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２０２２年５月３１日

～「マルエツオリジナルギフト」をはじめ、この季節にぴったりの果実やアイスを豊富に揃えました～

２０２２年｢マルエツの夏ギフト｣ ６月１日（水）より承り開始
マルエツは６月１日（水）より、２０２２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」などで開始いたしますので、お知らせいたします。
今年は、生産者が桃本来の味を追求し、土壌や生育にこだわった「『てんとう虫の会』の桃」、香ばしく、
ふっくら柔らかに仕上げた「鹿児島県産 うなぎ蒲焼・白焼・肝蒲セット」、まろやかで甘みのある黒毛和牛
が楽しめる「松阪牛・米沢牛ステーキ・焼肉セット」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、マルエツがある街の地元名産品と北海道の名産品を集めた「名産品ギフト」をご用意
いたしました。
また、毎年ご好評の「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「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ」が基本の５倍となる
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、「ＰａｙＰａｙモール店」、「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

２０２２年「マルエツの夏ギフト」カタログ表紙

１．承り期間 ：２０２２年６月１日（水）～２０２２年８月１６日（火）
※カタログ掲載商品は８月７日（日）１８時まで
※インターネット販売は８月７日（日）１５時まで

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

３．取扱商品 ：約８００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個分の配送料金で承ります
※インターネット販売は全国無料配達
５．インターネット販売
※インターネット販売は無料配達、承りは８月７日（日）１５時まで

①ふれあいショッピング
●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/

②ショッピングアプリ「Ｓｃａｎ＆Ｇｏ Ｉｇｎｉｃａ」
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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
生産者がエコファーマーでもある「『てんとう虫』の会の桃」、香ばしくじっくり焼き、しっかり蒸すことで
ふっくら柔らかに仕上げた「鹿児島県産 うなぎ蒲焼・白焼・肝蒲セット」から、銘柄牛を詰合せた
「松阪牛・米沢牛ステーキ・焼肉セット」、五島列島産の二条大麦で仕込んだ香り高い麦焼酎と島の
特産品を詰合せた「五島列島酒造・長崎 五島麦・五島産品セット」、横濱馬車道あいすもなかとレディー
ボーデンまたは、ハーゲンダッツを詰合せた「レディーボーデン＆横濱馬車道オリジナルアイスギフト」
「ハーゲンダッツ＆横濱馬車道オリジナルアイスギフト」など、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。
※写真は全てイメージです

「山梨県笛吹市産 『てんとう虫の会』の桃」
5～7 玉（1.8ｋｇ）
本体 3,980 円（8％税込 4,298 円）
承りは 7/18（月）まで

「松阪牛・米沢牛 ステーキ・焼肉セット」
松阪牛サーロインステーキ用 2 枚 340ｇ、
米沢牛バラ肉焼肉用 400ｇ
本体 16,800 円（8％税込 18,144 円）
⇒マル得 10％引 本体 15,120 円（8％税込 16,329 円） 冷凍

「鹿児島県産 うなぎ蒲焼・白焼・肝蒲セット」
長蒲焼 156gx2 尾、長白焼 136ｇｘ1 尾、肝蒲焼 60ｇｘ2 個、
たれ、山椒付
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
承りは 8/5（金）まで

「五島列島酒造・長崎 五島麦・五島産品セット」
五島麦（麦 25°）720ｍｌｘ1 本、五島の鯛だしカレー180gx1 袋
五島手延うどん 100ｇx2 束（あごだしスープ付き）、
かんころ餅 90ｇｘ1 個、エイヒレ燻製 25ｇｘ1 袋、
きびなご燻製 30gx1 袋
本体 3,600 円（10％税込 3,960 円）
「レディーボーデン＆横濱馬車道オリジナルアイスギフト」
レディーボーデンミニカップ（バニラ・チョコレート・
コーヒー・ラムレーズン）各 120ｍｌｘ1（計 4）、
横濱馬車道あいすもなか（ミルク・抹茶）各 65ｍｌｘ3
（チョコレート・小豆）各 65ｍｌｘ2（計 10）
本体 3,000 円（8％税込 3,240 円）
⇒マル得 10％引 本体 2,700 円（8％税込 2,916 円）冷凍
承りは 8/5（金）まで
「ハーゲンダッツ＆横濱馬車道オリジナルアイスギフト」
ハーゲンダッツミニカップ（バニラ・ストロベリー）各 110ｍｌｘ2、
（グリーンティー・クッキー＆クリーム）各 110ｍｌｘ1（計 6）、
横濱馬車道あいすもなか（ミルク・抹茶・小豆・チョコレート）
各 65ｍｌｘ2（計 8）
本体 4,500 円（8％税込 4,860 円）
⇒マル得 10％引 本体 4,050 円（8％税込 4,374 円）冷凍
承りは 8/5（金）まで
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２．名産品ギフト
マルエツがある街の地元名産品のほか、北海道の選りすぐりの美味を取り揃えました。仕入れ担当が
自信をもっておすすめする品々をご賞味ください。

※写真は全てイメージです

北海道 「北海道産 夕張メロン」
優品 2L サイズ 2 玉（1 玉 1.6 ㎏）
本体 7,500 円（8％税込 8,100 円）
⇒マル得 10％引 本体 6,750 円（8％税込 7,290 円）
承りは 8/4（木）まで

千葉県 「マザー牧場
自家製ハム・ソーセージ＆乳製品セット」
ホワイトボンレスハム 400ｇ、あらびきフランク 275ｇ、
粗挽きソーセージ 165ｇ、ハーブソーセージ 165ｇ、
カマンベールチーズ 100ｇ、ホワイトバター130ｇ
本体 5,800 円（8％税込 6,264 円）
⇒マル得 10％引 本体 5,220 円（8％税込 5,637 円）冷蔵

