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こんにちは。果樹園木楽の古田です。 

連日暑い日が続いていますね。今年は梅雨明けが早く、水不足が心配されます

が、突然の集中豪雨や雷に作業を中断させられることもあり、空模様を伺いつつ

作業をしています。 

前回のさくらんぼはたくさんのご注文、ありがとうございました。霜被害は昨

年比で 3 割程度収穫量が減ってしまいましたが、県内では 5 割以上の被害を受

けた農園もあったようです。 

今は気持ちを切り替えて、美味しいりんごを育てるべく摘果（間引き）作業に

励んでおります。果物大好きな娘は、桃やぶどうなど旬の果物を楽しみつつ、りんごを心待ちにして

います。そして全国に私たちのりんごを待ってくれている方がいることが、日々の作業の大きな励

みになっています。 

りんごの花も降霜の被害にあったため、カタチや表面の見た目が悪いものが多くなりそうです。

味への影響はありませんので、美味しいりんごをお届けできるように、愛情込めて育てています。 

毎年つがるの収穫時期に誕生日を迎える我が家のりんご姫は、間もなく 4 歳。フリフリ、キラキ

ラ、ハートマークが大好きな女の子に成長しています。 

今回は早生りんご「つがる」のご案内です。加工用りんごジェネバは、大変申し訳ございませんが

事前予約でいっぱいになってしまいました。メールでご案内差し上げておりましたので、メール登

録をご希望の方はご連絡をお願いします。暑い時期におすすめのりんごジュースもぜひご利用くだ

さい。 

 

☆りんごの品種「つがる」とは☆ 

 名前のとおり、青森県のりんご試験場で育成された品種です。日本のり

んご全体の収穫量のなかでも「ふじ」に次いで２番目に多く、早生りんごの

代表格。味は、甘味が強く酸味は少ない。この時期収穫できるりんごとして

は、シャキシャキして食味に優れています。ジャムなど加工もできますが、

果汁が多いためジュースなどにも向いています。 

 

☆りんごの霜被害について☆ 

りんごは通常 1 ヵ所に 5-6 個花をつけます。真ん中の中心花が最初に咲いて、側花（周りの花）

がその後開きはじめます。側花はカタチがいびつなものやサビ（実の表面がザラザラしてサビっぽ

く見える障害）がつきやすいため、摘果の際に中心花を残して側花を落とします。ところが今年は、

中心花の開花期に霜が降りたため着果せず、側花が多くなるため見た目の悪いりんごが多くなりそ

うです。ただし見た目の問題で、味には影響ありません。 

  

 

 

 

 

 



☆ジェネバのご注文について☆ 

 生産量の少ないジェネバは、メール、ネットショップのご予約で完売してし

まいました。楽しみにされていた方には、本当に申し訳ございません。メール

登録をご希望の方はご連絡ください。 

 

☆ジェネバジャム☆ 

 自分で加工するのはちょっと大変という方、加工品のジャムはいかがでしょうか？原材料はジェネバ

と甜菜グラニュー糖のみ。砂糖は最小限にして、ジェネバのほどよい酸味をいかしたサッパリとした無添

加ジャムです。パンにつける他、クラッカーやバニラアイスに添えたり、いろいろ試してみてください

ね。 

ジェネバジャムは製造でき次第発送します。ジャム単品のご注文は 8 月中の発送予定です。 

 

この時期収穫するりんごは、気温が高いためあまり日持ちしません。 

時間とともに、風味や食感が落ちてしまいますので、できるだけお早目にお召し上がりください。美

味しく召し上がれる目安は 1-2 週間程度です。 

基本的には、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多少長持ちはしますが、個々のりんごによって違いますので、な

るべく早めにお召し上がりください。 

 

 

☆商品一覧☆ 

 

  つがる    発送は 9 月 1 日頃からとなります。 

商品 

番号 
等 級 容 量 玉 数 

価格（税

込） 
備考 

① 

秀 

3kg 9～12 玉 2,000 円 
 

② 5kg 14～20 玉 2,800 円 

③ 10kg 30～40 玉 4,500 円 

④ 

訳あり品 

5kg 14～20 玉 2,000 円 下の写真のような傷やサビ、軽い日焼け

跡、多少の割れ等があるものです。 

ジュースやジャム等にも最適です。 ⑤ 10kg 30～40 玉 3,500 円 

  ※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。 

※発送時期が異るため、ジェネバとの同梱はできません。 

※訳あり品参考例、右写真を参照ください。→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りんごの保存方法 

