
第22回
全国果樹技術・経営コンクール

農林水産省
生産局長賞
を受賞しました!

紅ゆたか

甘味 ★★★★☆
★★☆☆☆酸味

果皮は柔らかくて甘みが強く
ジューシー。形はややいびつ
だが食味が良いのでおすすめ。

紅ゆたか

甘味 ★★★★☆
★★☆☆☆酸味

果皮は柔らかくて甘みが強く
ジューシー。形はややいびつ
だが食味が良いのでおすすめ。

L
サイズ

さくらんぼの品種さくらんぼの品種さくらんぼの品種

甘味 ★★★☆☆
★★★★☆酸味

アントシアニンを豊富に
含む。収穫初期は酸味が
強いが後期になり熟すと
紫黒色になり、酸味が抜
け濃厚な味わいになる。

紅さやか

甘味 ★★★☆☆
★★★★☆酸味

アントシアニンを豊富に
含む。収穫初期は酸味が
強いが後期になり熟すと
紫黒色になり、酸味が抜
け濃厚な味わいになる。

紅さやか

L
サイズ

甘味 ★★★★★
★★★☆☆酸味

さくらんぼを代表する品
種。甘味と酸味のバラン
スが非常に良く、当園の
さくらんぼの８割を占め
る主力商品。

佐藤錦

甘味 ★★★★★
★★★☆☆酸味

さくらんぼを代表する品
種。甘味と酸味のバラン
スが非常に良く、当園の
さくらんぼの８割を占め
る主力商品。

佐藤錦

LL
サイズ

甘味 ★★★★★
★☆☆☆☆酸味

大玉で果肉が硬く日持ち
する品種。酸味が少なく
甘味が強く感じるので若
い方に近年人気が高い。

紅秀峰

甘味 ★★★★★
★☆☆☆☆酸味

大玉で果肉が硬く日持ち
する品種。酸味が少なく
甘味が強く感じるので若
い方に近年人気が高い。

紅秀峰

3L
サイズ

紅てまり

甘味 ★★★★☆
★★☆☆☆酸味

紅秀峰と似て LL 以上の
大玉なので食べごたえが
ある。独特の風味と爽や
かさがある。

紅てまり

甘味 ★★★★☆
★★☆☆☆酸味

紅秀峰と似て LL 以上の
大玉なので食べごたえが
ある。独特の風味と爽や
かさがある。

3L
サイズ

※イラストは実際の大きさの目安です。サイズの参考にしてください。

風薫る季節、こちらはさくらんぼの花吹雪の頃と
なりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

さくらんぼはこの春も、芽ぶき、花が咲き、結実
しました。毎年一度、めぐる季節にあわせ実るの
が果実です。

ゆたかな水、風、そして土。ここ庄内の風土で育っ
たさくらんぼを、今年も初夏の色彩と香りととも
に小箱に詰め込んでお届けします。

当園の「さくらんぼ宅配便」は、早朝涼しいうち
に収穫した、熟して糖度が十分乗ったさくらんぼ
をえりすぐんで手詰めし、その日のうちに発送し
ますので、新鮮で美味しいうちに召し上がってい
ただくことが出来ます。

