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みなさまこんにちは。果樹園木楽の古田です。 

今年も、待ちに待ったさくらんぼシーズンがやってまいりました！先月からさくらん

ぼについて問い合わせをいただいており、お待たせして申し訳ございません。当園では、

収穫の１ヶ月ほど前に生育状況を確認しながら注文を開始しております。 

今年はちょうど GW 少し前にさくらんぼ、続いてりんごの花が満開を迎えました。暑

くなったり寒くなったり不安定な気候のなか、4/30 に雪が降り、さくらんぼやりんご

の花に雪が積もりました。初めてのことで結実への影響が心配でしたが、今のところ順

調に成長しているのでひと安心。霜の被害を受けた昨年よりも収穫量が増えて、例年通

り美味しいさくらんぼをたくさん収穫できる見込みです。ただ紅秀峰はもともと量が少

ないため、収穫量の予想が難しい家庭用については事前予約を受け付けず、在庫量を調

整しつつネットショップでの販売に限定したいと思います。ご不便をおかけして申し訳

ございません。 

４月に年中さんになった娘はできることが増えて、保育園登園の準備も自分でするよ

うになり、その成長ぶりに頼もしさを感じています。とはいえ、まだまだ甘えん坊さんで

抱っこが大好き。せわしない日々ではありますが、成長と赤ちゃんぽさが混在したこの時

期を大切にしたいと思います。 

さくらんぼの完売や再販などの情報は、メールアドレスをご登録いただいている方へ

メールでお知らせします。登録をご希望の方は、メールにてご連絡ください。 

Facebook やインスタグラム、ホームページでも情報を更新していく予定です。 

Facebook：   https://www.facebook.com/kiraku.apple 

インスタグラム： https://www.instagram.com/kajuen_kiraku/ 

ホームページ：  http://www.kiraku.farm/ 

また、ネットショップでも在庫状況をご確認いただけます。 

https://kiraku.theshop.jp/ 

 

☆さくらんぼの品種について 
 当園で栽培しているさくらんぼの品種は、下記の２種類です。 

 

       佐藤錦   ：さくらんぼと言えば佐藤錦と言われるくらい優れた品種です。甘味が

（さとうにしき）  強くほのかな酸味があります。甘酸っぱい山形の初夏の味をぜひご堪能     

ください。 

 

       紅秀峰   ：佐藤錦より収穫時期が 2週間ほど遅い晩成の品種です。 

（べにしゅうほう）大玉で甘味が強く、食感もパリッとしていて近年人気上昇中のさくらんぼです。 

 

☆さくらんぼの摘果について 

 りんごやさくらんぼ等の果樹は「摘果」という間引き作業が

必須です。１ヵ所に複数結実するため、間引くことでひとつひ

とつに栄養が行きわたり、実の大きさだけでなく味にも影響し

ます。大きく成長している実を残して、キズのあるものや小さ

い実を落としながら、適正量になるよう調整しています。写真

は紅秀峰の摘果前と摘果後です。 摘果前 

さくらんぼ畑の積雪 

撮影：猪飼ひよりさん 

2021 年さくらんぼ畑にて 

摘果後 

https://www.facebook.com/kiraku.apple
https://www.instagram.com/kajuen_kiraku/
http://www.kiraku.farm/
https://kiraku.theshop.jp/


☆商品一覧 

      さくらんぼは鮮度が命。朝収穫したものをその日の午後に出荷します。到着後はお早めにお召し上がりください。

なお、数に限りがあるため予定数量に達した時点でご注文を締め切ります。お早めにご注文お願いします。 

※送料別。送料については次項の送料一覧でご確認ください。 

※紅秀峰（家庭用）は、数が少ないので在庫管理のためネットショップからのご注文に限定させていただきます。 

 

【チルド便料金】 

チルド便は送料に下記の料金が追加となります。 

北海道、中国、四国、九州、沖縄へ発送する場合、到着が翌々日となるため、チルド便での発送をお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

      りんごジュース ※さくらんぼとは別発送となります。 

※送料別。⑥-⑧の送料（1 箱）は以下の通りです。さくらんぼの送料と若干異なります。 

北海道・近畿 1,050円、東北・関東・信越 880 円、北陸・東海 960円、 中国・四国 1,230 円、 

九州・沖縄 1,410円 

 

 

 

 

商品 

番号 
品種 等級 

内容

量 

価格 

（税込） 
備考 

① 

佐藤錦  

6/20～30 

発送予定 

※紅秀峰と同時発

送はできません。 

 

