
お客様各位                                    

令和 3年度 7月吉日                              

詰合せぶどうのご案内 
猛暑が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

多難な中、東京オリンピックが開催されました。無事に閉会式を迎えることを祈っております。 

私たちのぶどうの収穫から無事にお届けするまでの気持ちと、重なる心境です。 

お客様にご満足いただけます様、一層の品質、サービス向上に努めてまいります。     

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                        

天日で干し葡萄 （2020年 9月）    2㎏詰め合わせ（例） 粒詰合せ 1箱 4パック入り（例）  3K詰め合わせ（例） 

商品一覧 

商品名 金 額（8％消費税込） 内容 

２Kg詰め合わせ ３，５００円 収穫時期に合わせた品種を詰め合わせます。 

（品種の指定は 2種類まで） 

３Kg詰め合わせ 5,000円 収穫時期に合わせた品種を詰め合わせます。 

（品種の指定は 2種類まで） 

ぶどうの粒詰合せ 

4 ﾊﾟｯｸ入り（9×9×7）㎝ 

１，５００円  収穫時期に合わせた品種を詰め合わせます。 

（品種の指定は不可） 

巨峰 2㎏（贈答用） 

巨峰 2㎏（家庭用） 

２，５００円 

２，０００円 

巨峰につきましては 8月末で発送終了予定 

シャインマスカット 2K箱 

      3K箱 

４，５００円 

６，０００円 

シャインマスカットのみのご注文は 2K,3ｋともに 

＋１，０００円（受付予定数量に達し次第終了） 

   

※2㎏・3㎏詰め合わせ箱とブドウの粒 4パック入の箱、加工品は一緒に発送は出来ません。それぞれに送料がかかります。 

送料表 （消費税込み・単位円） 

 

ヤマト運輸

ｻｲｽﾞ 箱数 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄 クール便

北海道 青森 宮城 群馬 新潟 冨山 静岡 滋賀 岡山 香川 福岡 沖縄

秋田 山形 栃木 長野 石川 愛知 奈良 広島 徳島 佐賀

岩手 福島 茨城 福井 岐阜 京都 鳥取 高知 長崎

巨峰2ｋｇ・3ｋｇは2ｋｇ詰合せ 埼玉 三重 大阪 島根 愛媛 熊本

3ｋｇ詰合せと同じ料金です 東京 兵庫 山口 大分

千葉 和歌山 宮城

神奈川 鹿児島

山梨

６０ｻｲｽﾞ ぶどう粒詰合せ1箱 1270 940 830 830 830 830 830 940 1050 1050 1270 1270 220

ぶどう粒詰合せ２箱 1490 1160 1050 1050 1050 1050 1050 1160 1270 1270 1490 1820 220

８０ｻｲｽﾞ 2ｋｇ詰合せ・3ｋｇ詰合せ1箱 1490 1160 1050 1050 1050 1050 1050 1160 1270 1270 1490 1820 220

１００ｻｲｽﾞ 　ぶどう粒詰合せ3～４箱 1630 1400 1290 1290 1290 1290 1290 1400 1510 1510 1630 2290 320

2ｋｇ詰合せ・3ｋｇ詰合せ2箱 1630 1400 1290 1290 1290 1290 1290 1400 1510 1510 1630 2290 320

１２０ｻｲｽﾞ 2ｋｇ詰合せ3～4箱 1950 1620 1510 1510 1510 1510 1510 1620 1730 1730 1950 2840 660



お楽しみ詰め合わせぶどうの収穫一欄表（年によって収穫期は前後します）色はおおよその房の色を示します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○皮ごと食べれます。□皮ごと食べれますが少し皮が残ります。△皮をむいた方が食べやすいです 

お申し込み方法 

○ご注文は、電話、FAX、郵便、Ｅメールにて御依頼主とお届け先の郵便番号、住所、氏名、電話番号、商品名、個数をお知らせく

ださい。予定数量になりましたら締め切らせて戴きますのでお早めにお申し込みください。 

○先方様にカード、手紙等を商品と一緒に送れますので、ご希望の方はこちらに郵送してください。 

〇発送期間は８月中旬から１０月中旬頃の予定でお申し込み順に発送いたします。 ご希望の発送時期がございましたら備考

欄にご記入ください。予定数量になりましたら締め切らせていただきます 

○お支払いは、最寄りの郵便局か銀行で振込みください。商品を御自宅に送る場合、請求書、振込用紙は商品と共に、ご自宅以

外に送る場合は商品発送後に御自宅に郵送いたします。                   インターネット注文 HP

インターネット注文（購入可能な商品が限られております）できるようになりました。  

ご注文後、注文完了メールが届きます。 

会員登録していただくと注文履歴が残り、より便利に購入できます。 

インターネットでご注文いただきますとクレジットカード決済がご利用いただけます。 

スマートトフォンから                                          

🍇アクセス可能です

〒400-0215山梨県南アルプス市上八田 64４マルトクフルーツ 電話 055-280-5050 FAX055-280-5051 

E ﾒｰﾙ marutoku21@nifty.com  http://marutoku21.life.coocan.jp https://marutoku-fruit.com 

↓ご注意ください↓ 

7月 13日から 9月 5 日の間、オリンピック・パラリンピック大会開催に伴い、東京都内および各競技開催地域で交

通規制が行われる為、荷物のお届けに遅れが生じる可能性があります。お客様には大変ご迷惑をおかけします

が、上記の期間中の到着日のご指定はご遠慮くださいます様、お願い致します。 

品種 
召上り方 ８月 ９月 １０月 

中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 

巨峰 △ 種無し        

ピアレス ○ 種無し        

モヌッカ ○ 種無し    僅少    

藤稔 △ 種無し        

ナガノパープル ○ 種無し        

マニュキアフィンガー ○ 種あり        

ブラックビート △ 種無し        

リザマート ○ 種無し        

シャインマスカット ○ 種無し        

ハイベリー ○ 種無し        

ゴルビー △ 種無し        

カッタクルガン ○ 種無し        

マリオ ○ 種無し        

ジュエルマスカット ○ 種無し        

ピオーネ △ 種無し        

サニードルチェ ○ 種無し        

オリエンタルスター □ 種あり        

マイハート ○ 種無し       僅少 

バイオレットキング ○ 種無し       僅少 

ぶどうのココがすごい！！ 

ぶどうの皮や赤ワインにも含まれるレスベラトロールは東京大学の研究で、長寿になれる遺伝子サーチュインを活性化させ、

血管内皮細胞の動脈硬化を防ぐ機能を高めることがわかりました。 

mailto:marutoku21@nifty.com
http://marutoku21.life.coocan.jp/
https://marutoku-fruit.com/

