
からだがよろこぶ りんご

商品紹介 １. りんご

各品種の収穫・販売期と特徴 全品種「無袋栽培」です（通常店頭では「サン○○」と表示されています）　
収穫・販売期で色分けしました（ ふじは販売期間が長くなります）

つがる　9月中下旬

さわやかな甘みと適度な酸味
常温 10~14 日　冷蔵 1ヶ月

弘前ふじ　10月上旬
　　  　ふじ早生種
ふじに比べてやや酸味有り
常温 10~14 日　冷蔵 1ヶ月

ジョナゴールド　10月中下旬　　

りんごらしい酸味と濃厚な甘み
ジャムやコンポート、お菓子作りにも

常温 2週間　　冷蔵 1 ヶ月

　　糖度高く酸味少い、芳香有
　　芯部黒変が稀にみられる（可食部に影響無）

常温 2週間　　冷蔵 1 ヶ月常温 2週間　　冷蔵 1 ヶ月

　　　  ふじ中生種
  甘酸バランスはふじに近い

甘酸適和、食感、日保ち、
全てにおいて優れた品種
常温 4週間　　冷蔵 5月まで

北斗　10月中下旬やたか 10月中下旬 ふじ 11月下旬～3月

からだがよろこぶ りんご
ごあいさつ

第 1回

散布時期 農薬商品名と濃度（標準濃度に対しての希釈%）

5/1~4 フルーツセイバー（殺菌）50　　オンリーワンフロアブル（殺菌）50

第 2回 5/15~16 ジマンダイセン（殺菌） 50　　    ユニックス（殺菌）50

第 3回

6/12~13

5/29~30 チオノックフロアブル（殺菌） 50　

第 4回 アントラコール   （殺菌）50 バイスロイド（殺虫）50

フリントフロアブル（殺菌）40 ダーズバンDF（殺虫）50

ビオネクト （殺菌）30 イカズチ（殺虫）30

第 5回

第 6回

7/4~6

8/2~4

平成 29 年防除歴

年間農薬使用量：

成分回数 (11 回）および希釈濃度

 から、

慣行栽培（成分回数 36回）比 14%

夏堀　務NPO法人日本総合医学会食養指導士
園主

　皆さまお元気でお過ごしのことと思います。おかげさまで、今年ももう直ぐ収穫がスタートします。

　完全無施肥・低農薬で 8年目。今年は、昨秋から園地で飼っている猫と一緒で楽しく仕事が出来ました。

猫が招いてくれたのか、来園者援農者がこれまでで最高でした笑。とても人なつこい猫で（名前は「北斗」

りんごの品種からとりました）、来ていただいた方々にも大人気です（作業そっちのけな程に）。

　北斗もせっせと捕まえてくれますが、さすがにカバーし切れず、昨秋にネズミ対策をこれまで以上に施

したにも拘らず、今春もネズミ食害で苗木若木のみならず成木も駄目になってしまうものが結構でました。

　また、完全無施肥は根がまだ小さい苗木若木には酷なようで成長が遅いです。

　以前から心配していた「古木の衰えと苗木若木の成長のバランス」。後者の遅れが今年顕在化してしまい、

加えて今年は休む（花をつけない）枝が多くて、恐らく収量は半分近くに落ち込みそうです。

　申し訳ありませんが、値上げさせていただきます（約 100 円 /5K）。ご理解の程宜しくお願い致します。



《写真例》

一般・贈答  ( 紙型使用）  特選（1個毎にキャップ包装）  化粧箱特選（6～7個入）

価格表

※　容量は内容量です。表記容量より若干多く入っております。

一般　：紙型利用で大きさは概ね揃っています（品種混合の場合は品種により差があります）。
　　　　「畑にあるままに」～超低農薬・無袋栽培で、ムラなく着色する為の「葉摘み」作業も極力行なわ
　　　　ないため、キズ・色ムラはもちろん黒星病痕があるものも入ります。
　　　　黒星病痕は其処（皮下 1~2㍉）をナイフで取り除けば他は皮ごと普通に食べられます。
　　　　病原菌の侵食を食い止めたり病痕や食害痕を治癒するために樹が養分を沢山注ぐので、病害虫
　　　　被害果は、むしろ美味しいことが多いです。