神奈川県 「三崎まぐろ 天然めばちまぐろ中トロ贅沢セット」
目鉢鮪（日本船三崎水揚げ限定）中トロサク 200ｇｘ3、
赤身サク 200ｇｘ2
本体 10,000 円（8％税込 10,800 円）
⇒マル得 10％引 本体 9,000 円（8％税込 9,720 円）冷凍

東京都 「巣鴨『とげぬき福寿庵』 東京塩豆大福」
塩豆大福 80ｇｘ10 個
本体 3,500 円（8％税込 3,780 円）
⇒マル得 10％引 本体 3,150 円（8％税込 3,402 円）冷凍
承りは 8/5（金）まで

３．アイスクリームギフト
暑い季節にうれしい、とっておきのアイスクリームを種類豊富に集めました。甘くてさわやかなおいしさ
をお届けします。

「eatime 人気アイス夏セット」
（バニラ・イチゴ）各 122ｍｌｘ4、トマトシャーベット＆
マスカルポーネアイス 122ｍｌｘ3、ココナッツアイス 122ｍｌｘ3
本体 3,500 円（8％税込 3,780 円）冷凍
数量限定 500 セット
数量限定 200 セット 冷蔵 承りは 12/10（金)まで
数量限定 400 セット

「農プロデュースリッツ イモぽんソフト」
イモぽんソフトｘ4
本体 3,400 円（8％税込 3,672 円）
⇒マル得 10％引 本体 3,060 円（8％税込 3,304 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」ギフトを豊富に取り揃えました。
※写真は全てイメージです

「京都ラ・バンヴェント
フルーツゼリー＆プリン
詰合せ」
マンゴープリン 75ｇｘ2、
カスタードプリン 75ｇｘ2、
ムース（チーズ・チョコ）各 75ｇｘ各 2、
マンゴーゼリー45ｇｘ2、
シャーベット（グレープ・オレンジ）各 64ｇ、
筒ゼリー（黄桃・りんご）各 95ｇｘ各 2、
フルーツゼリー126ｇ、
三角カップ（グレープ・ピーチ・マンゴー）
各 105ｇ、果肉入ゼリー（マンゴー・白桃）
各 110ｇｘ各 2
メーカー希望小売価格

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）

「北神食糧 麺づくしギフト」
稲庭うどん 70ｇｘ4、讃岐（ざるうどん・そうめん）各 190ｇｘ各 3、
讃岐味うどん 360ｇ、島原手延素麺 350ｇ、麺つゆ（15ｍｌｘ4）ｘ2
メーカー希望小売価格

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）

■つながりが３回続く贈り物
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。マルエツが
厳選した商品で、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（水）～７月３日（日）
（２） お届け期間：７月、８月、９月の３カ月間
（３）取扱商品：生鮮食品などの人気名産ギフト
【旬のおすすめ果実コース】 ：本体 １０，０００円（８％税込 １０，８００円）
７月：山梨県産 大藤のもも、８月：山梨県産 一宮の種無し巨峰、９月：千葉県産 白井のあきづき梨

【笑顔あふれる満喫果実コース】：本体 １２，０００円（８％税込 １２，９６０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：福島県産 さくら白桃

【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

【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）
９月：京都やま六 西京漬詰合せ６切

■インターネット販売

※インターネット販売は無料配達、承りは８月７日（日）１５時まで

①「ふれあいショッピング」

●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モール店は
こちらから

楽天市場店は
こちらから

※「ＰａｙＰａｙモール店」、「楽天市場店」での承りでは、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」「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ５倍」「マルエツカード５％優待デー」
企画等は対象外となります。

②ショッピングアプリ「Ｓｃａｎ＆Ｇｏ Ｉｇｎｉｃａ」

アプリのダウンロードはこちらから

アプリ内の「Online Ｄｅｌｉｖｅｒｙ」から夏ギフトがご注文
いただけます。
※６月６日(月)より承ります
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「マルエツの夏ギフト」概要
１． 承り期間 ：２０２２年６月１日（水）～２０２２年８月１６日（火）
※カタログ掲載商品は８月７日（日）１８時まで
※インターネット販売は８月７日（日）１５時まで

２． 承り店舗 ：マルエツ、マルエツ プチ、リンコスの全店舗（魚悦糀谷店、マルエツ プチ 赤坂店除く）
３． 取扱商品 ：約８００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個分の配送料金で承ります
※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（水）～７月１０日（日）
６． Ｔポイント特典：『Ｔポイント５倍』 ：
６月１９日（日）、６月２４日（金）～２６日（日）、７月１日（金）～３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
７． ※「通常ポイント」のみ対象、「商品ボーナスポイント」は倍付けの対象外
ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ特典 ：

６月１９日（日）、６月２４日（金）～２６日（日）、７月１日（金）～３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「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ」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１ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ進呈をさします
※通常の２倍分に加えて、+３倍分を追加でプレゼント
※本企画の倍付けポイント（２００円（税込）で３倍分）は２０２２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されます）

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（水）～３０日（木）の期間、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４００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５０～６００ポイントを
付与
※ショッピングアプリ「Ｓｃａｎ＆Ｇｏ Ｉｇｎｉｃａ」を除くインターネット販売は対象外

１０．『ダイレクトメール封入 Ｔポイント５倍クーポン』 ：利用期間 ６月１日（水）～１９日（日）
ギフトダイレクトメールに、お酒ギフトを除く夏ギフトカタログ掲載商品５，０００円（税込）以上の購入
で使用できるＴポイント５倍クーポンを同封
※インターネット販売は対象外

■当社の地域別店舗数状況（２０２２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

１４９

５４

５０

４９

１

１

３０４

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