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みなさまこんにちは。果樹園木楽の古田です。 

今年は台風の来襲が少なく、果樹園は穏やかな秋をむかえています。 

秋晴れの青空に、山の木々の紅葉を眺めつつ、収穫準備の葉摘みと玉まわ

しに精を出している毎日です。サンふじの名にふさわしいよう、太陽の光を

いっぱいに浴びたりんごを収穫するため、冷たい雨の降る日も休まずに作業

しています。 

そんななかでも、娘の３歳の七五三ではお休みをいただき家族でお参りに

行ってきました。フォトスタジオでは着物やドレスを着ての撮影に「お姫さ

まみたい」とはしゃぐ娘に、目尻が下がりっぱなしのパパ（笑）保育園のない週末のりんご畑

では、大きなりんごを選んで丸かじりしているおてんばなお姫さまです。 

さて、今年最後の通信はサンふじとぐんま名月のご案内です。 

昨年に続いて、今年のサンふじもやや小ぶりなものが多いです。カタチも少しいびつなもの

が多くなりますが、味は例年に劣らずしっかりと美味しく育っています。 

希少品種のぐんま名月も、数量限定でご注文を受け付けます。ぜひご賞味ください。 

 

☆サンふじについて☆ 

 

世界で最も多くつくられているりんごが「ふじ」です。 

 りんごは果実に袋をかけて栽培するのが一般的でしたが、袋をかけずに（無袋栽培）

太陽の光をたくさん浴びて育ったものが「サンふじ」です。無袋栽培は、袋をかける

栽培よりも糖度や香りが高くなるといわれています。また、当園のある朝日町は寒暖

の差が激しく、甘味が強いのが特徴です！サンふじは涼しい場所で保管すれば 2 月頃

までは日持ちがします。 

今年は例年よりも収量が少なくなる見込みのため、早めに完売するかもしれません。早めのご注文をお願いし

ます。 

※ サンふじは 12 月 1 日頃から発送を開始しますが、全てのご予約分の発送が完了するまでには２週間程

度かかります。 

 

 

☆ぐんま名月について☆ 

 

群馬県で品種改良された、皮が黄色いりんごです。酸味は少なく、さわやかな味がしま

す。希少品種のためあまり出回らないりんごですので、この機会にぜひご賞味ください。 

なお、数に限りがありますので、お一人様２箱までとさせていただきます。 

 蜜が入りやすい品種ですが、その年の気候により蜜の入り具合が左右されます。100％

の蜜入り補償はしておりませんので、ご了承ください。 

また、ぐんま名月は等級分けをしないため見映えの悪いものが含まれますが、味は厳選し

たものをお届けします。 

※ぐんま名月の発送は 11 月 15 日頃からの予定です。在庫がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。 

 



☆りんごジュースについて 

注文番号⑪⑫（11/16 まで受付け） 

 1L のりんごジュースは賞味期限が近いため、値引きをして販売します。 

３品種入りますが、在庫状況によっては同じ種類になることがございます。品種はお選びいただけません。 

ご注文は 11 月 16 日で締め切ります。ご注文後、2、3 日以内に発送いたします。 

賞味期限：シナノスイート・王林 202０年 11 月末、サンふじ 2020 年 12 月末 

 

注文番号⑬⑭（11/17 以降発送） 

今年のりんごジュースと昨年のサンふじを混ぜて、４品種のなかからお送りします。 

特に品種にご希望がある場合はご連絡ください。 

賞味期限：サンふじ 2020 年 12 月末、つがる 2021 年 9 月末、シナノスイート・王林  2021 年 11 月末 

※サンふじは賞味期限 2 週間以上を目安にお入れします。 

 

☆りんごのレシピ ≪りんごご飯≫（4 人分） 

ごはんとりんごの組み合わせはびっくりされますが、意外にイケます！ 

ぜひ一度、ご家族に内緒でコッソリ作って出してみてくださいね。  

 

