Fruit Gift
Summer 2017

横 浜 水信 夏のギフトカタログ

〒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】

8月31日（木）まで

このカタログの有効期限は8月31日までとさせていただきます。

口の中で甘く香る、
瑞々しい果肉。

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。

今年収穫された桃の中でその時期に1番の美味し
さの「桃」を選りすぐっています。桃は夏の日差し
をたっぷりと浴びることにより、甘みと美味しさ

1本の木に1個の果実しか結実させない

を増します。さらに1つ1つを糖度光センサーによ

「一木一果」の栽培方法で育て上げたマスクメロン。

り選別しながら、柔らかい果肉、糖度14度以上の

横浜水信が厳選した「フルーツの王様」をご賞味ください。

甘さ、豊かに香る芳香などの品質をチェックし、
厳選した桃をお届けします。横浜水信ならではの
「桃」をお楽しみください。

お す す めフル ーツ

お す す めフル ーツ

02

03

品

番

アローマ印マスクメロン クラウン印マスクメロン

5,832 円（税込）

化粧箱入

1001

品

山梨県産／中玉桃（6個）
※8月中旬までのお届け

番

6,480 円（税込）

1201

静岡県産／アローマ印マスクメロン（1個）

番

1301

クール便

山形県産／さくらんぼ（500ｇ入）
※6月下旬までのお届け

1202

静岡県産／クラウン印マスクメロン（1個）

シャインマスカット
化粧箱入
品

番

6,480 円（税込）

1606

クール便

宮崎マンゴー（太陽のタマゴ） 沖縄マンゴー
化粧箱入
品

番

8,640 円（税込）

1601

宮崎県産／宮崎マンゴー太陽のタマゴ（1個）

長野県産他／シャインマスカット（1房）
※7月中旬～8月中旬までのお届け

宮崎マンゴー

爽やかな甘さとほどよい酸味、パリッとした食

化粧箱入

1粒1粒が真っ赤に色づき、まるでルビーの様な美し

感が特徴で、種がなく果皮も薄いため、皮ごとお

さが魅力的な「さくらんぼ」。わずかな期間しか出荷

召し上がり頂けます。爽やかなマスカットのよう

できないこだわりの逸品を厳選しました。

な香り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。

品

番

5,400 円（税込）

1602

宮崎県産／宮崎マンゴー（1個）
※7月上旬までのお届け

化粧箱入
品

番

5,400 円（税込）

1603

沖縄県産／沖縄マンゴー（1個）
※6月下旬～7月上旬までのお届け

果実の味わいを、
丁寧に閉じ込めました。

品

10,800 円（税込）

番

太陽の光を浴びて
じ っ く り 熟 れ た 、濃 厚 な 果 実 。

化粧箱入

品

パリッと弾ける食感と、
上品な甘さをお届けします。

さくらんぼ（手詰め）

10,800 円（税込）

化粧箱入

湘南トマト塩ゼリー＆
フルーツMIXコンポートセット
化粧箱入
品

番

3,240 円（税込）

1717

横浜水信／湘南トマト塩ゼリー、
フルーツMIXコンポート（各１個）

甘味も酸味もしっかり含んだ濃厚な旨みの

完熟マンゴーは熟れるまで枝につけて

湘南産トマトを昔ながらの湯抜き製法でひ

おくのが特徴で、一つ一つ大切に育て

とつひとつ大切に仕上げた「湘南トマト塩

られます。芳醇な香りと、たっぷりの

ゼリー」と数種類の国産果実をシロップに

果汁、とろけるような食感と上品な甘

付け込んだ「フルーツMIXコンポート」を詰

さをお楽しみください。

め合わせたお薦めギフトです。

●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。

限定

50

セット
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化粧箱入

桃

真っ赤に色づいた、
魅惑のひとつぶ。

Yokohama Mizunobu Fruit Gift Summer 2017

糖度センサー選別

甘い香りと、
とろけるような食感。
夏の日差しをたっぷりと浴びて、
その甘みと美味しさを増していく
『桃』
。
横浜水信では、
柔らかい果肉、糖度 14 度以上の甘さ、
豊かに香る芳香などの品質をチェックし、
その時期に1番美味しい
『桃』を
選りすぐっています。

