とろけるような食感と、

芳醇な香りをご堪能ください。

冬ならではの

瑞々しい美味しさを

ご堪能ください。

木村さんの「ラ・フランス」
化粧箱入
品

あまおう苺
木箱入
品

1101

4,968円（税込）

1401

当社指定農園

山形県蔵王ウッディーファーム産／ラ・フランス（5個）
※12月上旬までのお届け

5,400円（税込）

番

番

クール便

四方をぐるりと山に囲まれた山形蔵王山麓にあ
の手で丹精込めて育ちました。とろけるような
食感と芳醇な香りが魅力の「ラ・フランス」をご

形の美しさ・大きさ・美味しさにこだわった横浜

園主の木村さんと。

水信が最もおすすめする厳選した苺です。

堪能ください。

トロリとした食感と

口の中に広がる凝縮した甘みを

芳醇な味わいと

ムスクを思わせる芳香は

まさにフルーツの王様です。

葉取らず栽培で育った、

蜜がたっぷり入ったりんごです。

「甘さ・酸味・食味」にこだわった

数量限定の逸品みかんです。

アローマ印マスクメロンA
野菜ソムリエが選んだ
まごころみかん
化粧箱入
品

番

葉取らず蜜入りんご
こみつ®

6,480円（税込）

産地箱入

1303

品

愛媛県川上地区産／まごころみかん（5kg）
※2015年野菜ソムリエサミット二つ星受賞

50

セット

01

かんです。
※日本野菜ソムリエ協会ソムリエサミット
二つ星受賞
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品

番

8,640円（税込）

1201

静岡県産／アローマ印マスクメロン（1個）

福蜜あんぽ柿

アローマ印マスクメロンB

化粧箱入

化粧箱入
品

番

10,800円（税込）

1202

品

番

8,640円（税込）

1502

富山県産／福蜜あんぽ柿（12個）
※12月上旬よりのお届け

静岡県産／アローマ印マスクメロン（1個）

たっぷりの葉が盛んに光合成をし

宮本さんが育てたみかんは、一番陽当た
りの良い園地でのみ収穫された逸品み

5,184円（税込）

1501

青森県産／こみつりんご（11～12個）
※11月下旬より12月上旬までのお届け

愛媛県西宇和地区八幡浜にある園地で

限定

番

化粧箱入

限定

50

セット

遠赤外線乾燥で生柿をやわらかく仕

て、こみつに栄養を貯めこみます。

一木一果の栽培方法で育て上げたマスクメ

上げました。外側は少し歯ごたえがあ

また、玉 数は あまり少なくしない

ロン。口の中でとろけるような芳醇な味わ

りますが、果肉はゼリー状の半生状

で、小玉で強烈なインパクトのある

いとムスクを思わせる芳香はまさにフルー

で、トロリとした食感と口の中に広が

蜜入りりんごに育ちます。

ツの王様です。

る凝縮した甘みをお楽しみください。

●配送の状況により、箱のサイズが変更になる可能性がございます。

●果実は、より厳選した商品をお届けするため、天候により産地の変更及びご希望の日時にお届けできない場合がございます。
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02

