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みなさまこんにちは。果樹園木楽の古田です。 

先月の東京でのマルシェ出店では、木楽通信やＳＮＳを見ていらっしゃった方も多くいら

っしゃいました。ふだん FAX やメールでやり取りしているお客さまと、直接お会いする機

会となり、うれしかったです。次も機会がありましたら、ご案内いたします。 

東京からの帰り道、福島の「リカちゃんキャッスル」というレジャー施設に立ち寄りまし

た。リカちゃんの製造工場の隣にあるリカちゃん博物館です。そこで娘はプリクラデビュ

ー！家族写真を撮る機会が他になかったので、その時のプリクラ写真を載せました（右）。 

5 歳の娘にとっては東京へ行くのも初めてでした。しかも場所は人の多い有楽町。怖がる

かと思いましたが、意外にも楽しく過ごせたようです。この間まではずっと山形に住むと言

っていた娘ですが、、遠い将来を想像してドキドキしている父と母です。 

さて、冬が近づくとともに、サンふじが赤く色づいてきています。開花時期は他の品種とあまり変わらないのに、

収穫が一番遅いサンふじは、一番木から栄養をもらっているのです。「りんごの王様」と呼ばれるにふさわしい、

一年間の集大成のりんごです。今年のサンふじも蜜入りがよく、美味しいりんごをお届けできそうです。涼しいと

ころに保管すると、だいたい 1 月頃まで日もちしますので、冬の間のデザートにいかがでしょうか。お歳暮にもお

すすめです。 

なお、特秀品や秀品は早めに締め切る可能性がありますので、お早めにご注文ください。 

毎年人気の希少品種ぐんま名月も、数量限定でご注文を受け付けますので、よろしくお願いします。 

 

☆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。 

※ サンふじは 12 月 1 日頃から発送を開始する予定ですが、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。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 1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。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。 

 

 



☆数量限定！「つきほし果樹園」さんとのコラボセット☆ ～フードロス削減にご協力ください～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、初の試みとして、山形県上山市のぶどう農家「つきほし果樹園」さんとのコラボ商品を販売します！ 

つきほし果樹園の紫安さんは、園主の大学時代の友人です。加工品のドライ・ドルチェ（完熟シャインマスカット

の無添加ドライフルーツ）の在庫がたくさん余っていると聞いて、何か力になることができればとコラボの話しを

持ちかけました。濃厚な美味しさのドライ・ドルチェ、ぜひご賞味ください。 

※セットの賞味期限について、りんごジュース（サンふじ、または王林）とドライ・ドルチェは 12 月末となりま

す。どらいあっぷるは通常 1 ヶ月前後ですが、短くても 2 週間以上のものをお送りします。 

ドライ・ドルチェが余ってしまった経緯について、また単品購入を希望される方は、つきほし果樹さんの以下のリ

ンクをぜひご覧ください。原料販売もされています。 →https://tuki-hoshi.stores.jp/news/ 

 

★映画『百姓の百の声』上映中★ 

11/5（土）に、東京「ポレポレ東中野」で封切りとなった映画『百姓の百の声』。 

一瞬ですが、当園の園主が最後の方に映っています。柴田監督とは、嫁が東京にいた

頃にプロダクションで一時期バイトをしていたご縁で、昨年３月に遊びに来ていただ

いき、映像はその時撮影したものです。写真は、剪定について説明する園主と監督。 

 

以下、映画 HP（https://www.100sho.info/）より 

「食べている限り、誰の隣にも『農』はある。なのにどうして、『農』の世界は私たちから遠いのか。和食を撮っ

て世界を魅了した『千年の一滴 だし しょうゆ』の柴田昌平監督が、『食』の原点である『農』と向き合った。 

全国の百姓たちの知恵・工夫・人生を、美しい映像と丁寧なインタビューで紡ぎ出す。」 

 

☆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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3kg 9～12 玉、5kg 14～23 玉、10kg 30～46 玉。玉数のご指定はできかねます。 

       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 5,000 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 5,500 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。お一人

様 1 箱まで。 

つきほし・木楽コラボセット ドライセット ドライ・ドルチェ 楽しく打ち合わせ中♪ 

押し傷 日焼け痕 



☆商品一覧 

  りんごジュース・セット商品 

 

商品

番号 
内  容 

価格（税

込） 
備考 

 

⑨ 
果樹園木楽セット 
 

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。  

 

⑩ しあわせセット 2,900 円 

ジュース１ℓ １本、どらいあっ

ぷる ５袋、ジェネバジャム 2 袋の

詰合せ。贈り物に最適です。 

 

⑪ ジュース１ℓ３本 2,100 円 

りんごの甘みがギュッとつまっ

た、無添加果汁１００％のストレー

トジュース！品種はサンふじ、王

林、つがる、シナノスイートからお

入れします。冬はホットがおススメ

です。賞味期限については、次ページ

注釈をご参照ください。 

 