●材料：米 2 合、水 380～400ｃｃ、りんご 1/４、塩 小さじ 2/3、ゆかり適宜 

●作り方 

１、お米を研いで、浸水する。 

２、りんごを小さめの角切りにする。 

３、お米の浸水後、塩と２のりんごを入れてふつうに炊く。 

４、天地返しをしながらゆかりを入れ、混ぜる。 

 

☆商品一覧 

りんご  ※価格は送料別の金額です。送料は別添の送料一覧でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※玉数の目安は、3kg で 9～12 玉、5kg で 14～23 玉、10kg で 30～46 玉となります。 

小玉は３ｋｇ15 玉前後です。 

なお、玉数のご指定はできませんのでご了承ください。 

※B 品も秀品と同様の箱に統一して発送します。       B 品の一例→ 

商品 

番号 
品 種 等級 容量 価格（税込） 備  考 

① 

サンふじ 

特秀 
3kg 3,000 円 味、見栄えともに最高品質のものをお届けします。 

大切な人への贈り物に。 ② 5kg 4,500 円 

③ 

秀 

3kg 2,100 円 
少し色付きが薄いものや形が悪いものなども含ま

れますが、味は厳選したものをお届けします。 

食後のデザートに♪ 
④ 5kg 3,000 円 

⑤ 10kg 5,000 円 

⑥ 小玉 3kg 1,800 円 食べきりサイズの小さめのりんごです。 

⑦ B 品 
（訳あり品） 

5kg 2,200 円 見栄えが悪いものや、小さなキズや割れがあるもの

などの訳あり品です。 

ジュースやジャムなどの加工にも最適です。 ⑧ 10kg 3,600 円 

⑨ 
ぐんま 

名月 
－ 3kg 2,400 円 

 蜜入りの黄色いりんごです。見映えの悪いものも含

まれますので、ご了承ください。 



☆商品一覧 

  りんごジュース・セット商品 

※どらいあっぷるについて、他商品と同梱の場合は、別途箱代（100 円）をいただきます。単体でのご注文はゆう

パケット（送料 350 円。箱代込み）にて発送します。 

※どらいあっぷるのご注文は、3 袋以上からお願いします。賞味期限は製造後約 1 ヵ月。賞味期限 2 週間以上のも

のをお送りします。 

※⑩-⑪、⑬は 80 サイズ、⑫、⑭は 100 サイズです。次ページの「送料」をご確認ください。 

※りんごジュース小瓶をご希望の方はネットショップをご確認いただくか、当園まで直接お問い合わせください。 

 

サンふじ、シナノゴールドは日もちのするりんごですが、それでも日が経つにつれて、食感、風味が劣ってきます。

できるだけ新鮮なうちにお召し上がりください。すぐに食べきれない分については、以下の保存方法を参考にして

ください。温度変化が小さく、直射日光の当たらない涼しい場所で保存してください。 

ポリ袋に入れて冷蔵庫で保存するとより日持ちはしますが、なるべく早めにお召し上がりください。 

 

 

☆紙袋 

りんごのおすそわけをしたり、ちょっとした手土産も見栄えよく持っていけるよう、木楽オリ

ジナルのプレゼント用紙袋をご用意しました。りんご 6 個程度入れることができます。ジュース

（1L）は２本入ります。ぜひご利用ください！紙袋をご希望の方は注文書のご要望欄に記載して

ください。 なお、紙袋は１枚 50 円となります。 

 

商品

番号 
内  容 価格（税込） 備考 

 

⑩ 
果樹園木楽セット 

※右画像参照 
2,200 円 

ジュース１ℓ １本、どらいあっぷ

る ５袋、サンふじ３個の詰合せ。

贈り物に最適です！  

 

⑪ 

ジュース１ℓ３本 

※賞味期限間近 

（前ページ参照） 

2,100 円 

1,800 円 

賞味期限間近のため、値引き。シ

ナノスイートと王林、サンふじの 3

種類入りますが、在庫がない場合は

同種類が入る可能性もあります。 

※ご注文は 11 月 16 日まで。 

 

