
インターネットでも
ご注文いただけます

おうちで
グルメ

マルエツのご自宅ギフト
Maruetsu
Gourmet

※リーフレット掲載商品は、ご自宅以外のお届け先にも送れます。
※承り期間は11月1日（月）から12月18日（土）18時までとさせていただきます。
※お届けは承り日より一週間から10日程かかります。
※お届け開始日は11月19日（金）以降となり、お届け開始日以前の承りは11月19日（金）より一週間程かかることがございます。
※配達指定は11月下旬、12月上旬、中旬、下旬で指定できます。配達指定毎に承り〆切日がございますので、詳しくは承りカウンターにてお問い合わせください。
※お届け先様が同じでも、２つ以上の商品をお届け時はお届け日が異なる場合がございます。
※一部配達できない地域がございますので、あらかじめご了承ください。詳しくは承りカウンターにてお問い合わせください。

配送料金について
本体200円（10％税込220円）

※同じお届け先様に同一商品を複数個お届けする際は、お届け期間指定・
のし用途が同一の場合に限り、１個分の配送料金（本体200円 10％税
込220円）とさせていただきます。 マルエツギフトセンター 0120-100-897

ギフトに関するお問合せ先
（9:00〜18:00まで）全国一律

「マルエツカード5％優待デー」「Tポイント５倍」
「Ｔポイント商品ボーナスポイント」は対象外となります

マルエツ PayPay モール店
マルエツ 楽天市場 店

マルエツおうちでグルメギフトインターネットサイトインターネットでの承り期間

2021年12月18日（土）15時までインターネットでもご注文いただけます
※おうちでグルメギフトのインターネット販売は、全国無料配達にて承ります

お手軽本格

短冊お歳暮のしを承ります。（包装は
省かせていただきます。）尚、贈り主
様の名入れはご容赦願います。

このマークの商品は
配達のみ承ります。

冷凍温度帯の保冷状態でお
届けします。一部お届けでき
ない地域がございます。

簡易包装（お歳暮のし・のしな
し）を承ります。尚、贈り主様の
名入れはご容赦願います。

このマークの商品はTカード
ご利用で、通常ポイントに加えて、
ボーナスポイントをプレゼント ！

＋ポイント
年明け配達ができ
ない商品です。

賞味期限の表記されてい
ない商品の賞味期限は、
31日以上でございます。

石狩鍋と海鮮えび鍋、2種類の鍋が
楽しめるセットです。

比内地鶏
きりたんぽ鍋セット

（少人数用） APK-350F
秋田県産比内地鶏100g、比内地鶏入り生つくね140g（原料：肉／国産）、比内
地鶏スープ200g、きりたんぽ270g、稲庭うどん（乾麺）80g×2 ［0160242］

（8% 税込3,780円）
本体3,500円4601

-155 12/5まで
マル得10%引 本体3,150円

（8% 税込3,402円）

小樽海洋水産
石狩鍋・
海鮮えび鍋
セット
海鮮えび鍋：ボイル甘えび3尾、えび入つみ
れ2個、つ ぼ 抜 き い か100g、うど ん
250g、えび魚醤油入りたれ50㎖×1袋、
石狩鍋：秋鮭切身40g×4切、ボイル甘えび
3尾、ボイル帆立2個、かに入つみれ2個、
ラーメン80g、みそたれ50g 
［0473781］〈賞味期限：冷凍にて30日〉

（8% 税込4,320円）
本体4,000円4601

-144

12/5まで
マル得10%引 本体3,600円

（8% 税込3,888円）写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。比内地鶏の旨味がしみ込んだ、
秋田名物きりたんぽ鍋。

関とら本店
レンジで簡単 個食鍋3種セット 
HM-50FZ
とらふくちり鍋300g、ふくポン酢10g、もみじおろし10g、真ふく寄せ鍋
300g、あんこう味噌鍋300g ［0473404］

（8% 税込5,400円）
本体5,000円4601

-133 12/5まで
マル得10%引 本体4,500円

（8% 税込4,860円）

写真はイメージです。

レンジで簡単調理。ご家庭でも簡
単にお楽しみいただける、お一人
様用の本格鍋の詰合せです。

北海道加工
小樽の小鍋（6個セット）
石狩鍋【白鮭（北海道産）・かに入つみれ（北海道加工）・大根（北海道産）・帆立貝（北海道
産）・甘エビ（カナダ）・人参（北海道産）】280g×2、かに鍋【紅ずわいがに（北海道産）・か
に入つみれ（北海道加工）・大根（北海道産）・帆立貝（北海道産）・人参（北海道産）・万能
ねぎ（国産）】280g×2、鮭うしお汁【白鮭（北海道産）・サーモントラウト（チリ）・かに入つ
みれ（北海道加工）・大根（北海道産）・帆立貝（北海道産）・人参（北海道産）・万能ねぎ（国
産）】280g×2 ［0398017］〈賞味期限：出荷日より冷凍にて30日〉