贈答　：病害虫痕が無く色ムラが少ないものを揃えます。

特選　：色形が整った大玉を揃え、１個ずつキャップで包装します。
　　　　無施肥•低農薬で無袋栽培のため数に限りがあります。品切れの場合はご了承ください。

・収穫販売時期が同じもの（p.1 収穫販売時期の同色内）は、1箱で複数品種ご注文出来ます。
　品種割合も指定できます（稀少品種や収穫期のズレでご希望に添えない場合はご了承ください）。

例１：５キロ箱　 ジョナゴールド中心で、やたかと北斗を 2～3個ずつ。
例２：10キロ箱　ジョナゴールドと北斗を半々で、3件で分け易い個数で。

・予約注文も承ります
例：ふじを 12～３月まで　12月は 10キロで年明けは毎月 5キロ

年明けの注文はご予約されることをお勧めいたします。

ご注文方法

1. ご希望の時期•品種毎にご注文いただけます（p.1 下部　収穫販売時期参照）。
　ふじ以外の品種は日保ちの関係で販売期間に限りがあります。ご了承ください。

シーズンパック
一口にりんごと言っても品種毎に個性があります。
「夏堀農園のりんご全品種を食べたい！」「品種毎の食味を楽しみたい」「シーズン中りんごを
切らしたくない」という方のために、収穫時期毎に自動的に発送いたします。
途中から（第 2回目以降）のご注文もできます。

第1回　つがる（発送目安　９月中下旬）　
第 2回　ひろさきふじ（10月上旬）
第 3回　ジョナゴールド、やたか、北斗（10月下旬）  
第４回　ふじ（11月下旬）

大好評企画

5 キロ

3キロ

15キロ

10キロ

一般  贈答  

2,500 円

7,000 円

3,900 円

10,000 円

　 一般 7～9個、　　                  特選 ６～7個 化粧箱

一般 10～12 個、    贈答 10～11 個、        特選 8～10 個　

2段　一般 32~46 個、   贈答 28~36 個、   特選 28~30 個

1段　一般 16~23 個、   贈答 14~18 個、   特選 14~15 個

3,400 円

5,100 円

9,500 円

13,000 円 3段　一般 48~69 個、   贈答 42~54 個、   特選 42~45 個

備　考容量
価格 特選  

2,900 円

4,400 円

8,000 円

11,000 円

1,650 円2 キロ 2,900 円



2.　りんご果汁「飲むりんご」

当農園の完熟りんごを搾っただけの「飲むりんご」。
もちろん酸化防止剤等無添加（加熱殺菌処理済）。
だから、温めても、割ったり薄めたりしても風味が崩れません。

3. 乾りんご

・甘いのに後味すっきり！　　・摺おろしりんごに近い自然な風味と濃厚さが好き
・温めて飲むのがおススメ！寒い季節は身体が温まります。
  インフルエンザで食欲も無いときに飲んだら、元気がでてきました。
・焼酎をこれで割ると抜群においしい。吞み過ぎに注意。

《お客様の声》

商品詳細

ジョナゴールド（10月末加工）／　ふじ（11月下旬より数回加工）

噛めば噛むほど、濃縮されたりんごの風味がジワリ！

30g 入１袋単価
1～9袋　370 円 /　10～29 袋　350 円 /　30 袋～　330 円

《お客様の声》
・いつでも何処ででもりんごを楽しめます。ジッパー付なのも便利。
・ちょっとした手土産に便利で喜ばれます
・吟醸酒や白ワインのアテにぴったり！

《特徴》
・45℃温風乾燥　りんごの風味や栄養成分を保ち、「酵素」を壊さないために、
　　　　　　　　 45℃の低温風で 10時間かけてゆっくり水分を飛ばしています。
　　　　　　　　 食感は「しっとり」。噛む毎にりんごの風味が口中に広がります。

・手作業で丁寧に輪切り・芯抜きしてるので見た目もきれい。もちろん皮付き。

・無添加　　糖類、酸化防止剤、酸味料、香料等一切無添加。

商品詳細

（賞味期限　製造日より１年）

価格

品種

6 本入・12本入箱

2本入・3本入箱

12 月上旬～1月末に数回加工　（賞味期限　製造日より１年）

1袋単位でご注文いただけます。りんごや果汁の箱に一緒にお入れすることもできます。

・破損予防の為、全て縦置きタイプの箱になります。
・果汁本数を減らして、りんごや乾りんご、りんごティーの
　詰め合わせも可能です（詳細相談）。
・6本箱 ×2、3本箱 ×3、2本箱 ×3、を結束して送れます。
※小分け用の箱も別売りいたします。
　　（2本用 3本用共 300 円 / 箱）

