
信州・マルサ果樹園

農家直送のご案内 ２０２２年用

いつも信州・マルサ果樹園をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
皆様からの「美味しい」の声を力に日々りんご栽培に励んでおります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

信州・マルサ果樹園 一同



日頃より、信州・マルサ果樹園をご利用いただき誠にあり

がとうございます。

さて、昨今の世界情勢や原油価格等の高騰による農業資

材・梱包資材や肥料価格の高騰、運送費の上昇等により経

営を圧迫する事態となっております。

価格転嫁せずこの難局を合理化、効率化等の企業努力

で乗り切れればと務めてまいりましたが、もはやコスト吸収

の限界を超える事態となってしまいました。

つきましては、まことに不本意ではございますが商品価格

をカタログ記載の価格へ改定し、また下記の通り九州・北海

道への発送の送料を新たに設定をさせて頂きました。

今後とも品質向上に一意専心してまいる所存でありますの

で、何卒、ご理解とお力添えを賜わりますようお願い申し上

げます。

九州・北海道 沖縄県・離島 その他地域

+400円 +800円 送料込み価格(変更なし)

〇地域別送料(1箱あたり)

価格改定と一部地域の送料設定のお知らせ



〇信州・マルサ果樹園では化学合成農薬、化学肥料・除草剤を
削減した栽培を行っております。

今後も品質・安心を両立したりんご栽培を心掛けて参ります。

信州・マルサ果樹園では皆様により安心してりんごを召し上がって
頂くための取り組みとして信州の環境にやさしい農産物認証の

取得をしています。

●食の安心・安全・環境への取り組み

こちらのＱＲコードより
詳細確認頂けます。

●今シーズンの休業日のお知らせ

誠に勝手ながら下記日程につきましては休業とさせて頂いておりま
す。休業中はお電話などのお問い合わせは承っておりませんので
予めご了承ください。休業日中に頂きましたFAXは翌営業日以降
に確認をさせて頂きます。

土日祝日、冬季休業 12月28日～1月5日まで
※その他臨時休業を頂く場合ございます。

営業時間 平日9：00～18：00
(1月以降は17：00まで)



品番 規格 価格

1 特秀 3kg箱(8～11玉) 3,400円

2 特秀 5kg箱(12～18玉) 4,200円

3 特秀 10㎏箱(26～36玉） 6,400円

4 家庭用 3kg箱(8～11玉) 2,600円

5 家庭用 5kg箱(12～18玉) 3,400円

6 家庭用 10kg箱(13～23玉×2段) 4,700円

品種 記号 発送時期 注文受付開始

シナノドルチェ A 9月20日頃～10月上旬 9月10日から

※他の品種に比べ貯蔵期間がやや短いため、3キロ又は5キロをお勧めしており
ます。また、クール便でのお届けを推奨しております(クール便指定の場合は別
途料金がかかります)。
なお、到着後はすぐに冷蔵保存の上、お早めにお召し上がりください。

爽やかな酸味がクセになる
長野生まれの早生りんご

甘みと酸味のバランスがよく、
果汁が多いのが特徴で、食感も
つがるよりサクサク。
ちなみに「ドルチェ」とはイタリ

ア語で「デザート」という意味だ
そうです。名付け親は当時の長野
県知事の田中康夫さん。

シナノドルチェ

9月下旬頃～10月上旬頃まで
お届け時期目安

お召し上がりの目安

冷蔵保存で約10日
※シナノドルチェは蜜入りはしません。予めご了
承ください。



お届け時期目安

10月上旬頃～10月20日頃まで

秋 映

お召し上がりの目安
冷蔵保存で約2週間程度

黒さが完熟の証

シャキシャキした果肉、しっかり
した甘みに程よい酸味がある人気
の品種。
長野生まれの品種で、完熟する

と黒っぽい色になります。

※秋映は蜜入りはほぼしません。予めご了承ください。

品種 記号 発送時期 注文受付開始

秋映 B 10月上旬～10月下旬 9月15日から

品番 規格 価格

7 家庭用 3kg箱(7～12玉) 2,600円

8 家庭用 5kg箱(12～18玉) 3,400円

9 家庭用 10kg箱(11～23玉×2段) 4,700円

※本年、秋映につきましては春の凍霜害の影響があり特秀の収穫量
が著しく低い事が想定されるため、家庭用のみの受付とさせていた
だきます。
お客様には大変なご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんが、何
卒よろしくお願い申し上げます。