糖度センサー選別
品

番

桃

3,888 円（税込）

1002

桃＆幸水梨

桃＆さくらんぼ

桃＆黄金桃＆幸水梨

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

山梨県産／桃（6個）
※8月中旬までのお届け

3,888 円（税込）

1009

番

品

山梨県産／桃（3個）
茨城県産他／幸水梨（3個）
※7月上旬～8月中旬までのお届け

番

6,048 円（税込）

1010

クール便

山梨県産／桃（4個）
山形県／さくらんぼ（約250ｇ）
※6月下旬までのお届け

品

番

6,696 円（税込）

1011

山梨県産／桃（2個）
山梨県産／黄金桃（2個）
茨城県産他／幸水梨（2個）
※7月下旬～8月上旬までのお届け

04

季 節 のフ ル ーツ

季 節 のフ ル ーツ

化粧箱入

05

糖度センサー選別
化粧箱入
品

番

桃

7,128 円（税込）

1003

山梨県産／大玉桃（6個）
※8月中旬までのお届け

糖度センサー選別
化粧箱入
品

番

桃

9,288 円（税込）

1004

ホワイトピーチ

桃＆種なしピオーネ

桃＆アップルマンゴー

桃＆シャインマスカット

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

山梨県産／大玉桃（8個）
※8月中旬までのお届け

カタログ
限定商品

番

6,048 円（税込）

1005

品

番

4,968 円（税込）

1012

クール便

品

番

4,104 円（税込）

1013

品

番

8,208 円（税込）

1014

クール便

山梨県産／大玉ホワイトピーチ（5個）
※7月中旬～8月上旬までのお届け

山梨県産／桃（4個）
山梨県産他／種なしピオーネ（1房）
※8月中旬までのお届け

山梨県産／桃（4個）
メキシコ産／アップルマンゴー（1個）
※8月中旬までのお届け

山梨県産／ホワイトピーチ（5個）
長野県産他／シャインマスカット（1房）
※7月中旬～8月上旬までのお届け

カタログ
限定商品

桃＆黄金桃

桃＆ホワイトピーチ

桃＆シャインマスカット

桃＆温室みかん

桃バラエティセット

桃＆キングデラウェア

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

6,696 円（税込）

1006

山梨県産／桃（3個）
山梨県産／黄金桃（3個）
※7月下旬～8月上旬までのお届け

品

番

7,128 円（税込）

1007

山梨県産／桃（3個）
山梨県産／ホワイトピーチ（3個）
※7月下旬～8月上旬までのお届け

品

番

6,048 円（税込）

1008

クール便

山梨県産／桃（4個）
長野県産他／シャインマスカット（1房）
※7月中旬～8月中旬までのお届け

●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。

品

番

4,428 円（税込）

1015

山梨県産／桃（3個）
佐賀県産／ハウスみかん（10個）
※8月中旬までのお届け

品

番

4,644円（税込）

1016

山梨県産／桃（3個）
横浜水信／桃コンポート、
黄金桃コンポート（各１個）
※8月中旬までのお届け

●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

4,968 円（税込）

1017

クール便

山梨県産／桃（4個）
山梨県産／キングデラウェア（２個）
※8月中旬までのお届け
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カタログ
限定商品