（8% 税込5,400円）
本体5,000円4035

-010 12/5まで
マル得10%引 本体4,500円

（8% 税込4,860円）

写真はイメージです。

味噌仕立ての「石狩鍋」・醤油味の「かに鍋」・塩味仕立ての
「鮭うしお汁」の3種類の詰合せです。200＋

ポイント



4054
-035

写真はイメージです。

常温保存が可能な
とろ〜り滑らかな濃厚プリンです。

銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール
銀座マンゴープリン YJ-MKR
マンゴープリン90g×6 ［0472411］

（8% 税込3,780円）
本体3,500円4054

-046 12/5まで
マル得10%引 本体3,150円

（8% 税込3,402円）

銀座千疋屋
銀座プリン
詰合せ PGS-316
プレーン、いちごプリン、マンゴープリン、ベ
リーチーズ×各2（計8個）
［0472509］〈賞味期限：冷凍にて30日〉

（8% 税込5,400円）
本体5,000円4052

-086

12/5まで
マル得10%引 本体4,500円

（8% 税込4,860円）

写真はイメージです。

なだ万
プリン詰合せ WP-8
白あん・黒ごま　各90g×3、あずき　90g×2 ［2149329］

4601
-015

「白あん」「黒ごま」「あずき」の和
洋折衷で仕上げた3種類のなめら
かなプリンをお楽しみください。

写真はイメージです。

マンゴー果肉が贅沢に
入ったスイーツ。

銀座千疋屋
銀座フルーツサンド PGS-243
マスカットレーズン、いちご、柚子×各5 ［0472209］

（8% 税込3,240円）
本体3,000円4052

-075 12/5まで
マル得10%引 本体2,700円

（8% 税込2,916円）

写真はイメージです。

写真はイメージです。

レスポワール
ギフトセット LG-R30TN
レスポワール24枚、ドリカポ15枚、ゴーフレール12個 ［2103639］

4601
-026

写真はイメージです。

レスポワールの人気商品を
セレクトしたバラエティ豊かな
セットです。

KAHISAKAN
小樽珈琲専門店の
キャラメルショコラサンド
KAH-001
キャラメルショコラサンド20個 ［0472298］

（8% 税込3,564円）
本体3,300円4054

-094 12/5まで
マル得10%引 本体2,970円

（8% 税込3,207円）

写真はイメージです。

キャラメルクリームをチョコレートで
閉じ込め、さくさくの珈琲の香りの
生地でサンドしました。

写真はイメージです。

京都・宇治 茶游堂
茶彩抄「輝」 CI-25
宇治抹茶フィナンシエ5本ケース入、宇治抹茶チョコクランチ「茶乃樹」5本箱
入 ［2149328］

4601
-030

写真はイメージです。

宇治の里から抹茶のたより。
宇治抹茶が主役のお菓子。

400＋
ポイント

フルーツソースをふんだんに
使用したなめらかな食感のプリン。

ラム酒につけたレーズンを
クリームと一緒にクッキーでサンド。

本体3,000円
（8% 税込3,240円）

本体3,000円
（8% 税込3,240円）

本体2,500円
（8% 税込2,700円）

本体2,500円
（8% 税込2,700円）

100＋
ポイント

100＋
ポイント

150＋
ポイント

インターネットでもご注文いただけます
マルエツPayPayモール 店 マルエツ 楽天市場 店

配送料金について
本体200円（10%税込220円）

いわき遠野らぱん
月色プリン
月色プリン80g×6 ［2149274］★

32
このマークの商品はTカード
ご利用で、通常ポイントに加えて、
ボーナスポイントをプレゼント ！

＋ポイント
年明け配達
（1/6以降）が
できる商品です。

年明け配達が
できない商品です。

各種包装（簡易・完全等）及び
各種のし（お歳暮・内祝等）の
承りができます。

このマークの商品は
配達のみ承ります。

簡易包装（お歳暮のし・のしな
し）を承ります。尚、贈り主様の
名入れはご容赦願います。

冷凍温度帯の保冷状態でお
届けします。一部お届けでき
ない地域がございます。

短冊お歳暮のしを承ります。（包装は
省かせていただきます。）尚、贈り主
様の名入れはご容赦願います。賞味期限の表記されていない商品の

賞味期限は、31日以上でございます。



本体4,200円
（8% 税込4,536円）

写真はイメージです。

写真はイメージです。

博多華味鳥
焼き鳥セット HY-04
華味鳥 もも串、皮串、とりトロ串、つくね串　各1本入り×5 
［0473289］

4014
-054

銀座飛雁閣
点心味わいギフト KF-HTA
小籠包25g×5、上海焼きまんじゅう35g×4、広東風焼き餃子30g×8、もち米焼売35g×4（計21） 
［0473155］

