
FRUIT GIFT
Winter 2018

横 浜 水 信  冬 の ギ フトカタログ



古屋さんが育てた湘南いちごは、

県内産だからこそ可能にした

完熟の状態で出荷されます。

その中でもその時期に一番美味しい品種を

選りすぐってお届け致します。
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冬ならではの
瑞々しい美味しさ。

とろけるような食感と、
芳醇な香り。

古屋さんの「湘南いちご」	

化粧箱入 5,400円（税込）

品　番 B21 クール便

神奈川県平塚産／湘南いちご（12～18粒）
※12月中旬よりのお届け
※その時期の一番美味しい品種をお届けします。

限定
30
セット

木村さんの「ラ・フランス」
化粧箱入 4,968円（税込）

品　番 B51 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月中旬までのお届け

四方をぐるりと山に囲まれた山形蔵王山麓にある蔵王ウッディーファームの園主

木村義廣さん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」をご堪能ください。

園主の木村さんと。 福蜜あんぽ柿
化粧箱入 8,640円（税込）

品　番 B43

富山県産／福蜜あんぽ柿（12個）
※12月上旬よりのお届け

遠赤外線乾燥で生柿をやわらかく仕

上げました。外側は少し歯ごたえがあ

りますが、果肉はゼリー状の半生状

で、トロリとした食感と口の中に広が

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。
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愛媛県西宇和地区八幡浜にある園地で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

パ
リ
ッ
と
弾
け
る
食
感
と
、

上
品
な
甘
さ
を
お
届
け
し
ま
す
。

シャインマスカット
化粧箱入 5,400円（税込）

品　番 B61 クール便

長野県産他／シャインマスカット（1房） 
※12月上旬～12月中旬までのお届け

爽やかな甘さとほどよい酸味、パリッ

とした食感が特徴で、種がなく果皮も

薄いため、皮ごとお召し上がりいただ

けます。爽やかなマスカットのような香

りをお楽しみください。

小田原産の紅ほっぺ苺を使用した、
この冬限定の果肉入りムース。

「甘さ・酸味・食味」に
こだわった
数量限定の逸品みかんです。

野菜ソムリエが選んだ
「まごころみかん」

化粧箱入 6,480円（税込）

品　番 B31

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

限定
50
セット

紅ほっぺ苺ムース
化粧箱入 4,212円（税込）

品　番 P5

横浜水信／紅ほっぺ苺ムース（9個）

小田原産の紅ほっぺ苺を使用した果

肉入りのムースです。苺の風味が引き

立つやわらかさに仕上がっています。

この冬限定でご用意していますので、

数量も50セット限定となります。

限定
50
セット

●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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濃厚な甘さとコクある酸味のバランスが
絶妙な紅ほっぺ苺をはじめ、
ゆめのか苺やあまおう苺、白い苺などを厳選しました。
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。

真っ赤に色づいた果実はまるで宝石のよう。

ゆめのか苺
化粧箱入 3,240円（税込）

品　番 B23 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

苺トリオ
化粧箱入 4,320円（税込）

品　番 B24 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

あまおう苺
化粧箱入 5,400円（税込）

品　番 B25 クール便

福岡県産／あまおう苺（12～15粒）
※12月中旬よりのお届け

いちご＆
シャインマスカット
化粧箱入 9,612円（税込）

品　番 B27 クール便

静岡県産／紅ほっぺ苺（12～20粒）
長野県他産／シャインマスカット（1房）
※12月上旬より12月中旬までのお届け

白い苺＆紅ほっぺ
苺コンビ
化粧箱入 7,560円（税込）

品　番 B26 クール便

茨城県産他／白い苺（５粒） 
静岡県産／紅ほっぺ苺（10粒）
※12月中旬よりのお届け

紅ほっぺ苺
化粧箱入 3,780円（税込）

品　番 B22 クール便

静岡県産／紅ほっぺ苺（12～15粒）
※11月下旬よりのお届け

Strawberry

●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。
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Ogange