⑫ ジュース１ℓ６本 4,200 円 

⑬ 
ど ら い あ っ ぷ る 
13ｇ 

200 円/袋 

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。 
クリックポスト発送（1 回 10 袋まで）  

⑭ 
ジェネバジャム 

180ｇ 
600 円/袋 

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。 
レターパックプラス発送（1 回 10 袋ま

で） 

 

⑮ 

「つきほし果樹」 

ドライ・ドルチェ 

25ｇ 

450 円/袋 

完熟シャインマスカットの無添加

ドライフルーツ。他商品と合わせ

てご注文ください。りんごと一緒

の発送も可能です。 
※詳細は前ページ参照 

 

⑯ 
木楽・つきほし 

コラボセット 
2,800 円 

ジュース１ℓ １本、ジェネバジャ

ム 2 袋、ドライ・ドルチェ 2 袋。

贈り物に最適です。 
※詳細は前ページ参照 

 

 

⑰ ドライセット 1,500 円 

どらいあっぷる 3 袋、ドライ・ド

ルチェ 2 袋のセットです。 

数の変更も承ります。 
※詳細は前ページ参照 

 

押し傷 日焼け跡 



※ドライ・ドルチェ単品でのご注文は、「つきほし果樹」さんのネットショップよりご注文ください。 

https://tuki-hoshi.stores.jp/ 

※⑬-⑮ついて、りんごなど、他商品と一緒に送る場合は余ったさくらんぼの箱に入れるため、箱代はいただきま

せん。 

単品でのご注文は⑬、⑮はクリックポスト（送料 300 円。箱代込み）、⑭はレターパックプラス（送料 520 円）

にて発送します。一度で送れる量は、⑬⑮クリックポスト 1 箱に 10 袋、⑭レターパックプラス 1 箱に 10 袋で

す。 

※単品の場合、「どらいあっぷる」は５袋、「ジャム」は２袋以上のご注文をお願いします。⑮-⑰を混ぜてのご注

文も可能です。どらいあっぷるは通常、賞味期限1ヶ月前後ですが、短くても2週間以上のものをお送りします。

ジャムの賞味期限は、翌年 4 月末までです。 

※⑨-⑪、⑯は 80 サイズ、⑫は 100 サイズです。次ページの「送料」をご確認ください。 

※ジュースの賞味期限は王林・サンふじ１２月末、つがる翌年 9 月末、シナノスイート翌年 11 月末です。賞味期

限 3 週間以上を目安に複数品種をお入れしますが、品種のご希望がある場合はお知らせください。 

※りんごジュース小瓶は、今年の在庫が揃い次第ネットショップにて販売開始いたします。 

 

サンふじ、ぐんま名月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、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。 

より日持ちさせたい場合は、ポリ袋に入れて冷蔵保存をおすすめします。 

 

 

☆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。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。 

 

 

 

 

 

☆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１５日（火）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（日）まで 

         サンふじの秀・訳あり品（③～⑦）のご注文は、１２月 25 日（日）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～１１月２０日頃発送。 

        サンふじは１２月１日～１２月中旬頃ご予約の順に発送します。 

        ※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。 

必ずお読みください 

りんごの保存方法 



【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

帯の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、注文書にて用途をお知らせください。簡易の

しは無料にてお付けします（右写真参照）。内祝いなど、お名前入り

の掛けのし（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】  ご依頼主さまご自宅宛の場合は、商品に納品書と振込用紙（ゆうちょ銀行）を同封します。

依頼主と発送先が異なる場合、請求内容はご依頼主様へご連絡します（メール又は FAX にて

請求内容をご連絡いたします）。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。 

※初回ご注文のお客さま、大口のご注文の場合、前払いをお願いしております。 

 

【送  料】 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※送料は箱のサイズによるため、複数の箱を一括りで送る場合、重さではなくサイズで送料が変わりますの

で、ご注意ください。 

※20ｋｇ以内でも、箱の大きさによっては一括りにできない場合もあります。ご相談ください。（例：3kg

は４箱まで、5kg は 4箱まで） 

※ジュース 3 本、セット商品は 80 サイズ、ジュース 6 本は 100 サイズです。 

※どらいあっぷる、ドライ・ドルチェはクリックポスト（送料 300 円。箱代込み）で発送します。 

ジェネバジャムはレターパックプラス（送料 520 円）にて発送します。 

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 



2022年　ぐんま名月・サンふじ

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（内祝い等）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）

〒

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。

住　　所

商品番号
数量 金額

TEL
氏　　名

ご要望等
（箱） （円） （円）

　　　～　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
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。

送料
時間指定 のし

TEL

お届け先　※送り先が上記と異なる場合に記入してください。

（円） （円）

ふりがな

住　　所

商品番号
数量 金額 送料

時間指定 のし ご要望等
（箱）

ふりがな

氏　　名

ご
自
宅
配
送
分

商品番号

受 付 期 限

ぐんま名月：1１月15日

サンふじ（特秀）：1１月20日

サンふじ（秀・B品）：12月25日