注目度No.1!
老若男女問わず人気

甘みが強く、酸味が少ない
のが特徴。ジューシーさと濃厚
な甘みが老若男女幅広い層に
人気で、今1番注目されている
品種です。

シナノスイート

10月20日頃～11月上中旬頃まで
お届け時期目安

お召し上がりの目安
冷蔵保存で約2～3週間程度

※シナノスイートは蜜入りはしません。予めご了承ください。

品種 記号 発送時期 注文受付開始

シナノスイート C 10月中旬～11月中旬 10月1日から

品番 規格 価格

1 特秀 3kg箱(7～10玉) 3,400円

2 特秀 5kg箱 大玉(10～14玉) 4,700円

3 特秀 5㎏箱 中玉(16～18玉） 4,200円

4 特秀 10kg箱 大玉(24～28玉) 7,200円

5 特秀 10kg箱 中玉(32～36玉) 6,400円

6 特秀 10kg箱 小玉(40～46玉) 5,700円

7 家庭用 3kg箱(7～12玉) 2,600円

8 家庭用 5kg箱(12～18玉) 3,400円

9 家庭用 10kg箱(11～23玉×2段) 4,700円



人気No.1!
甘味と酸味のバランスが絶妙

甘酸のバランスが絶妙で歯ご
たえもよく、長年愛し続けられ
ている人気の品種。
蜜も入りやすく果汁も多く、

とってもジューシーなサンふじは
まさに天下一品。

サンふじ

11月25日頃～翌3月頃まで

お届け時期目安

お召し上がりの目安
冷蔵保存で翌年3月頃まで

品種 記号 発送時期 注文受付開始

サンふじ D 11月25日頃～ 10月20日から

品番 規格 価格

1 特秀 3kg箱(7～10玉) 3,400円

2 特秀 5kg箱 大玉(10～14玉) 4,700円

3 特秀 5㎏箱 中玉(16～18玉） 4,200円

4 特秀 10kg箱 大玉(24～28玉) 7,200円

5 特秀 10kg箱 中玉(32～36玉) 6,400円

6 特秀 10kg箱 小玉(40～46玉) 5,700円

7 家庭用 3kg箱(7～12玉) 2,600円

8 家庭用 5kg箱(12～18玉) 3,400円

9 家庭用 10kg箱(11～23玉×2段) 4,700円

※サンふじの特秀につきましては原則「予約販売」のみとさせて頂きます。予約期間
は10/20～11/15です。また、予約期間内でありましても販売予定数に達し次第販売
終了となる場合ございます。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。

※蜜入りは気候などにより左右されます。
また、年明け頃から蜜の消失現象が起こりますが味に変わりはございません。予めご了承ください。



サンふじ・御歳暮用りんごジュースの発送希望日については11月25日～12月5日
の間は日付指定不可とし、下記日程の通り、Ⓐ又はⒷの期間にての発送時期指
定とさせて頂いております。ご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんが、ご理解
の程よろしくお願いいたします。

Ⓐ11月25日～30日の間で順次発送 Ⓑ12月1日～5日の間で順次発送

・12/6以降は発送希望日の受付が可能です。(発送希望日の5日以上前にご注文
頂きますようお願いいたします。)

※発送希望日は当園からりんごを発送する日で、到着までは1～3日程かかります。
予めご了承ください。

〇御歳暮時期(11月25～12月5日)の発送希望日について

※写真はサンふじ3キロ+ジュース2本のセットです。

今シーズン採れた林檎の果
汁100％使用した林檎ジュース
とサンふじと林檎ジュースの
セット商品です。
濃厚なストレートジュースとサ

ンふじの両方が味わえる、御歳
暮に喜ばれるセットになっており
ます。
※ジュースの品種は秋映または
シナノスイートになります。

御歳暮向けの林檎ジュースと
サンふじ＆ジュースセット

11月25日頃～発送開始

お届け時期

りんごジュース／サンふじ・林檎ジュースセット

御歳暮向け

記号 品番 規格 価格 注文受付開始

E 1 林檎ジュース3本入 2,900円 10/20から

E 2 林檎ジュース6本入 4,800円 〃

E 3 サンふじ特秀3キロ(7～10玉)
+林檎ジュース2本セット

4,400円 〃

E 4 サンふじ特秀5キロ(12～18玉)
+林檎ジュース4本セット

6,900円 〃



記号 品
番

規格 発送開始 価格 注文受付開始

F 1 サンふじ100％ジュース
3本セット

1月上旬～ 2,900円 10/20～

F 2 サンふじ100％ジュース
6本セット

〃 4,800円 〃

サンふじ100％りんごジュース

マルサ果樹園産サンふじ果汁を100％使
用。
砂糖不使用なのでりんごのみの深い甘味・コ
クが特徴ジュース。
本年よりジュースをリニューアルし、栓抜き
不要のキャプになりました。
御年賀・御中元などでのご利用にも最適

