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みなさまこんにちは。果樹園木楽の古田です。周りの木々が紅葉し、り

んご畑からのぞむ月山は積雪で薄っすらと白くなってきました。最近、朝

晩寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。 

 秋の深まりとともにサンふじも赤く色づき、まもなく収穫を迎えます！

大変お待たせしましたが、ご予約の受け付けを開始します！今シーズンは

山形にも台風が２度ほど接近し、強風でりんごの枝が折れたり、枝に擦れ

て果実にキズがつくなどの被害も少しありました。また８月は日照不足で

心配していましたが、無事においしいりんごを収穫できそうです。  

今は収穫前の玉回し（果実にまんべんなく日を当てる作業）をせっせと

していますが、果実が取れてしまうことがあります・・。そんな時には味

見を兼ねてりんごをかじるのですが、今年もおいしくなってきたりんごに

一安心です。今年は日照不足の影響もあり、例年ほどの蜜入りは期待でき

ませんが、甘味、酸味ともに強くジューシーなりんごをお届けできると思

います。 

 慌ただしいなか、気づいたら娘のみのりが産まれて２か月が過ぎていま

した！子供の成長は本当に早くて、ぶかぶかだった服も小さくなり、抱っ

こするときにずっしりと重さを感じます。最近はよく笑うようになり、表

情も豊かになってきました。おむつ交換やお風呂など初めてのことに戸惑

いながらも、毎日の成長を楽しんでます。離乳食はまだ先ですが、一番にうちのりんごを食べさせてあ

げたいと思っています。今後もりんごの情報と合わせて子供の成長もお伝えしていきたいと思いますの

で、あたたかく見守っていただければ幸いです。 

 

 果樹園木楽のホームページもブログなど更新していますので、ぜひご覧ください。 

 

ホームページはこちら → http://www.kiraku.farm/ 

 

☆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。 

※ サンふじの発送は 12 月 1 日頃から、ご予約を頂いた順に 2 週間程度での発送となります。 

 

 

 

 

 



☆ぐんま名月について☆ 

 

群馬県で品種改良した、黄色いりんごです。蜜が入り、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。 

 また、ぐんま名月は、りんごの皮に病気が付きやすく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。ご注文の受け付けは１１月２０日までとなり

ますが、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。 

 

☆好評です！りんごジャム 

 

 今年から販売を開始したりんごのジャム（つがる・ジェネバ）ですが、

おかげさまでみなさまにご好評をいただいております。特にジェネバのジ

ャムは色も鮮やかで酸味もあるので、お菓子作りにも喜ばれています。 

 ジャムの販売は基本的にはセット商品（商品番号⑫）での販売となりま

すが、単品でご要望の際はご相談ください。 

 

 

 

 

☆りんごのレシピ  ≪簡単！焼きりんご≫ 

 

●材料 

・りんご 1 個 

・ココナッツオイル（またはバター） 

・レーズン 

・ナッツ類（かぼちゃの種、くるみ、アーモンドなど） 

・レモン汁 

 

●作り方 

１、りんごを洗って、下まで貫通しないように芯をくり抜く。 

※りんごの芯抜きがない場合、小さいスプーン、果物ナイフなどでくり抜きます。 

２、１の穴にレーズン、ココナッツオイル、ナッツを詰め、レモン汁少々をふりかける。 

  ※アーモンドやくるみなど大き目のナッツ類は細かく砕く。 

３、２を耐熱皿にのせて、200 度に予熱したオーブンで 20～30 分ほど焼く。 

 

お好みでアイスクリームや、クリームチーズとはちみつなどと合わせてお召し上がりください。 

りんご丸ごと１個をそのまま同時間焼いても、美味しい焼きりんごになります。（写真右） 

 

 

 

 

もちろん新鮮なうちに食べていただくのが一番ですが・・・すぐに食べきれない場合には以下の保

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 

りんごの保存方法 

ジェネバのジャム 



☆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。 

なお、玉数のご指定はできませんのでご了承ください。 

※アウトレットはバラ詰めでの発送となります。  ※訳あり品の一例 

 

☆商品一覧☆ 

  りんごジュース・セット商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ジュースの品種は（つがる・シナノスイート・王林・サンふじ）のいずれかになります。 