おすすめフルーツ

る蔵王ウッディーファームの園主木村義廣さん

お楽しみください。

おすすめフルーツ

福岡県産／あまおう苺（12～15粒）
※12月中旬よりのお届け

濃厚な甘さとコクのある酸味のバランスが絶妙な
紅ほっぺ苺を厳選しました。
冬ならではの真っ赤に色づいた苺の
美味しさをご堪能ください。

紅ほっぺ苺
化粧箱入
品

番

3,780 円（税込）

1102

濃厚な甘みとコクのある酸味のバランスが絶妙な

横浜水信の
こだわりみかん

こだわりのみかんを横浜水信が厳選致しました。

化粧箱入

樹上で大切に育てられ、

クール便

品

この季節ならではの味をご堪能ください。

静岡県産／紅ほっぺ苺（12～15粒）
※11月下旬よりのお届け

番

3,888 円（税込）

1301

愛媛県産／西宇和みかん（Lサイズ21個）
※12月下旬までのお届け

季節のフルーツ

季節のフルーツ

ゆめのか苺

苺トリオ

化粧箱入

化粧箱入

品

番

3,240 円（税込）

1103

クール便

佐賀県産／ゆめのか苺（12～15粒）
※12月上旬よりのお届け

番

1104

クール便

福岡県産／あまおう苺（5粒）
静岡県産／紅ほっぺ苺（5粒）
佐賀県産／ゆめのか苺（5粒）
※12月中旬よりのお届け

あまおう＆紅ほっぺ
苺セット
木箱入
品

番

9,720 円（税込）
1105

クール便

福岡県産／あまおう苺（12～15粒）
静岡県産／紅ほっぺ苺（12～15粒）
※12月中旬よりのお届け

フルーツパレットＡ

フルーツパレットC

フルーツバラエティＢ

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

4,968 円（税込）

1601

クール便

青森県産／サンふじ（1個）
熊本県産／デコポン（1個）
静岡県産他／いちご3種（各3粒）
フィリピン産／マンゴー（1個）
ニュージーランド産他／キウイフルーツ（1個）
アメリカ産／グレープフルーツ（1個）
山形県産他／西洋梨（1個）
※12月上旬までのお届け

03

品

4,320 円（税込）
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品

番

5,184 円（税込）

1602

クール便

青森県産／サンふじ・王林（各1個）
山形県産他／西洋梨（1個）
静岡県産他／いちご（3粒）
熊本県産／デコポン（1個）
岐阜県産他／富有柿（1個）
ニュージーランド産他／キウイフルーツ（1個）
アメリカ産／オレンジ（1個）
メキシコ産／アボカド（1個）
メキシコ産／ブルーベリー（1パック）
フィリピン産／マンゴー（1個）
アメリカ産／グレープフルーツ（1個）
※12月上旬までのお届け

品

番

4,752 円（税込）

1505

山形県産／ラ・フランス（2個）
青森県産／サンふじ（2個）
新潟県産／ル・レクチェ（1個）
アメリカ産／オレンジ（2個）
アメリカ産／グレープフルーツ赤・白（各1個）
※11月下旬から12月上旬までのお届け

●配送の状況により、箱のサイズが変更になる可能性がございます。

横浜水信のこだわりみかん
横浜水信特選箱入

5,400 円（税込）
6,480 円（税込）

Mサイズ
Lサイズ

デコポン

デコポン＆こだわりみかん

化粧箱入

化粧箱入

品

番

3,888 円（税込）

1304

品

番

3,564 円（税込）

1305

熊本県産／デコポン（6個）
※12月上旬よりのお届け

熊本県産／デコポン（3個）
愛媛県産／西宇和みかん（8個）
※12月上旬よりのお届け

ラ・フランス

ラ・フランス＆ル・レクチェ

ル・レクチェ

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

1302

愛媛県産／西宇和みかん（5ｋｇ）
※12月下旬までのお届け

品

番

3,888 円（税込）

1402

山形県産／ラ・フランス（6個）
※12月上旬までのお届け

品

番

5,508 円（税込）

1403

山形県産／ラ・フランス（3個）
新潟県産／ル・レクチェ（3個）
※11月下旬より12月上旬までのお届け

●果実は、より厳選した商品をお届けするため、天候により産地の変更及びご希望の日時にお届けできない場合がございます。

品

番

6,048 円（税込）

1404

新潟県産／ル・レクチェ（5個）
※11月下旬より12月中旬までのお届け

Yokohama Mizunobu Fruit Gift Winter 2016

04

愛情をたっぷり注いで育てた
横浜水信が厳選した極上のマスクメロン
当社では厳しい品質基準を設け、最高級果だけをお届けしております。
「一木一果」の栽培方法で手塩にかけて育て上げる高級果マスクメロン。
口の中でとろけるような芳醇な味わいと
ムスクを思わせる芳香はまさにフルーツの王様です。

富山干柿

フルーツバラエティＡ

フルーツバラエティＣ

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

4,320 円（税込）

1503

富山県産／干柿（12個）
※12月上旬よりのお届け

品

番

3,780 円（税込）

1504

山形県産／ラ・フランス（1個）
岐阜県産他／富有柿（1個）
青森県産／サンふじ（1個）
青森県産／王林（1個）
愛媛県産／みかん（6個）
※12月上旬までのお届け

品

番

5,508 円（税込）

1506

山形県産／ラ・フランス（3個）
青森県産／サンふじ（3個）
岐阜県産他／富有柿（3個）
※12月上旬までのお届け

クラウン印マスクメロン
化粧箱入
品

12,960 円（税込）

1203

番

静岡県産／クラウン印マスクメロン（1個）

ジャムは糖度を抑え、フルーツ本来の風味と香りを生かして作りました。
コンポートはフルーツそのままの美味しさを瓶に閉じ込めました。
果実専門店としてのこだわりの味をお届け致します。