6 本入　　  4,500 円　　  4,400 円  
12 本入　    8,700 円　　  8,500 円  

  2 本入　      1,700 円     1,500 円（6本用箱使用）
  3 本入　     2,500 円　      2,300 円（6本用箱使用）

※

※

( 自家貼用ラベルをご希望枚数同封）

（1㍑瓶のみ）

〈ラベル有〉 〈ラベル無〉

    16 本入　             　 　   11,200 円  ※

今年は、3月加工の在庫が若干有ります。ご注文お待ちしております！※

【お支払い】　初回発送時に全回分の納品書を同封いたします。
　　　　　　一括払のお礼に、園主思いつき特典もご用意しております！
　　　　　　（平成 27年例　プルーン数個サービス〈第 1回〉、乾りんご 1袋〈第 3回〉）

【数量】　各回毎に数量指定できます。
　　　   複数品種ある第３回では、可能な範囲で品種割合にも対応いたします。　
　　　　　例1：第１、2 回は３キロ、３、４回は５ キロ。
　　　  　　 例 2：第１、2 回は３キロ、3 回目 5 キロで半分をジョナゴールド、4回目は 10キロ

昨年加工者が途中で加工中止してご迷惑をおかけしましたが、今年から自家製造する方向で準備中です。



お支払い方法

商品に「納品書」「ゆうちょ払込票」を同封いたします。
代金引換をご希望の方はご注文時にお申し付けください（代引き手数料 300円ご負担戴きます）。

お振込先

◎ゆうちょ銀行　０２２９０-６-１１７３９９　　　  （加入者名）夏堀　務
◎みずほ銀行　　青森支店　（普）１９２７６９４　　 （加入者名）夏堀　務

WEB （「夏堀農園」）ブログ（「夏堀農園日記」）共に、「夏堀農園」で検索できます。　

《園地》　青森市浪岡大字吉野田 ( 旧南津軽郡浪岡町）
農業体験、お手伝い、園地訪問大歓迎。

（交通）　JR 東北新幹線 新青森駅より車で 30分
　　　　　  奥羽線 浪岡駅 ( 新青森から 15分）より車で 15分
　　　　青森空港より車で 25 分

ご注文方法

◎　FAX　   ０１７-７１８-３９８７　（1月末～2月は長期不在もあるので不適）
下記いずれかの方法でご注文ください。

◎　メール 　natsubori2106@road.ocn.ne.jp　    （記載事項は FAX注文用紙参照）

その他お問い合わせ先 携帯　０９０-９３８２-９２２４

送料（ヤマト宅急便）

中部以西および午前着指定（東北以外全国）は翌々日配達になります（一部、中 2日）。
関東・甲信越は翌日 14時以降の配達が可能です。
複数個を梱包して一個口で発送できます（詳しくはお問い合わせください）。
例）りんご　５キロ箱×２　・３キロ箱×３　・10キロ箱 +５キロ箱　/　ジュース　6本入 ×2　

送料

北海道 東北 近畿・関西 四国中国中部・北陸関東・甲信越

1,200 円650 円 800 円900 円 1,000 円 1,100 円

九州

1,300 円900 円

沖縄

2,000 円

一口サイズにスライスして、「乾りんご」同様低温風で乾燥。

5、シュガープルーン

４、アップルティー４、りんごティー

名前の通り甘く、かつプルーンらしい酸味と香りが楽しめます。

800 円／ 1kg+α（約 35粒）

（９月中下旬）

りんご園外れにあるため、りんごに散布する薬剤が飛散する程度の超低農薬です。
収穫直前の降雨で裂果しやすいので収量不足の際はご了承ください。

食べ易い一口サイズ

ティーポットに熱湯を注いで数分。優しい味と香りをお楽しみください。

「割れ乾りんご」としてそのまま  /  ヨーグルトに混ぜて /
野菜サラダに混ぜ込んで  /  パスタ料理や炊き込みご飯の具材に /
ワインで煮戻してパンやケーキに　等々。

《その他  利用方法いろいろ》

価格等商品詳細は、1袋 40g　の他は「乾りんご」と同じです。

（冷蔵保存 1ヶ月、冷凍可）。

昨年加工者が途中で加工中止してご迷惑をおかけしましたが、今年から自家製造する方向で準備中です。
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