 

⑫ 

ジュース１ℓ６本 

※賞味期限間近 

（前ページ参照） 

4,200 円 

3,700 円 

⑬ ジュース１ℓ３本 2,100 円 
りんごの甘みがギュッとつまっ

た、果汁１００％のストレートジュ

ース！品種はサンふじ、つがる、シ

ナノスイート、王林からお入れしま

す。サンふじ以外は今年のりんごジ

ュースです。 

⑭ ジュース１ℓ６本 4,200 円 

⑮ 
ど ら い あ っ ぷ る 

10ｇ 
200 円 

じっくりと乾燥させた濃厚な甘さ

の乾燥りんごです。ソフトドライの

食感が好評です。在庫がない場合

は、お待たせすることがあります。

ラベルへの名入れは 30 円/袋で承

ります。  

りんごの保存方法 

押し傷 日焼け跡 



 

 

☆ご注文にあたっての留意事項☆  

【注文受付期間】 ぐんま名月（商品番号⑨）のご注文は、１１月１５日（水）まで 

          ※一人 2 箱まででお願いします。 

サンふじの特秀（商品番号①、②）のご注文は、１１月２０日（金）まで 

         サンふじの秀・訳あり品（③～⑧）のご注文は、１２月 25 日（金）まで 

          ※予定数量に達したところで締め切りますので、お早めにご注文ください。 

 

【注文方法】  別添の注文用紙にご記入いただき、FAX、電子メールにて受け付けています。 

  また、ネットショップ（http://kiraku.theshop.jp）でもご注文を受け付けます。 

        FAX でのご注文の場合、注文受付けのご連絡が必要か不要か選択してください。 

        上記方法ではご不便な場合、自宅電話でも受け付けます。（電話 0237-85-0434） 

                 

【発送時期】  ぐんま名月は１１月１５日頃から、２、３日で発送。 

        サンふじは１２月１日頃から開始し、2 週間程度かけて発送します。 

        ※天候や果実の成熟などによって前後する場合があります。 

        ※サンふじについては、在庫があれば来年２月まで発送可能です。 

        

【発送日時】  原則、ご注文を頂いた順番に発送させていただきます。着日や時間

帯についてご希望がある場合は、注文書の備考欄に記載してください。 

【の  し】  のしが必要な場合は、注文書にてお申し付けください。簡易なのし

ですが、無料にてお付けします（右写真参照）。掛けのし（有料 100

円）も対応しますので、注文書のご要望欄へご記入をお願いします。 

 

【お支払い】  ご依頼主様ご自宅宛の商品に同封して、納品書と振込用紙（ゆうちょ銀行）をお送りします。

送り先がご自宅以外の場合ご依頼主様宛に郵送、またはメールにて請求内容をご連絡します。 

なお振込手数料についてはお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。 

複数回の発送がある場合は、最後の発送時にまとめて請求書を同封します。 

ネットショップからのご注文は先払いですが、クレジットカードやコンビニ決済が選べます。 

 

【送 料】  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※りんごは 20kg まで一括りで発送できます。ただし箱の大きさにより、一括りにできない場合もあります。

ご相談ください。（例：3kg 箱は 5 箱まで、5kg 箱は 3 箱まで） 

なお３ｋｇ箱を一括りにする場合は、上記とは送料が異なります。 

地域  3kg まで 10kg まで 20kg まで 
配達日数 

目安 

北海道 1,0５0 1,2５0 1,4５0 翌々日 

山形県内 830 1,000 1,2３0 

翌日 
東北、関東、信越 880 1,000 1,2７0 

北陸、東海 9６0 1,150 1,360 

近畿 1,0５0 1,2５0 1,５50 

中国、四国 1,230 1,410 1,７20 

翌々日 九州 1,410 1,600 ２,０00 

沖縄 1,410 1,610 ２,０00 

必ずお読みください 

http://kiraku.theshop.jp）からのみ

