7/19(木)の間にお届します。
お届け日のご指定はご容赦願います。）
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２．マルエツの地域名産を贈る「この街ギフト」
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 飲茶詰合せ」、
東京都からは夏季限定、見た目も涼しげな１０種類の和菓子を詰め合せた「銀座鈴屋 氷華ものがたり」、
その他、千葉県、埼玉県の「地元自慢の名産品」を取り揃えました。
※写真はイメージです

【神奈川県】「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）
本体 5,300 円（税込 5,724 円）
⇒マル得 10％引 本体価格 4,770 円（税込 5,151 円）冷凍

：

※写真はイメージです

【東京都】「銀座鈴屋 氷華ものがたり」
栗ぜんざい 70ｇX3、葛よせ 80ｇ（あずき X2、金柑・抹茶・梅）
水ようかん 73ｇ（こし・抹茶 X 各 3）、和風ゼリー93ｇ（マンゴー
・白桃・ぶどう X 各 2）計 20 個
本体 5,000 円（税込 5,400 円）

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、ご自身へのご褒美にお選びください。
※写真はイメージです

※写真はイメージです

：
「丸正酢醸造元

「北海道加工 減塩漬魚セット」
めぬき（メヌケ・グリーンランド）減塩みそ漬け約 90ｇＸ2、真ほっけ
（北海道産）減塩みそ漬け約 130ｇＸ2、銀ひらす（チリ）減塩醤油漬
け約 90ｇＸ2、さば（ノルウェー）減塩醤油漬け約 110ｇＸ2 個包装
本体 4,900 円（税込 5,292 円）
⇒マル得 10％引 本体価格 4,410 円（税込 4,762 円）冷凍

夏メニューおすすめギフト」
ちゃんぽんず、土佐酢、くろずバーモント、古来上寿し酢、
さんばい酢各 300ｍｌ
本体 3,950 円（税込 4,266 円）

４．Ｕ.Ｓ.Ｍ.Ｈプライベートブランド「ｅａｔｉｍｅ（イータイム）」のオリジナルギフト
厳選した逸品との美味しい出逢いで、まいにちの食事を、もっと“いい時間”に。
甘さと旨味を活したホールトマト缶やプロテイン含有量が１４％以上のデュラムセモリナ粉を
使用したパスタなど、おいしさをを追求した詰め合わせです。
※写真はイメージです
た
。

「eatime パスタギフト」
そのまま食べてもおいしいホールトマト 400ｇＸ3 缶
パスタ発祥の地グラニャーノが認めた本格フェデリーニ 1.4ｍｍ 500ｇ
パスタ発祥の地グラニャーノが認めた本格スパゲッティーニ 1.7ｍｍ 500ｇ
パスタ発祥の地グラニャーノが認めた本格スパゲットーニ 1.9ｍｍ 500ｇ
ナポリの定番食感を存分にたのしむ本格パッケリ 500ｇ
シチリアで愛されるソースがよく絡む本格カザレッチェ 500ｇ
仕上げのひとかけで美味しさを引き上げるオリーブオイル 228ｇ 各 1
本体 3,800 円（税込 4,104 円）
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５．冷たいおいしさ「アイスクリーム」ギフトも充実
暑い季節にうれしい、とっておきのアイスクリームを集めました。今年も新商品をはじめ、人気の老舗
ブランド、濃厚な味わいの商品、フルーティーな味わいの商品など数多くの種類を取り揃えています。
※写真はイメージです
「つぼ市製茶本舗
利休あいすくりーむ
詰合せ（抹茶・ほうじ茶）
利休抹茶あいすくりーむ
120ｍｌＸ4 個、利休ほうじ
茶あいすくりーむ 120ｍｌ
Ｘ4 個
本体 5,000 円
（税込 5,400 円）
冷凍

※写真はイメージです

「銀座千疋屋
銀座プレミアムアイス」
カスタードバニラ、
とちおとめ
マスカット、
ピーチ、
ブルーベリーチーズ
各 120ｍｌＸ2
本体 5,000 円
（税込 5,400 円）
⇒マル得 10％引
本体 4,500 円
（税込 4,860 円）
冷凍

■ 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～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などを本体価格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」
冷やし栗ぜんざい 80ｇ×4、
プレミアムマンゴープリン 75ｇ×4、
北海道赤肉メロンゼリー52ｇ×4、
北海道青肉メロンゼリー52ｇｘ2、
巨峰ゼリー52ｇｘ4、
山梨県産白桃ゼリー52ｇｘ2、
水羊羹小倉 60ｇ×2、
水羊羹抹茶 60ｇ×2
メーカー希望小売価格

キョクヨー紅ずわいがにほぐしみ
90ｇｘ2、
宝幸ふかひれスープ 175ｇ、
マルハニチロ（鰹昆布 50g・
秋刀魚そぼろ 50ｇ・鮭あらほぐし
50ｇｘ2）
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

※写真はイメージです
「山形県東根市産
さくらんぼ（佐藤錦）
バラ詰め」
約 500ｇ
⇒ズバリ値！
本体 3,000 円（税込 3,240 円）
承りは 6/22（金）まで

「北海の味覚」
ほたて貝柱（北海道産）６粒、
数の子松前漬（数の子オランダ・
函館加工）120ｇ、塩たらこ（ロシア）90ｇ、
紅鮭切身（ロシア）（70ｇＸ3 切）Ｘ2

⇒ズバリ値！
本体 3,500 円（税込 3,780 円）
冷凍

２．「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（金）～７月２３日（月）
※お届け先さまお申し込み最終日は２０１８年８月６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。
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■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。
・ Yahoo!ショッピング：http://store.shopping.yahoo.co.jp/maruetsu-fure/
・ 楽天市場：http://www.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ご優待デー５％引」の対象外となっております。
「Ｔポイント」については、「Yahoo!ショッピング」が「Ｔカード」提携先企業となっており、
「Ｔカード」会員登録及び Yahoo! JAPAN ＩＤへの登録、ログインされた方を対象に
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、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
「商品ボーナスポイント」、「Ｔポイント５倍」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ご優待デー５％引」の対象外となっております。
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。
なお、店舗で実施する「Ｔポイント」（「通常ポイント」税抜２００円ごとに１ポイント）付与、
「商品ボーナスポイント」、「Ｔポイント５倍」企画は対象外となります。

■ご参考
当社の地域別店舗数状況（２０１８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
１４２
５６
５０
４６

茨城県
１

栃木県
１

合 計
２９６

■お問い合わせ先 広報ＣＳ部 城生（じょうの）・樋垣（ひがき） （電話 ０３-３５９０-００１６）
以上
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