です。

サンふじ果汁100％、
濃厚ストレートジュース

お届け時期：2023年1月上旬頃から

シナノドルチェ

秋映

シナノスイート

・サンふじ

・林檎ジュース(御歳暮用)
サンふじ100％ジュース

(年明け配送)

　　　　　　※発送時期は目安で天候などにより前後いたします。 予約注文受付時期 お届け可能時期

11/25～翌年3月頃まで

3月2月1月12月11月10月

11/15まで

りんご・林檎ジュースのお届け可能時期の目安

9月

※サンふじ100％ジュースは2023年1月上旬頃からの発送となります。
なお、開栓前の賞味期限が製造から2年と長いためご予約を頂ければお中元
にもご利用頂けます。お気軽にお申し付けください。



全商品、消費税・送料込みの価格ですが、九州・北海道へのお届け
の際は1箱につき400円、沖縄県・離島へのお届けの際は1箱につき別
途800円を頂いております。予めご了承ください。また、ご注文書の
発送希望日欄の記入がない場合は旬の時期にお届けいたします。

送料・発送について

〇発送オプション(ご希望の場合は備考欄にてお知らせください)

りんご3キロ箱 りんご5キロ箱 りんご10キロ箱

フルーツネット ＋100円 +200円 +300円

クール便 +400円 +400円 +700円

●サンふじのクール便は承っておりません。

熨斗紙のサービスについて

御歳暮などの熨斗紙のりんご箱への貼り付けを無料で行っております(短冊
のし・名入れ無しです)。ご希望の方は注文書のし欄にてお知らせください。

おススメのりんごの保存方法

りんご1個ずつ新聞紙やラップで包み、更にポリ袋に入れ密封し野菜室に
入れるのがおススメです。
また、冷蔵庫に入りきらない分も同様に新聞紙などで1個ずつ包み、直射
日光や暖房などが当たらない涼しいところ(10度以下)で保存すると、より
おいしさが長持ちします。また、品種によって保存期間が異なります。
※温度変化の激しい場所での保存は避けてください。

配送会社はヤマト運輸または佐川急便です。また配送会社の指定は承って
おりません。予めご了承ください。

九州・北海道 沖縄県・離島 その他地域

+400円 +800円 送料込み価格(変更なし)

〇地域別送料(1箱あたり)



※FAX・郵送でご注文の際、ご不明点・確認事項がある場合のみご連絡しております。
※お電話でもご注文は可能ですが、畑作業などで電話が繋がりにくい場合があり、
また、トラブル回避の観点からも上記の3つの中での方法でご注文を頂きますよう

ご協力をお願いいたします。

FAX・郵便の到着の確認をされたい場合はお手数ですが備考欄にて
到着確認の連絡希望をお知らせください。

〇ご注文方法

インターネットから

または

信州・マルサ果樹園オンラインストア 検索で

右のQRコードを読込みオンラインストアでご注文→

クレジットカード・コンビニ払い・翌月後払い・PayPal

銀行振込・キャリア決済・PayPay・楽天ペイ

★お支払い方法が豊富！

24時間注文を受け付けています！

ご注文書、またはメールにて必要事項ご記入の上、

まで送信をお願いします。

FAX・メールから

FAX番号：026-217-7342

メールアドレス：info@shinsyu-marusa.net

24時間注文を受け付けています！

★お支払い方法：郵便払込・銀行振込

郵送から

ご注文書またはハガキ等に必要事項をご記入の上、

〒389-1101 長野県長野市豊野町川谷1197-1
信州・マルサ果樹園 まで送付をお願いします。

★お支払い方法：郵便払込・銀行振込



〒389-1101
長野県長野市豊野町川谷1197-1
TEL:026-257-2530 / FAX:026-217-7342

公式HP https://shinsyu-marusa.net/

電話受付：平日 9：００～１８：００

・畑作業などで電話が繋がりにくい場合ございます。
FAX・メール等頂けますとこちらよりご連絡いたします。

お問い合わせ先


