News Release
東京都豊島区東池袋 5-51-12
〒170-8401
広報 TEL:03-3590-0016 FAX:03-3590-4642

２０１８年１０月３１日

２０１８年｢マルエツの冬ギフト｣ １１月１日よりスタート
１１月１日（木）より、２０１８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」、体にやさしい商品を集めた「健康をお届け」等、
約１，０００品目取り揃えました。
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１１月２５日（日）まで、又、１０％引となる『マル得』ギフトも昨年より
期間を２日間延長し１２月１６日（日）まで実施いたします。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おります。
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」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 ：２０１８年１１月１日（木）
～２０１９年１月１４日（月）
※カタログ掲載商品の承りは１２月１８日（火）
１８時まで
※インターネットでの承りは１２月１８日（火）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』
：１１月１日（木）～１１月２５日（日）
※お酒ギフトを除く冬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５倍対象になり
「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。

※写真は２０１８年「マルエツの冬ギフト」カタログ表紙イメージです。

６．早期割引：『マル得１０％引』：１１月１日（木）～１２月１６日（日）
７．「他社の印字済申込書をお持ちいただくと、さらに５％引」特典：１１月１日（木）～１２月１６日（日）
・冬ギフトカタログ掲載商品を３点以上ご購入のお客さま限定となります。
・インターネットでの注文は対象外です。
８．『商品ボーナスポイント』：通常のＴポイントにプラス９９９～１００ポイントを付与。
対象商品約５８０品目。
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■ 今年のおすすめ商品
１．自信を持って選び抜いた「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。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」、しっとりとした歯ごたえと良質で甘みのある脂肪でさっぱりとした食感の
「霧島黒豚」、蜜入りセンサーで蜜の入り具合をチェックしてお届けする「青森県産蜜入りサンふじりんご」
など、自信を持っておすすめする生鮮ギフトを集めました。
◆商品一例

※写真はイメージです

「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 15ｇｘ4
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

「霧島黒豚 ロース肉漬三昧セット」
（ロース肉 50ｇ、米糀味噌 30ｇ）X4 枚、
（ロース肉 50ｇ、西京漬たれ 30ｇ）X4 枚、
（ロース肉 50ｇ、塩糀たれ 15ｇ）X4 枚
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

しゃしんはイメージで
す

「青森県産蜜入りサンふじりんご」
約 5ｋｇ（16～20 玉）
本体 3,980 円（税込 4,298 円）
⇒マル得 10％引
本体 3,582 円（税込 3,868 円）
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２．U．Ｓ．Ｍ．Ｈｏｌｄｉｎｇｓ「ｅａｔｉｍｅ（イータイム）」ギフト
U.S.M.H プライベートブランド「ｅａｔｉｍｅ（イータイム）」とは、原料や製法にこだわり、
「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”。」
をご提案いたします。
※写真はイメージです

「ｅａｔｉｍｅ
パスタギフト」

お料理好きのあの方へ贈りたい。
南イタリアの逸品の詰合せギフト
です。
そのまま食べてもおいしいホールトマト 400ｇ×3、
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×1
ナポリの定番 食感を存分にたのしむ本格パッケリ
500ｇ×1
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×1
パスタ発祥の地グラニャーノが認めた本格パスタ
（フェデリーニ 1.4ｍｍ、スパゲッティーニ 1.7ｍｍ、
スパゲットーニ 1.9ｍｍ）各 500ｇ×1

本体 3,800 円（税込 4,104 円）

有機栽培のコーヒー豆を
「ｅａｔｉｍｅ
ドリップコーヒーセット」 100％使用した風味豊かなコーヒー。
・ほどよい酸味を味わう有機栽培ドリップコーヒー
コロンビア産アラビカ種の有機栽培コーヒー豆のみを
使用。まろやかな甘みと豊かなコク、ほどよい酸味を
お楽しみください。
・炭焼焙煎の香ばしさをたのしむ有機栽培ドリップ
コーヒー、アラビカ種の有機栽培コーヒー豆のみを使用。
炭焼焙煎特有の香ばしい香りと芳醇なコク、
ほどよい苦味をお楽しみください。
ほどよい酸味を味わう有機栽培ドリップコーヒー、
炭焼焙煎の香ばしさをたのしむ有機栽培ドリップ
コーヒー各 8ｇ×7P×各 5