フルーツの王様、
マスクメロン。

真っ赤に色づいて、
ルビーのような
美しさ。

さくらんぼ（バラ詰め）
化粧箱入

横浜水信が吟味したマスクメロンは、
1本の木に1個の果実しか結実させない

品

「一木一果」の栽培方法で育ちます。

番

5,400 円（税込）

1302

クール便

1粒 1粒が真っ赤に色づき、

山形県産／さくらんぼ（500ｇ入）
※6月下旬までのお届け

甘さ・品質・形状など全ての要素に

その美しさはまるでルビーのよう。
横浜水信が厳選した、

厳しい品質基準を設け、

わずかな期間しか出荷できない

クオリティの高いメロンを

こだわりの
『さくらんぼ』を

厳選しています。

マスクメロン＆桃セットA
品

番

化粧箱入

1203

品

静岡県産／アローマ印マスクメロン（1個）
山梨県産／桃（5個）
※8月中旬までのお届け

番

季 節 のフ ル ーツ

季 節 のフ ル ーツ

11,772 円（税込）

化粧箱入

是非お召し上がりください。

さくらんぼ（手詰め）

3,240 円（税込）

1303

クール便

山形県産／さくらんぼ（約250ｇ入）
※6月下旬までのお届け

06

07

マスクメロン＆桃セットB

化粧箱入

化粧箱入

品

番

5,400 円（税込）

1204

品

北海道産／夕張メロン（1個）
※6月中旬～7月中旬までのお届け

番

8,748 円（税込）

1205

静岡県産／アローマ印マスクメロン（1個）
山梨県産／桃（3個）
※8月中旬までのお届け

マスクメロン＆
ピオーネセット
化粧箱入
品

10,368 円（税込）

1206

番

クール便

静岡県産／アローマ印マスクメロン（１個）
山梨県産他／種なしピオーネ（１房）

マスクメロンセット

フルーツバスケットＡ

フルーツバスケットB

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

12,420 円（税込）

1207

クール便

静岡県産／アローマ印マスクメロン（1個）
山梨県産／桃（2個）
茨城県産他／幸水梨（2個）
山梨県産他／種なしピオーネ（1房）
※7月上旬～8月中旬までのお届け

品

番

3,780 円（税込）

1620

山梨県産／桃（1個）
青森県産／ふじりんご（1個）
南アフリカ産／グレープフルーツ赤・白（各1個）
アメリカ産／オレンジ（1個）
ハワイ産／パパイヤ（1個）
ニュージーランド産／キウイフルーツ（1個）
※8月中旬までのお届け

品

番

5,292 円（税込）

さくらんぼ＆桃
化粧箱入
品

番

5,616 円（税込）

1304

クール便

山形県産／さくらんぼ（約250ｇ入）
山梨県産／桃（2個）
※6月下旬までのお届け

真っ赤に熟れた果実は、
まるでスイーツ。

1621

千葉県産他／タカミメロン（1個）
青森県産／ふじりんご（1個）
メキシコ産／アップルマンゴー（1個）
南アフリカ産／グレープフルーツ赤・白（各1個）
アメリカ産／オレンジ（1個）

●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。

マスクメロン＆
さくらんぼ
化粧箱入
品

番

10,368 円（税込）

1305

静岡県産／アローマ印マスクメロン（1個）
山形県産／さくらんぼ（約250ｇ入）
※6月下旬までのお届け

北海道マンゴー
化粧箱入
品

濃厚な甘さ、芳醇な香り、とろけるマンゴー。
この冬採れる南国果実の味をお楽しみください。

クール便

番

5,400 円（税込）

1604

北海道産／温室栽培マンゴー（1個）
※7月上旬からのお届け

●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。

さくらんぼ＆
種なしピオーネ
化粧箱入
品

番

6,048 円（税込）

1306

クール便

山形県産／さくらんぼ（約250ｇ入）
山梨県産他／種なしピオーネ（1房）
※6月下旬までのお届け

沖縄マンゴー
元箱入
品

番

6,480 円（税込）
1605

沖縄県産／沖縄マンゴー（2個）
※6月下旬～7月上旬までのお届け
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夕張メロン

この夏、
選りすぐりの
贅沢。
横浜水信が厳選した、
旬の美味しさをお届けいたします。

幸水梨

フルーツバラエティD

フルーツバラエティE

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

5,400 円（税込）

1607

クール便

岡山県産／マスカット・アレキサンドリア（1房）
※7月上旬～8月中旬までのお届け

品

番

5,832 円（税込）

1614

品

茨城県産他／幸水梨（6個）
※7月上旬よりのお届け

番

6,048 円（税込）

1615

クール便

山梨県産／桃（2個）
長野県産他／シャインマスカット（1房）
茨城県産他／幸水梨（２個）
※7月中旬～8月中旬までのお届け

品

番

4,320 円（税込）

1616

山梨県産／桃（2個）
佐賀県産／ハウスみかん（3個）
メキシコ産／アップルマンゴー（1個）
南アフリカ産／グレープフルーツ赤・白（各1個）
※8月中旬までのお届け