（8% 税込5,400円）
本体5,000円4601

-041 12/5まで
マル得10%引 本体4,500円

（8% 税込4,860円）

重慶飯店
点心セット7種「開港」 JTK7
重慶焼売4個×3、蝦仁焼売4個×1、蟹焼売4個×1、海鮮焼売4個×1、小籠包4個×1、
えびにらまんじゅう4個×1、蝦仁餃子4個×1 ［0473075］

（8% 税込5,400円）
本体5,000円4010

-020 12/5まで
マル得10%引 本体4,500円

（8% 税込4,860円）

鶏料理玉ひで監修
川俣シャモグルメ詰合せ 
地鶏鍋800g、地鶏ご飯の素2合用270g、ポトフの素250g、砂肝のアヒー
ジョ100g、つまチキソルト30g、つまチキペッパー30g ［2159202］

4079
-051

写真はイメージです。

写真はイメージです。 写真はイメージです。
写真はイメージです。

九州産銘柄鶏「華味鳥」を使用し、4種類の
バラエティー溢れる焼き鳥に仕上げました。

銀座にある完全予約制の名店の味を、
ご家庭で堪能していただけます。

肉の万世
万世のハンバーグセット
ハンバーグМ135g×6、ハンバーグソース60g×6 ［0473403］
〈賞味期限：冷蔵にて30日〉

（8% 税込4,399円）
本体4,074円4081

-011 12/5まで
マル得10%引 本体3,666円

（8% 税込3,959円）

人形町今半
黒毛和牛&
合挽きハンバーグ詰合せ HA-40
黒毛和牛ハンバーグ100g×4、黒毛和牛・豚合挽きハンバーグ100g×4
［0473208］

（8% 税込4,860円）
本体4,500円4081

-022 12/5まで
マル得10%引 本体4,050円

（8% 税込4,374円）

シェ・オリビエ
鶏むね肉の
きのこソースセット OLV-510
鶏むね肉のきのこソース（鶏肉）265g、鶏むね肉のきのこソース（ソース）120g
［0181800］

（8% 税込5,400円）
本体5,000円4601

-052 12/5まで
マル得10%引 本体4,500円

（8% 税込4,860円）

写真はイメージです。

100＋
ポイント

横浜中華街を代表する「重慶飯店」
の本格的なこだわりの点心を気軽に
ご家庭でお楽しみください。

人形町の老舗「今半」の黒毛和牛を使用し、
国産原料にこだわったハンバーグです。

100＋
ポイント

本体4,500円
（8% 税込4,860円）

東京人形町鶏料理の玉ひで監修商品、
マルエツオリジナルの詰合せ。

昭和24年創業「肉の万世」のレストランの味を
そのまま真空パックで閉じ込めました。

12/5まで
マル得10%引 本体3,780円

（8% 税込4,082円）

インターネットでもご注文いただけます
マルエツPayPayモール 店 マルエツ 楽天市場 店

配送料金について
本体200円（10%税込220円）

Gourmet

名店グルメ
おうちで

54
このマークの商品はTカード
ご利用で、通常ポイントに加えて、
ボーナスポイントをプレゼント ！

＋ポイント
年明け配達が
できない商品です。

このマークの商品は
配達のみ承ります。

簡易包装（お歳暮のし・のしなし）を承
ります。尚、贈り主様の名入れはご容
赦願います。

冷凍温度帯の保冷状態でお
届けします。一部お届けでき
ない地域がございます。

短冊お歳暮のしを承ります。（包装は
省かせていただきます。）尚、贈り主
様の名入れはご容赦願います。賞味期限の表記されていない商品の

賞味期限は、31日以上でございます。

冷蔵温度帯の保冷状態でお
届けします。一部お届けで
きない地域がございます。



マルゲリータ

クアトロフォルマッジ

家飲みを愉しむための人気のおつまみを
6品詰合せました。マルエツオリジナルセット。

三和酒類
いいちこ
下町のハイボール
2種セット 
いいちこ下町のハイボール350㎖（アルコール7%）×10本、いいちこ下町の
ハイボールGOLDENBLEND350㎖（アルコール7%）×5本 ［0682140］