本体 3,000 円（税込 3,240 円）

「ｅａｔｉｍｅ
ナポリピッツァセット」

本当においしいピッツァをご家庭で。
・マルゲリータ
モッツァレッラチーズの中でもよりミルキーで
ジューシーな水牛のモッツァレッラチーズを使い、
トマトの酸味とパルミジャーノの風味を
アクセントにしました。
・クアトロフォルマッジ
モッツァレッラ、燻製モッツァレッラ、
パルミジャーノ、リコッタの 4 種類のチーズをのせ、
はちみつをかけてチーズのまろやかさに
心が躍るピッツァです。
水牛モッツァレッラとトマトの調和を味わう
マルゲリータ（168ｇ）、
4 種のチーズとはちみつで楽しむ
クアトロフォルマッジ（158ｇ）X 各 2 枚

本体 3,500 円（税込 3,780 円）冷凍

「ｅａｔｉｍｅ
人気アイス
4 種セット」

素材のおいしさを
贅沢に味わうアイス。
「ご褒美アイス」をコンセプトとした、
発売以来人気の
アイスシリーズです。
（ミルキーで口どけの良いバニラアイス・

チョコ好きのためのチョコレートアイス）
各 122ｍｌX4 個、
（抹茶の風味とコクが楽しめる宇治抹茶アイス・
イチゴの甘さをミルクで包んだイチゴアイス）
各 122ｍｌX3 個

本体 3,500 円（税込 3,780 円）冷凍
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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」への関心の高さから、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、ご自身へのご褒美としてお選びください。
※写真はイメージです

「丸大食品 うす塩仕立て」

「パティスリーポタジエ ローカーボチーズケーキ」

ロースハム 350ｇ、焼豚 180ｇ、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）

フランボワーズ・パンプキン・モリンガ X 各 2 個
本体 3,800 円（税込 4,104 円）
⇒マル得 10％引
本体 3,420 円（税込 3,693 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」
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」も充実させました。
●厳選得割ギフト

※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」

「ドウシシャ 昆布巻バラエティ」

マルハニチロ（秋刀魚そぼろ、鰹昆布）各 50ｇ、キョクヨー鱈の子昆布巻き、
マルハニチロまるずわいがにほぐしみ 135ｇ、宝幸ふかひれスープ 175ｇ、
秋鮭焼ほぐし 58ｇ、鯖ほぐし 60ｇ
発売元希望小売価格本体 5,000 円（税込 5,400 円）

昆布巻き（紅鮭・にしん）、マルハニチロ（秋刀魚そぼろ・鰹昆布）
各 50ｇ、
鯖ほぐし 40ｇX2、牛肉のしぐれ煮 60ｇX2、
宝幸わたりがにほぐし身 115ｇ
発売元希望小売価格本体 6,000 円（税込 6,480 円）

⇒厳選得割 50％引
本体 2,500 円（税込 2,700 円）数量限定

⇒厳選得割 50％引
本体 3,000 円（税込 3,240 円）

●厳選ズバリ値ギフト
※写真はイメージです

「福岡県産華たちばなみかん」

「北海の味覚」

S サイズ約 5ｋｇ
⇒ズバリ値！
本体 2,900 円
（税込 3,132 円）数量限定
承りは 12/10 まで

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（70gX3 切）（ロシア又はアメリカ）X2

⇒ズバリ値！
本体 3,500 円
（税込 3,780 円）冷凍
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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５８０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、お届け先さまに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（木）～１２月１０日（月）
※お届け先さまお申込み最終日は、２０１９年１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）、
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。
Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/maruetsu-fure/
楽天市場：https://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」企画等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」企画等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１０月３１日現在）
地 域
東京都
埼玉県
千葉県
神奈川県
店舗数
１４２
５５
５０
４６

茨城県
１

栃木県
１

合 計
２９５

■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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