フルーツジャム
品

番

3,780 円（税込）

オリジナル加工品

季節のフルーツ

化粧箱入

1701

横浜水信／フルーツジャム
（いちご・木いちご・りんご・あんず、ブルーベリー・
オレンジマーマレード 各1個）

マスクメロンセットA

マスクメロンセットB

マスクメロンセットC

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

12,852 円（税込）

1204

クール便

静岡県産／アローマ印マスクメロン（1個）
佐賀県産／ゆめのか苺（12～15粒）
※12月上旬よりのお届け

レッドメロンセットA
化粧箱入
品

番

8,532 円（税込）

1205

クール便

熊本県産他／レッドメロン（1個）
佐賀県産／ゆめのか苺（12～15粒）
※12月上旬よりのお届け

レッドメロン
化粧箱入
品

番

4,968 円（税込）

1210

熊本県産他／レッドメロン（1個）

05
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品

番

10,908 円（税込）

1206

静岡県産／アローマ印マスクメロン（1個）
愛媛県産／みかん（10個）

レッドメロンセットＢ
化粧箱入
品

番

6,588 円（税込）

1207

熊本県産他／レッドメロン（1個）
愛媛県産／みかん（10個）

品

番

10,908 円（税込）

1208

静岡県産／アローマ印マスクメロン（1個）
山形県産／ラ・フランス（3個）
※12月上旬までのお届け

化粧箱入
品

番

1209

フルーツバラエティE
化粧箱入

番

1507

山形県産他／西洋梨（1個）
岐阜県産他／富有柿（1個）
青森県産／サンふじ（1個）
アメリカ産／オレンジ（1個）
アメリカ産／グレープフルーツ赤・白（各1個）
フィリピン産／マンゴー（1個）
ニュージーランド産他／キウイフルーツ（1個）
※12月上旬までのお届け

品

品

番

6,912 円（税込）

1508

熊本県産他／レッドメロン（1個）
山形県産他／西洋梨（1個）
岐阜県産他／富有柿（1個）
青森県産／サンふじ（1個）
アメリカ産／オレンジ（1個）
アメリカ産／グレープフルーツ白（1個）
※12月上旬までのお届け

●配送の状況により、箱のサイズが変更になる可能性がございます。

番

3,996 円（税込）

1702

横浜水信／フルーツコンポート
（さくらんぼ、
白桃、
黄金桃 各1個）

熊本県産他／レッドメロン（1個）
山形県産／ラ・フランス（3個）
※12月上旬までのお届け

化粧箱入
品

化粧箱入

6,588 円（税込）

フルーツバラエティD

3,240 円（税込）

フルーツコンポート

レッドメロンセットC

オリジナルバラエティA

地卵はちみつぷりん

ぷりんセット

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

3,240 円（税込）

1703

横浜水信／フルーツゼリー
（あんず・さくらんぼ・ピーチ）
横浜水信／フルーツムース
（マンゴー・ブルーベリー・木いちご 各1個）
地卵はちみつぷりん（3個）

品

番

3,240 円（税込）

1704

地卵はちみつぷりん（9個）

●果実は、より厳選した商品をお届けするため、天候により産地の変更及びご希望の日時にお届けできない場合がございます。

品

番

3,240 円（税込）

1705

地卵はちみつぷりん（5個）
ふるさとぷりん
（さつまいも、胡麻、かぼちゃ、
くり 各1個）
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Fruit Gift
Winter 2016

横浜水信 冬のギフトカタログ

〒220-0004 横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル9Ｆ
TEL.045-311-2235

http://www.mizunobu.com
facebook.com/mizunobu
【ギフト専門店】

ジョイナス本店

横浜西口相鉄ジョイナス1F TEL.045-311-0182

ジョイナスポイントカードをお持ちで、3,000円（税抜）以上の品をお買上げのお客様へ

全国無料配送実施

※クール代は別途になります。 ※ジョイナスポイントカードは店舗にてすぐにお作りいただけます。

【カタログのお取扱い期間】

11月1日（火）〜12月25日（日）
このカタログの有効期限は12月25日までとさせていただきます。

