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２０２０年１０月３０日
～「マルエツオリジナルギフト」をはじめ、こだわりの逸品を揃えました～

２０２０年｢マルエツの冬ギフト｣ １１月１日（日）より承り開始
マルエツは１１月１日（日）より、２０２０年「マルエツの冬ギフト」の承りを、店舗及びインターネット
「ふれあいショッピング」で開始いたしますので、お知らせいたします。
今年は、氷点下プリン（北海道）と糸島ロール（福岡県）を詰め合わせた「オリジナルスイーツセット」、
厳選した大トロ・中トロ・赤身を新鮮な状態でお届けする「本鮪づくし」、じっくり熟成させ旨味を引き出した
「九州産豚肉使用骨付きももハム」など、マルエツでしか買えない「マルエツオリジナルギフト」をご用意
しました。
また、毎年ご好評の『お申し込み特典Ｔポイント５倍』企画や本体価格が１０％引となる『マル得』ギフト
のほか、マルエツ店頭にて「マルエツカード」のクレジット払いご利用で「ときめきポイント」が基本の５倍に
なる企画も実施いたします。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６００ポイントの「商品ボーナスポイント」が付与される対象商品を
多数取り揃えました。
インターネット販売では、「Ｔポイント」が貯まる「ＰａｙＰａｙモール店」、「楽天ポイント」が貯まる「楽天
市場店」でカタログ掲載商品のほか、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 ：２０２０年１１月１日（日）～２０２１年１月１４日（木）

※２０２０年「マルエツの冬ギフト」カタログ表紙

※カタログ掲載商品の承りは１２月１８日（金）１８時まで
※インターネット販売の承りは１２月１８日（金）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３０１店舗全店
（魚悦糀谷店除く）

３．取扱商品 ：約８７０品目
４．配送料金 ：カタログ掲載商品 全品全国一律２００円（税込２２０円）
※同じお届け先さまに同一商品を複数個お届けする際はご用途、配達指定、
包装区分が同一の場合に限り、１個分の配送料金で配送
※インターネット販売は全国無料配達

５．Ｔポイント特典：『Ｔポイント５倍』 ：１１月１６日（月）～２２日（日）、及び
１１月２８日（土）～２９日（日）にご購入いただくと、Ｔポイント５倍進呈
※お酒ギフトを除くカタログ掲載商品が対象、インターネット販売は対象外
※「通常ポイント」のみ対象、「商品ボーナスポイント」は特典の対象外

６．早期割引：『マル得１０％引』 ：１１月１日（日）～１２月６日（日）
７．ときめきポイント特典 ：１１月７日（土）・８日（日）・１４日（土）・１５日（日）・２１日（土）・２２日（日）・
２８日（土）・２９日（日）・１２月５日（土）・６日（日）は、マルエツ店頭にて「マルエツカード」のクレジット
払いご利用でご購入いただくと「ときめきポイント」を基本の５倍
※インターネット販売は対象外
※基本とは２００円（税込）ごとに１ポイント付与をさします
※本企画の倍付けポイント（２００円（税込）で３倍分）は２０２１年２月請求明細にて進呈
※その他のポイント企画と重複してのポイント進呈はございません。高倍率のポイント企画が優先

８．『のりかえ割引、他社の印字済申込書をお持ちいただくと、さらに１０％引』 ：１１月１日（日）～３０日（月）
他社で発行された印字済のギフト申込書をお持ちいただき、マルエツ店頭で冬ギフトカタログ掲載商品を
３点以上ご購入されたお客さまが対象
※お酒ギフトを除く、冬ギフトカタログ掲載商品限定、インターネット販売は対象外

９．『商品ボーナスポイント』 ：約４５０品目以上の対象商品については、通常の「Ｔポイント」に加え、プラス
１００～６００ポイントを付与 ※インターネット販売は対象外
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■ 今年のおすすめ商品
１．マルエツでしか買えない「マルエツオリジナル」ギフト
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。北海道からは、濃厚でなめらかな味わいの
「氷点下プリン」、福岡県からは無農薬栽培小麦を使用した「つまんでご卵糸島ロール」と塩麹入りの
「塩麹キャラメルロール」のどちらかを選べる「マルエツオリジナルスイーツセット」、厳選した極上な脂が
おいしい大トロ、上質な甘みの中トロ・赤身を新鮮な状態でお届けする「本鮪づくし」、九州産の新鮮な
豚肉と五島灘の塩を使用し、じっくり熟成させ旨味と柔らかさを最大限に引き出した「九州産豚肉使用
骨付きももハム」など、こだわりのギフトを集めました。
※写真はイメージです
「マルエツオリジナル
スイーツセット A」
つまんでご卵糸島ロール１本、
氷点下プリン 110ｇｘ5
本体 4,500 円（8％税込 4,860 円）
数量限定 300 セット
冷凍

「マルエツオリジナル
スイーツセット B」
塩麹キャラメルロール１本、
氷点下プリン 110ｇｘ5
本体 4,500 円（8％税込 4,860 円）
数量限定 300 セット
冷凍

※写真はイメージです
「本鮪づくし」
本鮪（養殖：マルタ又はスペイン又はトルコ）
大トロサク・中トロサク・赤身サク各約 200ｇｘ1、ワサビ
本体 12,000 円（8％税込 12,960 円）
⇒マル得 10％引
本体価格 10,800 円（8％税込 11,664 円）
冷凍、承りは 12/14（月）まで