「甘さ・酸味・食味」にこだわりました。

石児さんの「温デコ」
化粧箱入 6,048円（税込）

品　番 B32

大分県杵築産／温デコ（５個）
※12月中旬からのお届け

大分県杵築市産の石児さんの温デコは、樹上で大切に育てられ、

ジューシーで濃厚な甘さとコクのある酸味のバランスが絶妙なこ

だわりの温室栽培デコポンです。この季節ならではの味をご堪能く

ださい。

紅まどんな
化粧箱入 7,128円（税込）

品　番 B37

愛媛県産／紅まどんな（６個）
※11月中旬から12月中旬までのお届け

こだわりみかん
横浜水信特選箱入

Mサイズ 5,400円（税込）

Lサイズ 6,480円（税込）

品　番 B34

愛媛県産／西宇和みかん（5ｋｇ）
※12月下旬までのお届け

デコポン
化粧箱入 3,888円（税込）

品　番 B35

熊本県産／デコポン（6個）
※12月上旬よりのお届け

デコポン＆こだわりみかん
化粧箱入 3,564円（税込）

品　番 B36

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

横浜水信の
こだわりみかん
化粧箱入 3,888円（税込）

品　番 B33

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

樹上で大切に育てられ、
濃厚な甘みとコクのある酸味の
バランスが絶妙なこだわりのみかんを
横浜水信が厳選いたしました。
この季節ならではの味をご堪能ください。

●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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Melon

1本の木に1個の果実しか結実させない「一木一果」の栽培方法で、
手塩にかけて育て上げたマスクメロン。
横浜水信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。
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。

愛情たっぷりに育った、極上のマスクメロン。

マスクメロン＆苺セット
化粧箱入 13,392円（税込）

品　番 B11 クール便

静岡県産／アローマ印マスクメロン（１個）
静岡県産／紅ほっぺ苺（12～15粒）
※11月下旬よりのお届け

レッドメロン
化粧箱入 5,508円（税込）

品　番 M4

熊本県産他／レッドメロン（1個）

マスクメロン＆ラ・フランス
化粧箱入 10,908円（税込）

品　番 B12

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月中旬までのお届け

レッドメロン＆ラ・フランス
化粧箱入 7,128円（税込）

品　番 B14

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月中旬までのお届け

マスクメロン＆ル・レクチェ
化粧箱入 11,448円（税込）

品　番 B13

静岡県産／アローマ印マスクメロン（１個）
新潟県産／ル・レクチェ（２個）
※11月下旬より12月中旬までのお届け

レッドメロン＆ル・レクチェ
化粧箱入 7,668円（税込）

品　番 B15

熊本県産他／レッドメロン（１個）
新潟県産／ル・レクチェ（２個）
※11月下旬より12月中旬までのお届け

アローマ印マスクメロン
化粧箱入 8,640円（税込）

品　番 M2

静岡県産／アローマ印マスクメロン（１個）

クラウン印マスクメロン
化粧箱入 12,960円（税込）

品　番 M1

静岡県産／クラウン印マスクメロン（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。
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Pear

とろけるような食感と芳醇な香りが魅力の洋梨を厳選しました。
収穫後に一定時間熟成させることにより
その美味しさが引き立ちますが、
食べ頃の見極めが非常に難しいので、
ひとつひとつに食べ頃のシールを貼ってお送りします。
この時期ならではの味をお楽しみください。

