
2013年
残暑お見舞い申し上げます。ながむね農園は、ぶどう農家として 2年目の収穫を迎えます。

8月 1日 に袋かけが終わり、今は下草メ」り、新梢管理、灌水などしながら収穫を待つています。今年は、天候不

順にもかかわらず、ぶどうの出来は例年にな<良いようです。ながむね農園の6どうたちも昨年に比べるととて

も良い仕上がりになっています。あとは順調に、味と、色が乗つて<れる事を祈つています。

梨の方は、春先の凍霜害の影響で、扁平果が多<みられます。玉も少し小振りです。果実の良し悪しがはつきり

しないので、適正摘果がかなり遅れてしまいましたが、ずいぶん大きくなって、甘さも増してきています。

今年もながむね農園の「6ヽどう」と「梨」をよろし<お願いいたします。

〒389-0512

長野県東御市滋野乙 2909
Te1/fax:0268-75-了276

携帯電話 :090-7897-7359

ながむねかつひこ  ながむね

園主  長棟勝彦  長棟かおる

*畑の近くに31っ 越しました。納屋のある、古いけれど大きい借家です。

よ………201二年ξ
な alおわ農 国 のぶこうたち ′ ′ (写真は、今年の 8月 13日に撮影したものです。)

すガノパープル シャインマスカット 安芸クイーン

ff/パー撃fι (黒系中粒/種なし)

長野県限定栽培なので、とても希少価値の高い6ヽどうです。食物繊維、ポリフェノールたっぶりの皮ごと食

べられる種なしぶどうです。とっても甘<てお菓子みたいな果実です。冷凍してシャーベットにすれば、ひ

と味変わったデザートに!!

(白系大粒/種なし)

こちらも皮ごと食べられる種なしぶどうですc酸味、渋みが少なく、さっばりとした甘さと独特のマスカッ

ト香が特徴です。見た目も涼しげで、優しい黄色のお洒落なSヽ どうです。

菫∫れ犀―'。 警警響季 ―ン (赤系大粒/種なし)

ゴルビーは、糖度が高<果肉が締り歯ごたえの良い食味です。安芸クイーンは、しつかりした果肉ですが食

べると滑らかで適度な果汁があります。どちらも癖のない上品な甘さと香りです。

=■
r■肇―事 (黒系大粒/種なし)

巨峰とカノンホールマスカットの交配種です。紫黒の大粒で食べごたえがあります。水分豊富で少し酸味を

感じる甘<てサッパリした味のぶどうです。ボリュームたつぶりの大房です。

月 日様

種なし巨峰

藩



巨 峰 (黒系中粒/種ありと種なし)

長野県東御市 (旧東部町)は、50年前から巨峰づくりに挑戦し、今でも巨峰の里として知られています。

東御市の気候 (日照時間が長く、寒暖の差が大きい)がもたらす、甘<て濃厚な味覚の6ヽどうです。今年は、

種なしにも挑戦しました。大粒で、種ありより少しサッパリ系の味です。

ながおわ農園の梨け、三ホ梨 ′′

【睾ホ】

赤系の中型梨で、

【豊ホ】

赤系の大型梨で、

【南ホ】

赤系の大型梨で、

一番早く収穫期 (通年は8月下旬から)を迎えます。食味は柔らか<、 甘<、 多汁です

中生種。9月初旬ごろから収穫が始まります。程よい酸味と強い甘みが重なり重厚な味です。

長野県原産で、甘みがとても強い梨です。虫に食べられやすいので、収穫前に袋かけします。

曇  朝取ιlのぶこうの新鮮さをその春春、その日のうちにクー′L便で発達し審す。

*梨は普通便になります。

な●lむわ農園のぶこうを是非日し上tlって下さい rご注文由待ちしてら晴 す。

*お値段は、別紙価格表にてご覧<ださい。

′ちウ短7ど3どですノノ

+新 し<「種なし巨峰」の栽培に挑戦しました。嬉しいことに、なかなかのぶどうになつています。
お値段は、種あり巨峰と同じです。どうぞ、ご賞味<ださい。

+巨峰も l kg単位で販売することにしました。送料込ですので割高になりますが、少量を希望さ

れる方は、ご利用<ださい。

辛お任せセットはいかがですか?
A:当日収穫した「種なしぶどう (巨峰は除く)」 の中から2種類を詰含せ・ 。・2k用箱入

B:ながむね農園の「巨峰 (種なし、種あり)」 と「梨」の詰合せ・・・4k用箱入

豊水 南水



ボ :ながむね農園  ● 2013ぶどう 。梨 価格表 (送料込の価格です)

巨峰

すガノパープル
シャイン

マスカット
ピオーネ 安芸クイーン ゴルピー

種あり 種なし

l kg

(2～ 3房 )

¥2,500 ¥4,500 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,000

2 kg

(4～6房 )

¥4,000 ¥8,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000

3 kg

(6～8房 )

¥5,500 ¥11,000 ¥10,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000

4 kg

(8～ 10房 )

¥7,000 ¥13,000 ¥12,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000

月梨は 3種類。収穫時期が異なります。

幸水 (中玉)8月下旬～ 豊水 (大玉)9月中旬～ 南水 (大玉)9月下旬～

4 5 kg～5 0 kg(11～ 14個 ) ¥4,000 ¥4,000 ¥4,500

月2種類のセットをご用意

種なしぶどう2種 (種なし巨峰は対象外)

詰合せ (2k箱入)・ ・・∧

巨峰 (種 あり/種な し)と梨 (いずれか )

詰合せ (4k箱入)・ 00B

おまかせセット ¥6,000 ¥5,000

ご注意 !!