クリーミーで柔らかい泡のシャンパー
ニュ。プロポーズをモチーフにした
愛らしいラベルも魅力です。

ミルグラン・フランス・シャンパーニュ
ローラン・シャルリエ
ブリュット・プルミエ・クリュNV ML2
750㎖（アルコール12%）原産国：フランス
［0683160］

本体6,800円
（10% 税込7,480円）

4601
-100

本体3,000円
（10% 税込3,300円）

4601
-122

伊勢角屋麦酒・若松屋
冬ギフト限定セット 
ペールエール、ヒメホワイト、ネコ二匹、IPA、XPA、HAZY IPA 各330㎖
×1、若松屋ひりょうず150g×2 ［0681111］〈賞味期限：冷蔵にて30日〉

本体4,600円
（10% 税込5,060円）

4601
-111

三軒茶屋『L’ARTE（ラルテ）』
井上勇氏監修のピッツァ。

本体3,500円
（8% 税込3,780円）

ナポリピッツァセット MEP-2
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）×各2枚 ［0473200］

4078
-012

数量限定
200セット

伊藤ハム
田崎真也セレクション
至福の洋食セット YO-43
ビーフシチュー185g×2、オマール海老のビスク150g×2、生ハムスライス
45g×2、デミグラスソースハンバーグ120g×2、デミグラスソースチーズ入
りハンバーグ120g×2 ［0181724］

（8% 税込3,888円）
本体3,600円4601

-063 12/5まで
マル得10%引 本体3,240円

（8% 税込3,499円）

北海道産
銀聖スモークサーモン 
銀聖スモークサーモン80g×5 ［0756033］

（8% 税込4,536円）
本体4,200円4601

-085 12/5まで
マル得10%引 本体3,780円

（8% 税込4,082円）

北海道のブランド鮭「銀聖」を
燻製にし旨みを閉じ込めた
スモークサーモンです。

東京正直屋
銀座割烹里仙監修
てまり寿司 262002

無包装
のし無し

「すし海老、煮込み穴子、炙り金目鯛、生サーモン、槍いか、こはだ、黒豆、錦糸
玉子、合鴨スモーク、生ハム」各1個（計10個）×3パック ［0473168］

（8% 税込5,940円）
本体5,500円4601

-074 12/5まで
マル得10%引 本体4,950円

（8% 税込5,346円）

写真はイメージです。

「憧れの名店」でも紹介された銀座割烹
里仙監修の人気商品、てまり寿司です。

数量限定
50セット

浜野水産
海鮮ドリア6食セット KDR-06
かにドリア、甘えびドリア各200g×3（計6食分） 
［0473089］

（8% 税込4,860円）
本体4,500円4082

-072 12/5まで
マル得10%引 本体4,050円

（8% 税込4,374円）

石川県能登産のブランド米「能登ひかり」
を使用したバターライスに野菜とチーズ、
紅ずわい蟹・甘えびをそれぞれトッピング。

伍魚福
家飲みを愉しむ
おつまみセット 
クリームチーズ生ハム包み、カマンベール入りチーズ生包み、特）一夜干焼い
か、S）わさびチーズ入り焼ちくわ、S）鹿児島で作った豆腐入りさつま揚げ、と
んトロスモーク ［0477063］

（8% 税込4,860円）
本体4,500円4601

-096 12/5まで
マル得10%引 本体4,050円

（8% 税込4,374円）

全商品が金賞受賞歴を持つクラフトビールとお伊勢参り
の鉄板お土産の詰合せ。ぜひご賞味ください。 数量限定

300セット

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。 200＋
ポイント

300＋
ポイント

100＋
ポイント

※お酒の販売は20歳以上の方に限らせていただきます。未成年者の飲酒は法律で禁止されております。

インターネットでもご注文いただけます
マルエツPayPayモール 店 マルエツ 楽天市場 店

配送料金について
本体200円（10%税込220円） 76

お酒はマルエツカード
5%優待デー企画は対象外となります。

お酒ギフトは全て
Tポイント５倍対象外となります。

年明け配達
（1/6以降）が
できる商品です。

年明け配達が
できない商品です。

各種包装（簡易・完全等）
及び各種のし（お歳暮・内
祝等）の承りができます。

このマークの商品は
配達のみ承ります。

包装・のしは省かせ
ていただきます。

簡易包装（お歳暮のし・のしな
し）を承ります。尚、贈り主様
の名入れはご容赦願います。

冷蔵温度帯の保冷状態でお
届けします。一部お届けで
きない地域がございます。

冷凍温度帯の保冷状態でお
届けします。一部お届けでき
ない地域がございます。

短冊お歳暮のしを承ります。（包装
は省かせていただきます。）尚、贈り
主様の名入れはご容赦願います。


