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フルーツすぎうら

千葉県小見川産

アイベリー
税別 3,500 円(12～15 粒入)
商品番号：Ａ-1
入荷時期：12 月上旬～
箱サイズ：冷蔵 60 サイズ
愛ベリーと表記され、バレンタインの時期に、
「愛のイチゴ」として大人気。
また、アイベリーを親として多くの品種が生み
出されたことから「愛にあふれた子だくさん
イチゴ」と、近年では縁起物としても大人気。

千葉県千葉市指定農園

紅ほっぺ
税別 3,600 円(12～15 粒入)
商品番号：Ｂ-1
入荷時期：12 月上旬～
箱サイズ：冷蔵 60 サイズ
当店バイヤーが千葉県内のイチゴ農家を尋ね、
選び抜いた商品で、園主の斉藤憲二氏の
こだわりにより実現した、究極の紅ほっぺ。
「濃い赤色」「濃厚な甘み」を、ぜひご堪能
ください。

青森県産

こみつ
税別 3,600 円(約 2kg7～12 個入)
商品番号：Ｃ-1

入荷時期：12 月上旬～

箱サイズ：60 サイズ
こんなに蜜が入ってる!！究極の蜜入り林檎。
生産の難しさから、絶滅しかけていた幻の
品種が復活しました。
青森県のみで栽培が再開された市場流通が
珍しい希少な林檎です。
通常の林檎と違い、葉とらず栽培で樹上完熟。
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甘く強い香りが特徴。

新潟県産

ル・レクチェ
税別 3,500 円(5 個入)
※1 個 700 円からご希望の数量を箱詰めします
商品番号：Ｄ-5
入荷時期：12 月上旬～
箱サイズ：80 サイズ
毎年わずかな数量しか収穫できず、
大切な人の数しか実らないと言われる
幻の西洋梨。
ラ・フランスよりもなめらかな食感で、
その味わいを可能にしたのは、新潟の
豊かな水と肥沃な土壌。そして 100 年
以上積み重ねた高度な栽培技術と愛情です。

山形県産

ラ・フランス
税別 1,500 円(6 個入)
※1 個 250 円からご希望の数量を箱詰めします
商品番号：Ｅ-6
入荷時期：11 月上旬～
箱サイズ：60 サイズ
別名「バター・ペア」と呼ばれ芳醇な香りと果汁が
したたるなめらかな果肉が特徴。
特に果物王国山形のラ・フランスは「果物の女王」と
呼ぶにふさわしい別格のクオリティ。

熊本県産

デコポン
税別 4,200 円(6 個入)
※1 個 700 円からご希望の数量を箱詰めします
商品番号：Ｆ-6
入荷時期：12 月中旬～
箱サイズ：60 サイズ
「柑橘の王様」と呼ばれるにふさわしい美味と
可愛らしい見た目。
13 度以上保証の高い糖度と手で皮がむける
食べやすさから長い間、柑橘界の人気Ｎｏ.1。
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愛媛県産

紅まどんな
税別 3,600 円(約 5kg 入)
※1 個 600 円からご希望の数量を箱詰めします
商品番号：Ｊ-6
入荷時期：12 月中旬～
箱サイズ：80 サイズ
ぷるるんとしたまるでゼリーのような新食感の
柔らかい果肉が特徴で、中の薄皮が大変薄く、
甘く独特のシトラスの香りが口に広がり、
心地よさを感じます。

愛媛県産

宇和島温州みかん
税別 6,500 円(約 10kg 入)
※1kg650 円からご希望の数量を箱詰めします
商品番号：Ｇ-10
入荷時期：12 月上旬～
箱サイズ：80 サイズ
バイヤー厳選の愛媛みかんをご用意します。
希望のブランド、産地等ありましたら
遠慮なくご相談ください。

愛媛県産

媛美月みかん
税別 6,000 円(約 5kg 入)
※1kg1,200 円からご希望の数量を箱詰めします
商品番号：Ｈ-5
入荷時期：12 月上旬～
箱サイズ：80 サイズ
高品質生産に取り組んだ果実のなかから
味センサーで糖度、酸度のバランスが整った
選ばれた物だけが媛美月となります。
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ご予算に合わせてご提案いたします
旬果詰合せＡ
税別 6,350 円
商品番号：Ｋ-1

入荷時期：12 月中旬～

箱サイズ：80 サイズ
内容：アイベリー苺 1 箱、
ラ・フランス 3 個、
デコポン 3 個

旬果詰合せＢ
税別 2,650 円
商品番号：Ｋ-2 入荷時期：12 月中旬～
箱サイズ：60 サイズ
内容：ふじ林檎 1 個、デコポン 1 個、
王林林檎 1 個、みかん 3 個、
紅まどんな 1 個、ラ・フランス 1 個

旬果詰合せＣ
税別 2,600 円
商品番号：Ｋ-3

入荷時期：12 月中旬～

箱サイズ：60 サイズ
内容：ふじ林檎 2 個、みかん 3 個、
王林 1 個、グレープフルーツ 1 個、
ラ・フランス 2 個、キウイ 1 個
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おすすめギフト
B

A

内容：黒酢はちみつ
ザクロ黒酢
マンゴー黒酢

内容：オレンジ・蜜柑黒酢
ブルーベリー黒酢
マンゴー黒酢

美味しく健康になれると大人気商品の飲むお酢！リピーターが続出！
水、炭酸、牛乳、豆乳で割ったり、
ジン、ホワイトラム、焼酎などのアルコール類で割って飲むことができます。

内容：国産温州 蜜柑

国産の果物をふんだんに使ったゼリー。
果肉もゴロゴロと大粒なものがたくさん入っ

国産果実 白桃
山形県産 西洋梨

ているため食べ応えも抜群！

飲むお酢 A

3,000 円

飲むお酢 B

[商品番号 X-A] [箱サイズ 60]

2,500 円

[商品番号 X-B] [箱サイズ 60]

2,000 円

[商品番号 X-2] [箱サイズ 60]

内容：ブドウ
梨
みかん
いちご
柿
メロン
各１ﾊﾟｯｸ
国産、砂糖不使用、安心の完全無添加です！！

話題のスーパーフード デーツ！！
食べるだけで健康・キレイになれる！！
素材そのものの甘さが楽しめます！！
内容：ピスタチオ
くるみ
パイナップル
バナナチップ
デーツ
各１ﾊﾟｯｸ

素材そのままを乾燥させているので、
果物そのものの甘さがギュッと凝縮されています！！
ケーキやパン作りにも使えると大好評！！

※この商品は常温で保
ナッツ・ドライフルーツ５種セット
存可能です。
凍らせてお召し上がりくだ
[商品番号
さい。

国産果実ゼリー

2,000 円

X-3] [箱サイズ 60]

国産ドライフルーツ６種セット

3,000 円

[商品番号 Ｘ-4] [箱サイズ 60]

※これらすべての商品は税別表示となっております

果実専門店

フルーツすぎうら
ＴＥＬ
ＦＡＸ

043-222-1220
043-223-1055

〒260-0013 千葉市中央区中央 2-9-3
ホームページ http://www.f-sugiura.jp/