■価格には全て、送料、消費税が含まれています。

■ぶどうは、クロネコヤマトのクール便でお送りし意す。クール代は、当園のサービスです。

■発送は、ぶどう、梨の収穫適期に合わせますので、梨は8月下旬から、6ヾ どうは 9月中旬から順次お送りいた

します。

■重さ調整のため、小房や粒が入つていることがあります。

■請求書、振込用紙は、ご自宅あて商品の中、あるいは郵便でお送りいたします。

■お支払いについて :郵便振替は手数料無料です。代金ヨ1換 (1万円まで 315円 )、 銀行振込は、お客様のご負

担になります。

■発送の際のご連絡は、ご希望の方のみとさせていただきます。(注文書の該当欄にお書き<ださい)



2013 ご 注 文 書   (フ ァックスまたは郵送の場合にお使いください)

ま なふЪね翌ノ区炒1厨鯉ξ言
乙2Tλ×長塾返ξ野猛〔λttτ

6

■ ご

お名前 ご自宅 ご住所・郵便番号・電話番号
フリガナ

一丁 [TE[

FA×

メールア ドレス

(携帯可 )

*通信ご希望の方はご記入ください DM 可・ 不可

郵便 。メール

発送が済んだ際のご連絡 (ご希望の方のみ)

希望→  なし 。 あり [連絡先  : ]

お支払万法
をお選びく  □郵便振替      □代金引換       □銀行振込
ださい

連絡欄 (ご都合の悪い配達日などありましたらご記入<ださい)

■ご自宅あてのご注文

rSヽ どう

すガノパープル kg 一相 kg 箱

梨

幸水
45～
5 0kg

一相シャインマスカット kg 一相 kg 一相

ピオーネ kg 一相 kg 一相

ゴルビー kg 一相 kg 一相

豊 水
45～
5.Okg

一相安芸クイーン kg 一相 kg 一相

巨 峰 (種あり) kg 一相 kg 一相

巨 峰 (種な し) kg 一相 kg 箱

南水 ”
贈

５

０

４

５
一相お任せ

セット

A:種なしぶどう2種 一相

B :巨峰と梨 一相

■ご自宅以外の送り先と商品

お名前 お届け先  ご住所・郵使番号・電話沓号
フリガす

一丁 [丁 EL

rSヽ どう

すガノパープル kg 一相 kg 箱

梨

幸水
45-
5 0kg

一相シャインマスカット kg 一相 kg 一相

ピオーネ kg 一相 kg 一相

ゴルビー kg 一相 kg 箱

豊 水
45～
5.Okg

一相安芸クイーン kg 一相 kg 一相

巨 峰 (種あり) kg 一相 kg 一相

巨 峰 (種な し) kg 一相 kg 箱

南 水
45～
5 0kg

箱お任せ
セット

A:種なしぶどう2種 一相

B :巨峰と梨 一相



ご自宅■ ご 以外の送り先と商品

お届け先 ご住所・郵便番号・ 電話番号
フリガす

一Ｔ [TEl ]

rSヽ どう

すガノパープル kg 箱 kg 一相

梨

幸水
45～50

kg
一相シャインマスカット kg 一相 kg 箱

ピオーネ kg 一相 kg 一相

ゴルビー kg 一相 kg 箱

豊水
45～ 5.0

kg
箱安芸クイーン kg 箱 kg 箱

巨 峰 (種あり) kg 一相 kg 一相

巨 峰 (種な し) kg 一相 kg 一相

南水
45～ 5.O

kg
箱お任せ

セット

∧ :種なしぶどぅ2種 一相

B:巨峰と梨 一相

■ご自宅以外の送り先と商品

お名前 お届け先 ご住所・ 郵便番号・ 電話番号
リガす

一Ｔ [ 丁 E[ ]

rSヽ どう

すガノパープル kg 一相 kg
一
目

た
本

梨

幸水
:45竃
5% 箱シャインマスカット kg 箱 kg 一相

ピオーネ kg 一相 kg 箱

ゴルビー kg 一相 kg 箱

豊水 :45竃
50

箱安芸クイーン kg 一相 kg 一相

巨 峰 (種あり) kg 一相 kg 一相

巨 峰 (種な し) kg 一相 kg 一相

南水
45～5.O

kg
一相お任せ

セット

A :種なしらヽどう2種 一相

B :巨峰と梨 一相

自■自宅以外の送 と

お名 S届け先  ご住所・郵便番号・電話番号
フリガす

[丁 EL:一Ｔ

′Siど う

すガノパープル kg 一相 kg 箱

梨

幸水
4.5～ 50

kg
一相シャインマスカット kg 一相 kg 箱

ピオーネ kg 箱 kg 一相

ゴルビー kg 一相 kg
々
目

た
本

豊水
45～50

kg
一相安芸クイーン kg 一相 kg 箱

巨 峰 (種あり) kg 一相 kg 箱

巨 峰 (種な し) kg 一相 kg 一相

南水
4.5～ 5,O

kg
箱お任せ

セット

A:種なしぶどう2種 箱

B :巨峰と梨 箱