08

ス ペシ ャ ル セ レ ク ト

ス ペシ ャ ル セ レ ク ト

マスカット・アレキサンドリア

09

化粧箱入

種なしピオーネA
化粧箱入
品

番

3,888 円（税込）

1608

クール便

山梨県産他／種なしピオーネ（1房）

種なしピオーネB
化粧箱入
品

番

4,968 円（税込）

1609

クール便

山梨県産他／種なしピオーネ（2房）

ぶどうコンビ
化粧箱入
品

番

6,048 円（税込）

1610

クール便

佐賀ハウスみかん

蒲郡ハウスみかん

化粧箱入

化粧箱入

フルーツバラエティC

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

7,128 円（税込）

1611

クール便

山梨県産／桃（2個）
山梨県産他／種なしピオーネ（1房）
長野県産他／シャインマスカット（1房）
※7月中旬～8月中旬までのお届け

品

番

7,560 円（税込）

1612

クール便

山梨県産／桃（2個）
長野県産他／シャインマスカット（1房）
メキシコ産／アップルマンゴー（2個）
※7月中旬～8月中旬までのお届け

品

番

6,480 円（税込）

1613

クール便

山梨県産／桃（2個）
山梨県産他／種なしピオーネ（1房）
メキシコ産／アップルマンゴー（2個）
※8月中旬までのお届け

●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。

3,996 円（税込）

1501

クール便

佐賀県産／ハウスみかん（15個）

愛知県産／温室栽培早生みかん（15個）

フルーツパレットB

フルーツパレットC

フルーツパレットD

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

品

フルーツバラエティB

番

山梨県産／桃（1個）
山梨県産他／デラウェア―ぶどう（1房）
青森県産／ふじりんご（1個）
ニュージーランド産／キウイフルーツ（1個）
アメリカ産／オレンジ（1個）
南アフリカ産／グレープフルーツ赤・白（各1個）
国内産／ミニトマト（適量）
佐賀県産／ハウスミカン（2個）
※8月中旬までのお届け

番

3,564 円（税込）

1617

品

番

5,400 円（税込）

1618

長野県産他／シャインマスカット（1房）
山梨県産他／種なしピオーネ（1房）
※7月中旬～8月中旬までのお届け

フルーツバラエティＡ

品

番

4,968 円（税込）

1502

クール便

山梨県産／桃（1個）
山梨県産他／デラウェア―ぶどう（1房）
ニュージーランド産／キウイフルーツ（1個）
メキシコ産／アップルマンゴー（1個）
青森県産／ふじりんご（1個）
アメリカ産／オレンジ（1個）
南アフリカ産／グレープフルーツ赤・白（各1個）
佐賀県産／ハウスミカン（2個）
※8月中旬までのお届け

品

番

5,616 円（税込）

1503

クール便

山梨県産／桃（1個）
山形県産／さくらんぼ（1パック）
山梨県産他／デラウェア―ぶどう（1房）
青森県産／ふじりんご（1個）
ニュージーランド産／キウイフルーツ（2個）
メキシコ産／アボカド（1個）
南アフリカ産／グレープフルーツ赤・白（各1個）
アメリカ産／オレンジ（1個）
アメリカ産／ブルーベリー（1パック）
佐賀県産／ハウスミカン（2個）
※6月下旬までのお届け

●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

6,426 円（税込）

1504

クール便

山梨県産／桃（2個）
山梨県産他／デラウェア―ぶどう（1房）
青森県産／ふじりんご（1個）
山梨県産他／種なしピオーネ（1カップ）
長野県産他／シャインマスカット（1カップ）
ニュージーランド産／キウイフルーツ（1個）
南アフリカ産／グレープフルーツ赤・白（各1個）
アメリカ産／オレンジ（1個）
佐賀県産／ハウスミカン（2個）
横浜水信／ブルーベリージャム（1個）
※7月中旬～8月中旬までのお届け
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フルーツパレットA

丁寧に手作りした
もう一つのフルーツ。
美味しさにこだわり続けている横浜水信が、
旬の果物の新鮮な味わいを逃さぬよう、ひ
とつひとつ手作りで丁寧に仕上げた専門店
ならではの味が詰まっています。甘みを抑え
てフルーツ本来の味や香りを生かした
『ジャ
ム』
、フルーツの味を生かし丁寧に煮込んだ
『コンポート』
、フルーツの味と香りを生かし