豊かな果汁と、しっとりとした食感。

マスクメロン＆ル・レクチェ
化粧箱入 11,448円（税込）

品　番 B13

静岡県産／アローマ印マスクメロン（１個）
新潟県産／ル・レクチェ（２個）
※11月下旬より12月中旬までのお届け

レッドメロン＆ル・レクチェ
化粧箱入 7,668円（税込）

品　番 B15

熊本県産他／レッドメロン（１個）
新潟県産／ル・レクチェ（２個）
※11月下旬より12月中旬までのお届け

ラ・フランス
化粧箱入 3,888円（税込）

品　番 B52

山形県産／ラ・フランス（6個）
※12月中旬までのお届け

ラ・フランス＆ル・レクチェ
化粧箱入 5,508円（税込）

品　番 B53

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月中旬までのお届け

ル・レクチェ
化粧箱入 6,048円（税込）

品　番 B54

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

洋梨＆ジュースセット
化粧箱入 4,212円（税込）

品　番 B57

山形県産／ラ・フランス（３個）
横浜水信／ジュース（オレンジ、グレープ）各１本
※12月中旬までのお届け

洋梨＆ジャムセット
化粧箱入 4,050円（税込）

品　番 B56

山形県産　／ラ・フランス（３個）
横浜水信／ジャム（苺、ブルーベリー、マンゴー）各１個
※12月中旬までのお届け

木村さんの「ラ・フランス」
化粧箱入 6,048円（税込）

品　番 B55 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。
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Special
  Select

横浜水信が厳選した、
旬の美味しさをお届けいたします。

この冬、選りすぐりの贅沢。

市田柿
化粧箱入 7,560円（税込）

品　番 B44

長野県産／市田柿（20粒）
※12月上旬よりのお届け

フルーツバラエティＣ
化粧箱入 5,184円（税込）

品　番 B59

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）
※12月中旬までのお届け

フルーツバラエティＡ
化粧箱入 3,456円（税込）

品　番 B58

熊本県産／デコポン（２個）
青森県産／サンふじ（２個）
山形県産／ラ・フランス（２個）
※12月中旬までのお届け

富山干柿
化粧箱入 4,320円（税込）

品　番 B42

富山県産／干柿（12個）
※12月上旬よりのお届け

フルーツバラエティB
化粧箱入 3,348円（税込）

品　番 B38

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月中旬までのお届け

フルーツバラエティD
化粧箱入 5,508円（税込）

品　番 B510

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月中旬までのお届け

こみつりんご
化粧箱入 5,724円（税込）

品　番 B41

青森県産／こみつりんご（12個）
※12月上旬より12月中旬までのお届け

葉取らず栽培により蜜たっぷりに！
りんごは本来、葉を摘むことで色付きを良く

します。しかし、こみつ®は葉を取らないこ

とにより、果皮の色はムラができますが、逆

にたっぷりの葉の光合成により果実が養分

をより含み、さらに樹上でじっくり熟すこと

により、果肉いっぱいに蜜が入っています。

限定
30
セット

●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。
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フルーツパレットB
化粧箱入 5,292円（税込）

品　番 G2 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）
チリ産／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月中旬までのお届け

フルーツバラエティE
化粧箱入 4,644円（税込）

品　番 B511

山形県産／ラ・フランス（３個）
青森県産／サンふじ（２個）
アメリカ産／オレンジ（２個）
アメリカ産／グレープフルーツ白（２個）
※12月中旬までのお届け

フルーツバラエティG
化粧箱入 6,048円（税込）

品　番 B512 クール便

静岡県産／紅ほっぺ苺（12～15粒）
山形県産／ラ・フランス（３個）
※11月下旬より12月中旬までのお届け

フルーツバラエティH
化粧箱入 6,048円（税込）

品　番 B29 クール便

静岡県産／紅ほっぺ苺（12～15粒）
熊本県産／デコポン（３個）
※12月上旬よりのお届け	

フルーツバラエティF
化粧箱入 5,724円（税込）

品　番 B28 クール便

静岡県産／紅ほっぺ苺（12～15粒）
愛媛県産／みかん（８個）
※11月下旬よりのお届け	

フルーツパレットA
化粧箱入 4,968円（税込）

品　番 G1 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月中旬までのお届け

フルーツパレットC
化粧箱入 5,238円（税込）

品　番 G3 クール便

青森県産／サンふじ・王林（各１個） 
千葉県産他／ミニトマト（５個）
静岡県産他／いちご（３粒）
岐阜県産他／富有柿（１個）
熊本県産／デコポン（１個）
愛媛県産／みかん（２個） 
アメリカ産／グレープフルーツ（２個）
アメリカ産／オレンジ（１個）
メキシコ産／アボカド（１個）
横浜水信／木いちごジャム（１個）

