
2022年詰め合わせぶどうのご案内

 

いつもマルトクフルーツをご利用いただき、ありがとうございます。 

ぶどうの生育状況に伴い、昨年度より変更点がございますのでご確認のほどよろしくお願い致します。 

価格（税込 税率 8％）天候不順により、ご予約いただいてもお断りする場合がございます                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 要 

シャインマスカットは 200房限定と

なります。毎年人気の品種となって

おります。詰め合わせ箱にシャインマ

スカット入りをご希望の方はお早め

にご注文をお願いします（受付数量に 

達し次第終了)。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 金 額 内 容 

2Kg詰め合わせ 3，500円 
収穫時期に合わせた品種の詰め合わ

せ（希望品種の指定は 1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（希望品種の指定は 1種類まで） 

ぶどうの粒詰め合わせ 

4パック入り（9×9×7㎝） 

1，５00円 
収穫時期に合わせた品種を詰め合わ

せ（品種の指定は不可） 

巨峰 2㎏（贈答用） ２，５00円 巨峰は 8月末頃終了※ご注文はお早めに 

シャインマスカット

（家庭用）Ｎｅｗ! 

2㎏

3,000円 

3㎏ 

4,000円 

シャインマスカットのみのご家庭用 

傷、擦れ等があるためご家庭用とし

てご検討ください 

※予定数量に達し次第受付終了 

・・・ぶどう変更事項・・・ 

変更点が多くお客さま

にはご迷惑をおかけい

たしますが、必ずご確認

をお願いいたします。 

 

⇒⇒⇒ 

※巨峰の家庭用は昨年度をもって終了とさせ

ていただきました。長らくのご愛顧ありがとうご

ざいました。 

※今年度の贈答用シャインマスカットのみ 2

㎏・3㎏はお休みさせていただきます。大変申

し訳ございません。 

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 富山 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詰め合わせ 埼玉 三重 大阪 島根 愛媛 熊本

 3ｋｇ詰め合わせと同一料金 東京 兵庫 山口 大分

千葉 和歌山 宮崎

神奈川 鹿児島

山梨

60ｻｲｽﾞ ぶどう粒パック詰め合わせ1箱 1270 940 830 830 830 830 830 940 1050 1050 1270 1270 220

ぶどう粒パック詰め合わせ2箱 1490 1160 1050 1050 1050 1050 1050 1160 1270 1270 1490 1820 220

2ｋｇ詰め合わせ・3ｋｇ詰め合わせ1箱 1490 1160 1050 1050 1050 1050 1050 1160 1270 1270 1490 1820 220

　ぶどう粒パック詰め合わせ3～4箱 1630 1400 1290 1290 1290 1290 1290 1400 1510 1510 1630 2290 320

2ｋｇ詰め合わせ・3ｋｇ詰め合わせ2箱 1630 1400 1290 1290 1290 1290 1290 1400 1510 1510 1630 2290 320

120ｻｲｽﾞ 2ｋｇ詰め合わせ3～4箱 1950 1620 1510 1510 1510 1510 1510 1620 1730 1730 1950 2840 660

80ｻｲｽﾞ

100ｻｲｽﾞ

2㎏（例） 

3㎏（例） 

パック(例) 

送 料 表 

北海道・九州・沖縄はクール便（有料）で発送します 



詰め合わせぶどうの収穫一欄表（天候により収穫期は前後します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○：皮ごと食べられます □：皮ごと食べら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 

🍇ぶどう詰め合わせ確認事項・お申込み方法※必ずお読みください 

✔2 ㎏・3 ㎏詰め合わせ箱とぶどうの粒 4 パック入り箱と加工品は一緒に発送はできません。それぞれに送料が発生しま

す。またそれぞれご注文いただいた場合、別々の発送になる場合がございます。 

✔品種の指定は 1 種類までとなります。ご希望の品種を備考欄にご記入をお願いします。注文受付は予定数量に達し次

第注文を締め切らせていただきます。受付状況についてはホームページやLINE公式アカウントでお知らせしていきます。 

✔FAX、郵便、Ｅメールにてご依頼主とお届け先の郵便番号、住所、氏名、電話番号、商品名、個数をご記入ください。（例：

2Kg 詰め合わせ 1 箱、ぶどうの粒パック 2 箱等）。注文内容について当園より確認のお電話をさせていただくことがござ

います。繋がりやすい電話番号を記入ください。 

✔品種指定のあるお客さまは収穫のタイミングに合わせて順次発送となります。配達日のご指定は承れません（品種指定が

ない場合は要相談）。発送作業を優先させるため、当園からお届け日の連絡は致しません。ご不在日をお伝えください。配

達時間のご指定は可能です。希望のご時間帯を備考欄にお申し付けください（午前中・14～16 時・16～18 時・18～20 時・19～

21時）。🐈ヤマト運輸のクロネコメンバーズにご登録いただくと大変便利です！※登録無料 

✔ご注文順に発送いたしますが、ご注文の品種により順番が前後しますのでご了承ください。 

✔お支払いは郵便振替、代金引換、現金、銀行振込（手数料はお客様負担）にてご利用いただけます。商品発送後または商

品と一緒にご依頼主様に請求書と郵便振替用紙をお送りします。 

✔当園直売所での購入も可能です。お受け取り希望日の 2日前遅くても前日までにご連絡ください。少人数で対応してい

るため、当日受付および受け取りは原則お断りさせていただきます。必ず事前のご予約をお願いします。 

LINE公式アカウント開設 

ご注文・お問い合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ お友だち登録募集中！ 

〒400-0215山梨県南アルプス市上八田 644 TEL：055-280-5050 FAX：055-280-5051   ⇑お問い合わせにご利用ください⇑ 

Eメール marutoku21@nifty.com HP http://marutoku21.life.coocan.jp 

※農作業は朝が早いため、12時から 14時並びに夜 21時以降の電話対応は幼い子どもの就寝が早いためお休みさせていただきます 

品種 
※召し上が

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(僅少) ○ 種無し        

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        

シャインマスカット 〇 種無し        

ハイベリー ○ 種無し        

悟紅玉(旧名:ゴルビー) △ 種無し        

カッタクルガン ○ 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        

甲州（僅少） △ 種あり        

マイハート(僅少) ○ 種無し        

バイオレットキング(僅少) ○ 種無し        

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/