※セット商品のりんごの品種は（サンふじ）です。 

※どらいあっぷるは１袋１０g 入りです。 

☆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。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 
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 
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、小玉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。 ⑦ 10kg 3,600 円 

⑧ 
ぐんま 

名月 
－ 3kg 2,400 円 

 蜜入りの黄色いりんご、この機会にお試し下さい。 

 なお、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

番号 
内  容 価格（税込） 備考 

⑨ 

ジュース１ℓ・１本 

どらいあっぷる・５袋 

りんご・３個 

2,200 円 

ジュース、どらいあっぷる、

りんごの各種詰め合わせです。 

贈り物にも最適です！  

⑩ 
ジュース１ℓ 

３本入り 
2,100 円 りんごの甘みがギュッと 

つまった、果汁１００％のスト

レートジュースです！ ⑪ 
ジュース１ℓ 

６本入り 
4,200 円 

⑫ 
ジュース１ℓ・２本 

りんごジャム・２袋 
2,600 円 

 ジェネバとつがるのジャム・

ジュース２本のセット！ぜひお

試しください。 

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⑧）のご注文は、１１月２０日（月）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３０日（木）まで 

         サンふじの秀・訳あり品（③～⑦）のご注文は、１２月 25 日（月） 

         なお、受付期間後も在庫があれば受付しますので、お気軽にご連絡ください。 

 

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

  また、ネットショップでもご注文を受け付けています。 

        FAX でのご注文の場合、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、自宅電話でのご注文も受け付けます。 

        （電話番号：0237-85-0434） 

                 

【発送時期】  ぐんま名月の発送は、１１月１５日頃から 

        サンふじ、りんごジュースの発送は、予約順に１２月１日頃から 2 週間程度で発 

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。 

発送日、発送時間帯について、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】  贈り物などで、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。（下図参照） 

 

【お支払い】  商品に同封して納品書と振込用紙をお送りします。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。※振込先はゆうちょ銀行です。 

請求書は、ご依頼主様へお送りします。 

時期が異なる複数のご注文の場合は、最後の発送時に請求書を同封します。 

 

【送  料】  別途送料がかかりますので下記の送料一覧表にてご確認ください。 

【送料一覧表】                      【簡易のし見本】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※りんごの発送は 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ので、ご相談ください。 

（例：3kg 箱は 5 箱まで、アウトレット 5kg 箱は 3 箱まで） 

※ゆうパックにて発送します。 

   配達日数は目安です。場所によっては遅れる場合もありますのでご了承ください。 

地域 送料(20kg まで) 配達日数 

北海道 1、000 円 翌々日 

東北、関東、信越 700 円 
翌日 

北陸、中部、関西 850 円 

中国、四国、九州 1、050 円 
翌々日 

沖縄 1、400 円 

必ずお読みください 



2017　サンふじ・名月
 

果樹園　木楽　宛 FAX： 0237-85-0434
E-MAIL： kiraku.apple＠gmail.com

〒

有

無

有

無

有

無

のし：のしが必要な場合は、有に○をつけ、記載内容（お歳暮等）をご記入してください。
時間指定：①午前　②12〜14時　③14時〜16時　④16時〜18時　⑤18時〜20時　⑥20時〜21時
紙袋をご希望の方は、ご要望欄に枚数を記入してください。（１枚５０円）

※送り先がご自宅とは異なる場合に記入してください。

〒

有

無

有

無

〒

有

無

有

無

用紙が足りない場合は、コピーしていただくか、適当な用紙に必要事項を記入してください。

TEL

ふりがな
TEL

氏　　名

ご要望等
（箱） （円） （円）

住　　所

商品番号
数量 金額 送料

時間指定 のし

       ～　りんご注文書　～

ご依頼主様

氏　　名

ふりがな

時間指定 のし ご要望等商品番号
数量
（箱）

金額
（円）

送料
（円）

住　　所

ご注文受付のご連絡（FAX）　必要・不要

mail

〇FAXおよび電話でのお問い合わせ時間は、
午前8時～午後8時までにお願いします。

TEL
FAX

←どちらかに○してください。

住　　所

商品番号
数量 金額 送料

時間指定 のし ご要望等
（箱） （円） （円）

お届け先

ふりがな

氏　　名

受 付 期 間

ぐんま名月：11月20日まで

サンふじ(特秀)：11月30日

サンふじ(秀・訳あり)：

12月25日まで


