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

２０２１年５月３１日
～夏の贈り物に最適な、旬のギフトやこだわりギフトをあの方に！～

２０２１年｢マルエツの夏ギフト｣ ６月１日（火）より承り開始
マルエツは６月１日（火）より、２０２１年「マルエツの夏ギフト」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、「身も皮も柔らかい『新仔うなぎ』」、「まろやかで甘みのある黒毛和牛の『松阪牛・神戸牛
サーロインステーキ用食べ比べセット』」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
はじめ、北海道から沖縄までの選りすぐりギフトを品揃えした「ご当地お取り寄せギフト」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。

■「マルエツの夏ギフト」について

２０２１年「マルエツの夏ギフト」カタログ表紙

１．承り期間 ：２０２１年６月１日（火）～２０２１年８月１６日（月）
※カタログ掲載商品の承りは８月７日（土）１８時まで
※インターネット販売の承りは８月７日（土）１５時まで

２．承り店舗 ：マルエツ、マルエツ プチ、リンコスの３００店舗全店
（魚悦糀谷店除く）

３．取扱商品 ：約７５０品目
４．配送料金 ：カタログ掲載商品 全品全国一律２００円
（１０％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

＜インターネット販売：「ふれあいショッピング」＞
※インターネットでの承りは８月７日（土）１５時まで

●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/
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■ 今年のおすすめ商品
１．マルエツにしか売ってい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。身も皮もとっても柔らかいのが特徴の
「新仔うなぎ」、まろやかで甘みのある黒毛和牛の味わいが堪能できる「松阪牛・神戸牛サーロイン
ステーキ用食べ比べセット」、赤トンボが飛ぶような環境にやさしい畑づくりをモットーに、食べて美味しく
安心な果物づくりを目指すグループが育てた「赤トンボの会の桃」、話題の糖質ゼロビールを詰合せた
「オリジナル糖質ゼロビールセット」、鹿児島の天文館むじゃき「白熊」と全国各地のアイスを詰合せた
「オリジナルアイスセット」など、マルエツオリジナルギフトを品揃えしました。
※写真はイメージです

※写真はイメージです

「鹿児島県産又は宮崎県産 新仔うなぎ蒲焼・白焼セット」
長焼約 140gx2 尾、白焼約 120ｇｘ2 尾、たれ、山椒、ポン酢付
本体 11,500 円（8％税込 12,420 円）
⇒マル得 10％引 本体 10,350 円（8％税込 11,178 円）
数量限定 200 セット 冷凍
※写真はイメージです

「山梨県山梨市産 『赤トンボの会』の桃」
約 3.0ｋｇ（8～11 玉）
本体 5,980 円（8％税込 6,458 円）
⇒マル得 10％引 本体 5,382 円（8％税込 5,812 円）
数量限定 400 セット 冷蔵 承りは 7/17（土）まで

「松阪牛・神戸牛 サーロインステーキ用食べ比べセット」
松阪牛サーロインステーキ用 2 枚 340ｇ、神戸牛サーロインステーキ用
2 枚 340ｇ
本体 23,800 円（8％税込 25,704 円）
⇒マル得 10％引 本体 21,420 円（8％税込 23,133 円） 冷凍
※写真はイメージです

「マルエツオリジナル 糖質ゼロビールセット」
キリン一番搾り糖質ゼロ 350ｍｌｘ6、
サントリーパーフェクトサントリー350ｍｌｘ6
本体 2,700 円（10％税込 2,970 円）

※写真はイメージです

「天文館むじゃき「白熊」・
ブルーシールアイスセット」
天文館むじゃき「白熊」ｘ2、ブルーシール
「塩ちんすこう」ｘ2、「紅イモ」ｘ2、「シーク
ヮーサーシャーベット」ｘ2
本体 3,500 円（8％税込 3,780 円）
数量限定 200 セット 冷凍

「天文館むじゃき「白熊」・
小岩井農場アイスセット」
天文館むじゃき「白熊」ｘ2、小岩井農場
「カスタードバニラ」ｘ2、「農場育ち牛乳」ｘ2、
「ヨーグルト仕立て」ｘ2
本体 5,000 円（8％税込 5,400 円）
数量限定 200 セット 冷凍
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２．「ご当地お取り寄せ」ギフト
北海道から沖縄まで、ご当地の選りすぐりの美味を取り揃えました。仕入れ担当者が自信をもって
おすすめする品々をご賞味ください。
※写真はイメージです

※写真はイメージです

「北海道産 ボイル毛がに」
約 550ｇｘ1 尾
本体 9,800 円（8％税込 10,584 円）
⇒マル得 10％引 本体 8,820 円（8％税込 9,525 円）
冷凍

「北海道産 JA きょうわ らいでんメロンプレミアム（赤肉）」
秀品 2L サイズ 2 玉（1 玉約 1.6ｋｇ）
本体 4,980 円（8％税込 5,378 円）

※写真はイメージです

※写真はイメージです

「サイボク バラエティセット」
ロースハム 200ｇ、ベーコン 200ｇ、ポークウインナー56ｇ、
あらびきウインナー56ｇ、ピザウインナー56ｇ、
ホワイトウインナー56ｇ
本体 4,250 円（8％税込 4,590 円）
冷蔵

「山梨県産 シャインマスカット」
約 1.2ｋｇ（2 房）
本体 9,800 円（8％税込 10,584 円）
数量限定 200 セット 冷蔵 承りは 7/25(日)まで
数量限定 400 セット

※写真はイメージです

「天政松下 大阪泉州水なす漬セット」
水なす浅漬ｘ3、水なすぬか漬ｘ3
本体 4,000 円（8％税込 4,320 円）
⇒マル得 10％引 本体 3,600 円（8％税込 3,888 円）
冷蔵