←3kg イメージ 

押し傷 軽い日焼け跡 



 

 りんごジュース・セット商品 

※⑪⑫について、単品でのご注文はゆうパケット（送料 3８0 円。箱代込み）にて発送します。 

※どらいあっぷる単品でのご注文は、3 袋以上からお願いします。 

※⑥-⑧、⑩は 80 サイズ、⑨は 100 サイズです。次ページの「送料」をご確認ください。 

※りんごジュースの賞味期限はつがる 9 月末、シナノスイート 11 月末、王林 12 月末、サンふじ 

翌 1 月末です。賞味期限３週間以上を目安に発送します。 

※ジュースの品種はお任せになりますが、ご希望のある方はご注文時にお知らせ下さい。 

※どらいあっぷるは製造に時間がかかるため、発送までお待たせすることがあります。 

 
 
☆紙袋 

りんごのおすそわけやジュースなどの手土産に見栄えよく持っていけるよう、木楽

オリジナルの紙袋をご用意しました。りんご 6 個程度、ジュースは 1L ビン 2 本入れ

ることができます。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。  

 

紙袋は１枚 50 円となります。 

 

 

 

 

 

 

商品

番号 
内  容 

価格（税

込） 
備考 イメージ 

⑥ 
果樹園木楽セット 

※製造でき次第発送 
2,200 円 

ジュース１ℓ １本、どらいあっぷ

る ５袋、つがる３個の詰合せ。贈

り物に最適です！ 

 

 

⑦ 
ジャムセット 

※製造でき次第発送 
2,600 円 

ジュース１ℓ ２本、ジェネバジ

ャム ２袋の詰合せ。贈り物に最適

です！  

 

⑧ 
ジュース１ℓ３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！品種はつがる、サンふじ、

シナノスイート、王林からお入れし

ます。 

 

⑨ 
ジュース１ℓ６本

入り 
4,200 円 

⑩ 
ジュース 160ｍℓ 

１２本入 
3,000 円 

⑪ 

どらいあっぷる 

10ｇ 

※製造でき次第発送 

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。 

 

⑫ 

ジェネバジャム

180ｇ 

※製造でき次第発送 

600 円 

ジェネバの酸味がほどよい、色鮮

やかな赤いりんごジャム。甜菜グ

ラニュー糖を使った甘さ控えめの

無添加ジャムです。 
 



☆ご注文にあたっての留意事項☆ 

【注文受付期間】 つ が る：８月３１日（火） 

        受付期間終了後も在庫があれば対応しますので、お気軽にお問い合わせください。 

【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。（http://kiraku.theshop.jp） 

メール、ネットショップでご注文いただいた方には、数日以内に返信いたします。

FAX の場合、「ご注文受付のご連絡」が必要な場合、注文用紙の「必要・不要」の

項目に〇をつけてください。電話または FAX にて確認のご連絡をいたします。 

 

【発送時期】  つがるの発送時期は、9 月 1 日頃から９月１０日頃までを予定しています。 

        ※天候などによって前後する場合があります。 

※発送日時に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。お名前入りの掛けのし（別途 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】  商品に同封して請求書と振込用紙をお送りします。依頼主と発送先が異なる場合、

請求書は、ご依頼主様へお送りします。 

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。 

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

利用ください。（http://kiraku.theshop.jp） 

 

【送料】 別途送料がかかりますので下表にてご確認ください。  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※りんごの発送は 20kg まで一括りで発送できますが、大きさの違う箱を組み合わせる場合は

一括りにできる量が変わります。ご相談ください。 

※ゆうパックにて発送します。配達日数は目安です。場所によって遅れる場合もあります。 

地域 
 3kg まで 

（80 サイズ） 

10kg まで 

（100 サイズ） 

20kg まで 

（120 サイズ） 

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 

http://kiraku.theshop.jp/
http://kiraku.theshop.jp/