贈りものに、ご自宅用に、もぎたての“初夏の味覚”
をお楽しみいただければ幸いです。

鈴木さくらんぼ園 代表  宮城良太

山形県鶴岡市西片屋字片貝 112-1 Tel. 0235-57-4321 Mobile. 080-6649-4715 Web. sakuranbouya.com



※翌々日着の地域への発送と気温が高い日の発送は、クール便（税込 216 円）を付加しますのでご了承下さい。

ギフト BOX［大］１箱
ギフト BOX［小］1 ~ 3 箱

ギフト BOX［大］2 ~ 3 箱
ギフト BOX［小］4 ~ 6 箱

平箱１箱

ギフト BOX［大］4 箱
ギフト BOX［小］7 ~ 8 箱

平箱 2 ~ 3 箱

配達日数

北海道 東北 / 関東 / 信越 中部 / 北陸 関西 中国 / 四国 九州 沖縄

翌々日 翌日 翌日 翌日 翌々日 翌々日 翌々日

運賃（税込み）運賃（税込み）運賃（税込み）

¥1,020 ¥770 ¥860 ¥940 ¥1,100 ¥1,260 ¥1,260

¥1,180 ¥930 ¥1,020 ¥1,100 ¥1,260 ¥1,420 ¥1,670

¥1,340 ¥1,100 ¥1,180 ¥1,270 ¥1,410 ¥1,590 ¥2,060

商品リスト（税込み）商品リスト（税込み）商品リスト（税込み）

ギフト BOX［大］
1.2kg　手詰め

ギフト BOX［小］
600g　手詰め

ギフト BOX［大］
1.0kg　バラ

ギフト BOX［小］
500g　バラ

佐藤錦

佐藤錦

商品コード 商品名 サイズ 価格

L ¥6,000ST12

量目

1.2kg

LL ¥7,000ST22 1.2kg

紅秀峰

紅秀峰

佐藤錦

佐藤錦

紅秀峰

紅秀峰

佐藤錦

佐藤錦

紅秀峰

紅秀峰

佐藤錦

佐藤錦

紅秀峰

紅秀峰

LL ¥7,000BT22 1.2kg

3L ¥8,000BT32 1.2kg

商品コード 商品名 サイズ 価格

L ¥3,000ST11

量目

600g

LL ¥3,500ST21 600g

LL ¥3,500BT21 600g

3L ¥4,000BT31 600g

商品コード 商品名 サイズ 価格

L ¥4,500SB12

量目

1.0kg

LL ¥5,500SB22 1.0kg

LL ¥5,500BB22 1.0kg

3L ¥6,500BB32 1.0kg

商品コード 商品名 サイズ 価格

L ¥2,250SB11

量目

500g

LL ¥2,750SB21 500g

LL ¥2,750BB21 500g

3L ¥3,250BB31 500g

大切な方への贈り物に。600g×2パック入り。 大切な方への贈り物に。600g×1パック入り。 ご自宅用や、親しい方への贈り物に。600g×2パック入り。 ご自宅用や、親しい方への贈り物に。600g×1パック入り。

までまでまで5/末
承り期間

6 月中旬から
7 月上旬頃
6 月中旬から
7 月上旬頃

発送期間発送期間発送期間

平箱
800g(200g×4)

これまでは店頭販売のみでしたが今年は「さくらんぼ宅配便」でも受付します。
フードパックに小分けしてあるので、おすそ分けやご自宅用にどうぞ。

商品コード 商品名 サイズ 価格量目

紅さやか L ¥2,000A14 800g

紅ゆたか L ¥2,400Y14 800g

紅てまり LL ¥4,400T24 800g

紅てまり 3L ¥5,200T34 800g

商品コード 商品名 サイズ 価格量目

L ¥3,600S14 800g佐藤錦

LL ¥4,400S24 800g佐藤錦

LL ¥4,400B24 800g紅秀峰

3L ¥5,200B34 800g紅秀峰

品種別収穫時期の目安品種別収穫時期の目安品種別収穫時期の目安
紅さやか

紅ゆたか

6月上旬 7月上旬6月下旬6月中旬

佐藤錦

紅秀峰

紅てまり

※収穫時期にさくらんぼをお届けします。
天候により変動しますのでご注意ください。

日付指定不可 後払い限定

受付順に発送

平日、土日のみ指定可能

違う品種は別発送

クール便 +216 円（税込）

配送の注意事項配送の注意事項配送の注意事項注文方法注文方法注文方法

別紙の注文用紙に（ご依頼主、ご請求先、
お届け先、商品番号）を明記の上 FAX
してください。

当園のウェブサイトをご覧ください。

《FAX でのご注文》

《E メールでのご注文》

Web. sakuranbouya.com