贈答用 

500g 2,500 円 
 

大きさは Lサイズ以上。 

色づきなど厳選してお届けします。 
② 1kg 4,800 円 

③ 家庭用 1kg 3,500 円 

M サイズ以下の小玉や色づきのよ

くないもの、若干のキズなどが含まれ

ます。箱にそのまま入れるバラ詰めと

なります。 

④ 
ミニ 

パック 

120g

程度 
600 円 

少量食べたい方向けの食べきり

サイズです。贈答用と同程度の等級

です。2 個セットもできます。 

⑤ 紅秀峰 

7/1～5 発送予定 

※佐藤錦と同時発

送はできません。 

贈答用 

500g 2,800 円 
 

大きさは２L 以上。 

色づきなど厳選してお届けします。 

 ⑥ 1kg 5,500 円 

サイズ チルド便料金 

60 サイズ（1kg まで） 220 円 

80 サイズ（3kg まで） 350 円 

100 サイズ（6kg まで） 660 円 

商品番号 内  容 価格（税込） 備考 

⑦ 
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、無添加の 

果汁１００％のストレートジュースです！ 

つがる、王林、シナノスイート、サンふじの 

４種類。入れる品種はお任せください。 
⑧ 

ジュース１ℓ 

６本入り 
4,200 円 



 

 

ご注文にあたっての留意事項 

【注文方法】  在庫管理の都合上、できるだけネットショップからのご注文をお願いします。 

FAX、電子メールでのご注文も受け付けます。別添の注文用紙を使用いただくか、必要事項（必

ず注文番号も）をご記入のうえお送りください。メールの場合、できれば画像データではなく、

Excel または PDF 形式でお願いします。 

               ネットショップはこちら →  http://www.kiraku.farm/ 

 

【発送時期】  佐藤錦は 6 月 20 日頃、紅秀峰は 7 月 1 日頃から、ご注文の受付順に発送します。 

        ※生育状況により、収穫開始時期が前後します。 

 

【締め切り】  佐藤錦・紅秀峰 6 月 18 日（土） 

予定数量に達し次第締め切ります。上記期限を過ぎても、在庫がある場合は受付けますので、

お気軽にお問い合わせください。ネットショップでも在庫状況がご確認いただけます。 

完売、再販の情報は、メールアドレスをご登録いただいている方にはメールでお知らせしま

す。ネットショップ、ホームページ、Facebook、インスタグラムでも情報を更新します。    

※メールアドレス登録をご希望の方は、メールにてご連絡ください。 

 

【発送日時】  発送日のご指定はできません。受取りができないお日にちがありましたら、ご要望欄にてお

知らせください。時間帯は１８時～20 時、20 時～21 時のみ受け付けます。さくらんぼは収穫

当日の午後に発送するため、翌日配達エリアでも、午前中の時間指定にすると翌々日の配達になる

可能性があるのでご了承ください。 

 

【の  し】  のしが必要な場合は、注文書に記載をお願いします。シールタイプの簡易のしは無料です。

有料（100円）で A4掛けのし（お名前入り）も対応します。注文書の要望欄へご記入をお願

いします。 

 

 

【お支払い】  ご自宅宛ての場合は、商品に請求書と振込用紙を同封します。送り主とお届け先が異なる場

合は、送り主さまに請求書をお送りします。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。 

       ネットショップでは、クレジットカードやコンビニ決済などがご利用いただけます。 

時期が異なる複数のご注文の場合は、最後の発送時にまとめて請求書を同封します。 

※初めてご注文の方や注文量が多い場合は前払いをお願いすることがございます。できるだけ

ネットショップをご利用ください。 

 

 

【送料一覧表】                

・60 サイズ 

さくらんぼ 1ｋｇまで。 

（ミニパックは 2個） 

・80 サイズ 

さくらんぼ 3ｋｇまで 

・100 サイズ 

さくらんぼ 6ｋｇまで 

 

 

 

地域 60 サイズ 80 サイズ 100サイズ 配達日数 

北海道、近畿 900 円 1,100 円 1,300 円 翌々日 

東北、関東、信越 700 円 900 円 1,100 円 

翌日 
北陸、東海 800 円 1,000 円 1,200 円 

中国、四国 1,100 円 1,300 円 1,500 円 

翌々日 
九州、沖縄 1,300 円 1,400 円 1,600 円 

必ずお読みください 