フルーツバスケットＡ
化粧箱入 3,240円（税込）

品　番 H1

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月中旬までのお届け

フルーツバスケットB
化粧箱入 7,452円（税込）

品　番 H2

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。
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フルーツジュースＡ
化粧箱入 3,240円（税込）

品　番 P8

横浜水信／オレンジ・グレープ・アップル（各1個）

地卵はちみつぷりん
化粧箱入 3,240円（税込）

品　番 P6

地卵はちみつぷりん（9個）

オリジナルバラエティB
化粧箱入 3,672円（税込）

品　番 P3

横浜水信／紅ほっぺ苺ムース（４個）、
地卵はちみつぷりん（２個）、
かぼちゃぷりん、黒ごまぷりん、
芋ぷりん（各１個）

オリジナルバラエティＡ
化粧箱入 3,240円（税込）

品　番 P1

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

ぷりんバラエティ
化粧箱入 3,240円（税込）

品　番 P16

地卵はちみつぷりん（5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）

フルーツジャム
化粧箱入 3,780円（税込）

品　番 P4

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）

Bland

果物そのものの美味しさに
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や香りを
逃さぬよう、ひとつひとつ手作りで
丁寧に仕上げました。
横浜水信が自信を持ってお届けする、
専門店ならではの
「もう一つのフルーツ」を
お楽しみください。

丁寧に手作りしたもう一つのフルーツ。

飲み比べ
フルーツジュースセット
化粧箱入 3,348円（税込）

品　番 P18

横浜水信／白桃、アップル、グレープ、
ラズベリー、ラ・フランス（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。
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オリジナルバラエティC
化粧箱入 3,564円（税込）

品　番 P7

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）

オリジナルバラエティD
化粧箱入 3,780円（税込）

品　番 P9

横浜水信／フルーツゼリー（フルーツMIX、
ラ・フランス 各１個）（ピーチ 2個）、
オレンジジュース（１個）、
白桃ジュース、グレープジュース（各１個）

オリジナルバラエティH
化粧箱入 3,693円（税込）

品　番 P13

横浜水信／
フルーツゼリー（フルーツMIX、ラ・フランス 各１個）
（ピーチ 2個）、オレンジジュース（１個）、
白桃ジュース、いちごソース（各１個）

オリジナルバラエティI
化粧箱入 5,184円（税込）

品　番 P14

横浜水信／いちごジャム、りんごジャム、白桃コンポート、
フルーツゼリー（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）

オリジナルバラエティJ
化粧箱入 7,797円（税込）

品　番 P15

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、
さくらんぼコンポート、いちごソース、マンゴーソース、
フルーツゼリー（さくらんぼ・ピーチ・あんず）（各1個）

オリジナルバラエティE
化粧箱入 4,644円（税込）

品　番 P10

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）

オリジナルバラエティF
化粧箱入 4,989円（税込）

品　番 P11

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、
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）

オリジナルバラエティG
化粧箱入 4,968円（税込）

品　番 P12

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）

オリジナルバラエティK
化粧箱入 5,994円（税込）

品　番 P19

横浜水信／オレンジジュース、甘夏柑コンポート、
オレンジマーマレード、地卵はちみつぷりん、
まごころみかんジュース（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。
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【カタログのお取扱い期間】12月25日（火）まで
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。

横浜ジョイナス本店
神奈川県横浜市西区南幸1-5 ジョイナス1F
☎045-311-0182

ラスカ平塚店
神奈川県平塚市宝町1-1  ラスカ平塚B1
☎0463-25-6227

ラスカ小田原店
神奈川県小田原市栄町1-1-9  ラスカ小田原1F
☎0465-21-2823

シアルプラット東神奈川店
神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－29 シァルプラット東神奈川２F
☎045-442-0831

大船ルミネウイング店
神奈川県鎌倉市大船1-4-1 大船ルミネウイング2F
☎0467-33-5990