※写真はイメージです

「鮮馬刺し 赤身・たたきセット」
馬肉赤身ブロック(フランス)100ｇ、たたきブロック（フランス）100ｇ、
鮮馬刺しタレ 50ｍｌ、おろしぽん酢 20ｇ
本体 3,800 円（8％税込 4,104 円）
⇒マル得 10％引 本体 3,420 円(8％税込 3,693 円)
冷凍
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■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
「金澤兼六製菓
デザートギフトうららか」

「北神食糧
麺づくしギフト」

プレミアムマンゴープリン 75ｇｘ2、
冷やし栗ぜんざい 80ｇｘ4、蜂蜜入り
柚子ぜりぃ 75ｇｘ2、北海道赤肉メロン
ゼリー52ｇｘ4、北海道青肉メロン
ゼリー52ｇｘ4、巨峰ゼリー52ｇｘ4、
水羊羹小倉 60ｇｘ1、水羊羹練り
60ｇｘ1、水羊羹抹茶 60ｇｘ2
メーカー希望小売価格

讃岐（ざるうどん・そうめん）各 190ｇ
ｘ各 3、讃岐ざるうどん 400ｇ、
島原手延そうめん 350ｇ、
稲庭うどん 130ｇｘ3、
刻み海苔 5ｇ、薫りねぎ 0.6ｇｘ2、
麵つゆ（15ｍｌｘ4）ｘ2
販売元希望小売価格

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）

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）

■うれしさが３回続く贈り物
マルエツが厳選したギフトをお届けいたします。
７月、８月、９月の計３回、お選びいただいたコースの商品を先さまへお届け いたします。大切な方に
３カ月間喜んでいただける贈り物です。
（１） 承り期間：６月１日（火）～７月４日（日）
（２） お届け期間：７月、８月、９月の３カ月間
（３）取扱商品：生鮮食品、お酒など人気名産ギフト
・満喫！こだわり果実コース：本体 １５，０００円（８％税込 １６，２００円）
（７月：山梨県産匠の桃、８月：岡山県産シャインマスカット・ピオーネセット、９月：千葉県産白井のあきづき梨）

・旬果実コース

：本体 １０，０００円（８％税込

１０，８００円）

(７月：山形県産鶴姫メロンセット、８月：茨城県産豊水梨、９月：青森県産サン津軽りんご)

・銘柄牛食べ比べコース

：本体 ３０，０００円（８％税込

３２，４００円）

(７月：松阪牛モモ焼肉用、８月：宮崎牛サーロインステーキ用、９月：葉山牛ロースうすぎり)

・鮮魚ギフトコース

：本体 ２０，０００円（８％税込

２１，６００円）

(７月：鰻楽九州産うなぎ長焼４尾、８月：はねうお食品でかはら辛子明太子（切子）1ｋｇ、９月：ノルウェー産アトランティックサーモン（刺身用）)

・牛丼食い倒れギフトコース：本体

９，５００円（８％税込

１０，２６０円）

(７月：吉野家牛丼の具８食、８月：松屋牛めしの具１０食、９月：すき家牛丼の具１０食)

・日本酒飲み比べコース

：本体 １０，０００円（１０％税込 １１，０００円）

(７月：佐浦浦霞２本セット、８月：朝日酒造久保田千寿２本セット、９月：酔鯨酒造酔鯨２本セット)

・芋焼酎飲み比べコース

：本体 １０，０００円（１０％税込 １１，０００円）

(７月：西酒造宝山２本セット、８月：白玉醸造魔王セット、９月：霧島町蒸留所明るい農村２本セット)

・日本ワイン飲み比べコース：本体 １０，０００円（１０％税込 １１，０００円）
（７月：山梨ワイン２本セット、８月：北海道ワイン２本セット、９月：山形ワイン２本セット）

■インターネット販売「ふれあいショッピング」
※インターネットでの承りは８月７日（土）１５時まで

ＰａｙＰａｙモール店は
こちらから

楽天市場店は
こちらから

・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 された方を
対象に「楽天ポイント」（税 込１ ００ 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。
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「マルエツの夏ギフト」概要
１．承り期間 ：２０２１年６月１日（火）～２０２１年８月１６日（月）
※カタログ掲載商品の承りは８月７日（土）１８時まで
※インターネット販売の承りは８月７日（土）１５時まで

２．承り店舗 ：マルエツ、マルエツ プチ、リンコスの３００店舗全店（魚悦糀谷店除く）
３．取扱商品 ：約７５０品目
４．配送料金 ：カタログ掲載商品 全品全国一律２００円（１０％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．早期割引期間：『マル得１０％引』 ：６月１日（火）～７月１１日（日）
６．Ｔポイント特典：『Ｔポイント５倍』 ：６月１８日（金）～２０日（日）、及び６月２５日（金）～２７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

７．ときめきポイント特典 ：６月１８日（金）～２０日（日）、及び６月２５日（金）～２７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９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１５％引』 ：６月１日（火）～３０日（水）
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、マルエツ店頭で夏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、夏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３５０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
１０．『夏ギフトカタログ商品購入特典 売場で利用できる１０％割引券』 ：配布期間６月１日（火）～３０日（水）
夏ギフトカタログ商品を購入されたお客さまに、店舗の売場ほとんど全品で利用できる「１０％割引券」を
配布します。
※利用期間：６月１日（火）～７月３１日（土）、インターネット販売は対象外
■当社の地域別店舗数状況（２０２１年６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

１４５

５４

５０

４９

１

１

３００

■お問い合わせ先 経営管理部（広報） 都築・會田・古澤 （電話 ０３-３５９０-００１６）
以上
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