※写真はイメージです
「日本ハム
九州産豚肉使用骨付きももハム」
骨付きももハム 1.2ｋｇ
本体 10,000 円（8％税込 10,800 円）
⇒マル得 10％引
本体価格 9,000 円（8％税込 9,720 円）
数量限定 30 セット
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２．「日本のじものを贈る・楽しむ」ギフト
「日本の肉をお届け」「日本の魚をお届け」「日本の果実・野菜をお届け」と題して、日本のじものを
贈る・楽しむをコンセプトに仕入れ担当者が自信をもっておすすめする生鮮ギフトを取り揃えました。
※写真はイメージです

「松阪牛 肩ロースうすぎり」
肩ロース肉うすぎり 600ｇ
本体 14,500 円（8％税込 15,660 円）
⇒マル得 10％引
本体価格 13,050 円（8％税込 14,094 円）冷凍

※写真はイメージです

「北海道産ボイル毛がに 2 尾」
（北海道産）約 430ｇｘ2 尾
本体 10,800 円（8％税込 11,664 円）
⇒マル得 10％引
本体価格 9,720 円（8％税込 10,497 円）冷凍 数量限定 200 セット

※写真はイメージです

※写真はイメージです

「長崎県産 くだもの日和みかん」
L サイズ約 5ｋｇ
本体 4,800 円（8％税込 5,184 円）
⇒マル得 10％引 本体価格 4,320 円（8％税込 4,665 円）

「和田農園（北海道十勝地区） 和田さんのインカのめざめ」
じゃが芋（インカのめざめ）ボイル済み冷凍約 500ｇｘ5 袋入り
（約 2.5ｋｇ）、発泡スチロール入り
本体 3,500 円（8％税込 3,780 円）
⇒マル得 10％引 本体価格 3,150 円（8％税込 3,402 円）冷凍
数量限定 400 セット

３．人気の「こだわりスイーツ」ギフト

新たに、有名ブランド「六花亭」「ゴディバ」の人気商品を取り揃えました。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

「六花亭 六花セレクト缶（花柄）」25 個入
マルセイバターサンドｘ8 個、マルセイキャラメル・マルセイ
ビスケットｘ各 5 個、霜だたみ・いつか来た道・北加伊道ｘ各 2 個、
ストロベリーチョコホワイト 60ｇｘ1 袋
本体 3,750 円（8％税込 4,050 円）

※写真はイメージです

「ゴディバ アイスギフトセット 9 個入」
カップアイス 125ｍｌ（ベルジアンダークチョコレート、ミルク
チョコレートチップ、タンザニアダーク＆ミルクチョコレート、
カカオバニラ）ｘ各 2、ストロベリーチョコレートチップｘ1
本体 5,000 円（8％税込 5,400 円）冷凍 数量限定 400 セット
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■ 恒例企画の充実
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」ギフトが充実
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」ギフトを充実させました。
※写真はイメージです

※写真はイメージです
「ドウシシャ
キッコーマンいつでも新鮮
＆ヤマキバラエティギフト」

「水井食品
迎春彩り詰合せ」
にしん昆布巻、さけ昆布巻、ししゃも昆
布巻、ぶり昆布巻ｘ各 1、
黒豆ふくめ煮 110ｇ、栗甘露煮 130ｇ、
鰹ソフト削り 2.5ｇｘ8、
うめ茶 3ｇｘ12、こんぶ茶 3ｇｘ12
メーカー希望小売価格

キッコーマンいつでも新鮮料理人
直伝極み（白だし・つゆ）各 450ｍｌ、
ヤマキ（かつおパック（2.5ｇｘ4 袋）ｘ2、
（白だし・つゆ）各 300ｍｌ）、
和の極み（綿実油）350ｇｘ2、
昆布だし（12ｇｘ3 袋）、
万能だしの素（7ｇｘ3 袋）
発売元希望小売価格

本体 6,000 円
（8％税込 6,480 円）
⇒厳選得割 50％引
本体 3,000 円
（8％税込 3,240 円）

本体 5,000 円
（8％税込 5,400 円）
⇒厳選得割 50％引
本体 2,500 円
（8％税込 2,700 円）

２．選べるギフト「饗の市（おもてなしのいち）」
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（日）～１２月１８日（金）
※お届け先さまお申し込み最終日は２０２１年３月末日

（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。
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。
・舞 Ｓコース（選べる ５８品目） ：本体 ３，５００円（１０％税込 ３，８５０円）
・旬 Ａコース（選べる１０５品目） ：本体 ５，０００円（１０％税込 ５，５００円）
・膳 Ｂコース（選べる ５５品目） ：本体 ８，０００円（１０％税込 ８，８００円）
・彩 Ｃコース（選べる ５２品目） ：本体１０，０００円（１０％税込１１，０００円）
・粋 Ｄコース（選べる ２４品目） ：本体２０，０００円（１０％税込２２，０００円）

■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。
・ＰａｙＰａｙモール店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/maruetsu-fure/top/
・楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/maruetsu/
※「ＰａｙＰａｙモール店」での承りでは、「マルエツカード５％優待デー企画」の対象外となっております。「Ｔポイント」について
は、「ＰａｙＰａｙモール店」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、店舗で実施する
「商品ボーナスポイント」「Ｔポイント５倍」「ときめきポイント５倍」企画等は対象外となります。
※「楽天市場店」での承りでは、「マルエツカード５％優待デー企画」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」
「ときめきポイント５倍」企画等は対象外となります。

■当社の地域別店舗数状況（２０２０年１１月１日現在）
地 域

東京都

埼玉県

千葉県

神奈川県

茨城県

栃木県

合 計

店舗数

１４６

５５

５０

４８

１

１

３０１

■お問い合わせ先 経営計画部（広報） 都築・會田・髙島

（電話 ０３-３５９０-００１６）
以上
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