オリジナルバラエティＡ

ジューシーな味わいの
『フルーツデザート』
。

化粧箱入
品

横浜水信が自信を持ってお届けする
「もう一

番

3,240 円（税込）

1701

横浜水信／ゼリー（あんず、桃、りんご、
ラ・フランス 各1個）、ゼリー（さくらんぼ 2個）、
ぷりん（地卵はちみつ、栗、カボチャ 各1個）

つのフルーツ」をお楽しみください。

オリジナルバラエティB

フルーツジュースＡ

オリジナルバラエティC

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

3,564 円（税込）

1708

横浜水信／オレンジジュース、グレープジュース（各１個）、
フルーツゼリー（さくらんぼ・ピーチ・マンゴー・
ブルーベリー 各１個）

品

番

3,240 円（税込）

1705

横浜水信／オレンジ・グレープ・アップル（各1個）

品

番

3,499 円（税込）

1710

横浜水信／
フルーツゼリー（さくらんぼ・ピーチ・マンゴー・
ブルーベリー 各１個）、オレンジジュース（１個）、
ブルーベリーソース、いちごソース（各１個）

10

オリ ジナル 加工品

オリ ジナル 加工品

た
『ジュース』
、色や香り食感までこだわった

11

地卵はちみつぷりん

ぷりんバラエティ

オリジナルバラエティD

オリジナルバラエティE

オリジナルバラエティF

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

3,348 円（税込）

1702

品

番

3,240 円（税込）

1703

品

番

3,240 円（税込）

1704

品

番

4,644 円（税込）

1711

品

番

4,957円（税込）

1712

品

番

4,968 円（税込）

1713

横浜水信／フルーツゼリー（マンゴー 2個）
（さくらんぼ、あんず、ピーチ、ラ・フランス、
りんご、フルーツＭＩＸ、ブルーベリー 各1個）

地卵はちみつぷりん（9個）

地卵はちみつぷりん（4個）かぼちゃぷりん、
黒ごまぷりん、芋ぷりん、栗ぷりん（各1個）

横浜水信／グレープジュース、フルーツMIXコンポート、
フルーツMIXゼリー、さくらんぼゼリー（各１個）、
はちみつぷりん、かぼちゃぷりん（各１個）

横浜水信／フルーツMIXコンポート、
フルーツMIXゼリー、いちごソース（各１個）、
りんごジャム、マンゴージャム、
濃厚ブルーベリードリンク、
濃厚アップルドリンク（各１個）

横浜水信／いちごジャム、オレンジマーマレード、
マンゴーソース、さくらんぼコンポート、
あんずゼリー、ピーチゼリー（各1個）
地卵はちみつぷりん（2個）

フルーツコンポートＡ

フルーツコンポートB

フルーツジャム

オリジナルバラエティG

オリジナルバラエティH

オリジナルバラエティI

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

化粧箱入

品

番

3,132 円（税込）

1705

横浜水信／フルーツＭＩＸ、黄金桃（各1個）

品

番

3,996 円（税込）

1706

横浜水信／さくらんぼ、白桃、黄金桃（各1個）

品

番

3,780 円（税込）

1707

横浜水信／いちご、りんご、オレンジマーマレー
ド、ブルーベリー、マンゴー、あんず（各1個）

●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。

品

番

6,210 円（税込）

1714

横浜水信／いちごジャム、さくらんぼコンポート、
アップルジュース、さくらんぼゼリー、あんずゼリー、
ブルーベリーゼリー（各1個）
地卵はちみつぷりん（2個）、
まるごと温洲みかんコンポート（1個）

品

番

5,691円（税込）

1715

横浜水信／いちごジャム、りんごジャム、
白桃コンポート、ゼリー（さくらんぼ・あんず）
（各１個）、
オレンジジュース（１個）、濃厚マンゴードリンク、
濃厚ピーチドリンク（各１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

7,473 円（税込）

1716

横浜水信／グレープジュース、いちごジャム、
ブルーベリージャム、フルーツMIXコンポート、
白桃コンポート、いちごソース、マンゴーソース、
ゼリー（さくらんぼ・ピーチ・あんず 各1個）
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フルーツゼリーＡ

