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お客様各位

ﾊｳｽ栽培ﾃﾞｺﾎﾟﾝ

拝啓、時下益々ご繁栄のこととお喜び申し上げます。

さて、今年もいよかん、デコポンの美味しいシーズンとなりました。今シーズンも

引き続き産地直送を致しますので宜しくお願い申し上げます。

愛媛県産のいよかんは全国の生産量の８０％のシェアを誇り気候、土質を選ぶ作物

です。 私の農園は斜面がきつく夏場の土地の乾燥を強く受け糖度は一割程度（0.5～

1.0度）高くなります。 また、 産地直送なので品質の低下がなく味に鮮度があると

好評を頂いています。

今年のいよかんは 10月は記録的な干ばつの影響で小玉傾向なりました。11月・12月は

降水量も多く、糖度は平年並みですが、食味をよくするために収穫時期を約2週間遅らせ

て、完熟にして収穫しました。新鮮な味をご賞味ください！

発送開始は2月上旬から始めますが、酸味を好む方は2月上旬から、酸味が苦手な方は

2月中旬からの発送指定でお願いいたします。

デコポンもいよかん同様に気候の影響で少し小ぶりですが食べやすい味に仕上がって

います。少しでも食味を良くするために現在収穫中です。寒波までに収穫を終えたいと

頑張っております。１ヵ月半熟成して3/1からの発送となります。濃厚で新鮮な味をお楽

しみください。酸味が苦手な方は3月中旬からの発送指定でお願いいたします。

ここ数年、発送数も増加していますし、今シーズンはデコポンもみかん同様、収穫減な

のでお早めのご予約をお願いいたします。

4年前から、好評をいただいています冷蔵デコポンもよろしくお願いいたします。

4月下旬頃から冷蔵貯蔵品に切替り、5月までの販売予定です。

”訳ありデコポン”とは（外観、形、キズ、大きさ、味の面でふぞろいでバラ詰めです）

”冷蔵デコポン”とは大型冷蔵庫で熟成を遅らして新鮮な味をお届けいたします。

贈答用、家庭用も5月完売まで冷蔵品で発送できるようになりました。）

今シーズンも家庭用、贈答用に是非ご利用頂きます様重ねてお願い申し上げます。

敬具

http://hinomikan.com/
***** 生産販売発送元 *****

愛媛 ひのみかん園
樋野正志

〒799-2454 愛媛県松山市客甲72
TEL 089-994-2836

携帯 090-8698-7003
ﾌｧｸｽ自動切替 089-994-2836

デコポン E-mail info@hinomikan.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのQRコード ﾔﾌｰｼｮｯﾌﾟ ｵｰｸｼｮﾝID vyx01110



愛媛の名産 の産地直送

”冷蔵デコポン（4月中旬～5中旬）”税込価格！
ﾃﾞｺﾎﾟﾝ

瀬戸内の温暖な気候が育てた甘さと果汁たっぷりの自然の味を一番旬の時期にお届けします。
贈り物、ご家庭用に大変喜ばれています。

生産農家からの直送ですから、鮮度いい本当の味をご賞味頂けます。
”冷蔵デコポン”は冷蔵庫で保管できます。冷凍して半解凍状態で
シャーベットﾃﾞｺﾎﾟﾝはいかがですか！

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 特 徴
収穫 ++ 瀬戸内の温暖な気候と潮風に吹

愛媛みかん 熟成 **** かれ育てられた甘く酸味のきいた
食べ頃 ☆☆☆ こくのあるみかんです。
収穫 ++++++ 外観が大きく美しい紅色で他の柑

愛媛いよかん 熟成 *************** 橘とはひと味違う独特の香り味は
食べ頃 ☆☆☆ ☆ 根強いファンがいます。

愛媛デコポン 食べ頃 ☆☆☆ 冷蔵庫で保存,5月中旬まで発送可能

価 格 表 H28年

商品No 商 品 名 用 途 商 品 内 容 玉数 価 格 取 扱 期 間 備 考
1 愛媛みかん 贈答用 約 5ｋｇ（S.M.Lｻｲｽﾞ) 約50玉 ￥１、８５０ 12月 15日～
2 愛媛みかん 贈答用 約10ｋｇ（S.M.Lｻｲｽﾞ) 約100玉 ￥２、５５０ 12月25日
3 愛媛いよかん 贈答用 約 5.5ｋｇ（L-3Ｌｻｲｽﾞ) 18-21玉 ￥２、２５０ 2月1日～
4 愛媛いよかん 贈答用 約10ｋｇ（L-3Ｌｻｲｽﾞ) 34-40玉 ￥３，１５０ 3月20日
5 愛媛いよかん 家庭用 約 5.5ｋｇ（L-3Ｌｻｲｽﾞ) 18-21玉 ￥２、０５０ 2月1日～
6 愛媛いよかん 家庭用 約１０ｋｇ（ﾌｿﾞﾛｲ) 34-40玉 ￥２、６５０ 3月20日
7 愛媛デコポン 贈答用 約 5ｋｇ（2L-3L) 1段ﾄﾚｲ 18-20玉 ￥３、０００ 3月1日～
8 愛媛デコポン 家庭用 約 5ｋｇ（2L-3L) 1段ﾄﾚｲ 18-20玉 ￥２、５００ 5月中旬
9 愛媛デコポン 訳あり 約 10ｋｇ（ﾌｿﾞﾛｲ) ﾊﾞﾗ詰 42-55玉 ￥２、５３０ 3月1日～
10 愛媛デコポン 訳あり 約 6ｋｇ（ﾌｿﾞﾛｲ) ﾊﾞﾗ詰 25-30玉 ￥1、６３０ 5月中旬

*玉数はその年の作柄で多少変化しますが重さは商品内容を確保しています。
*みかん-S.M.Lｻｲｽﾞ(直径5.5-7.3cm) *いよかん-L..3Lｻｲｽﾞ(直径8.0-10.2cm)
*ﾃﾞｺﾎﾟﾝ-2L-.3Lｻｲｽﾞ(直径8.0-9.5cm) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのQRコード

*”訳ありデコポン”とは外観、形、キズ、大きさ、味の面でふぞろいでバラ詰めです(直径6.7-9.5cm)
*ﾃﾞｺﾎﾟﾝは4月下旬頃から冷蔵保存品に切替ります。ｸｰﾙ便希望の方は￥310が必要です。（10ｋｇ1ｹｰｽ）

送 料 常温便（H28.5.末）

送 り 先 5ｋｇ箱 １０ｋｇ箱 5ｋｇ箱 １０ｋｇ箱 １０ｋｇ箱 １０ｋｇ箱 １０ｋｇ箱 １０ｋｇ箱

同一場所に 2箱まで 1箱まで 3箱まで 2箱まで 4箱まで 6箱まで 8箱まで 10箱まで

北海道 1,200 1,200 2,400 2,400 4,800 7,200 9,600 12,000
東北 東北６県 990 990 990 990 1,980 2,970 3,960 4,950
関東 東京 ６県 新潟 長野 山梨 890 890 890 890 1,780 2,670 3,560 4,450
北陸 ３県 静岡 愛知 三重 岐阜 790 790 790 790 1,580 2,370 3,160 3,950
関西 大阪 ５県 中国 ５県 690 690 690 690 1,380 2,070 2,760 3,450
四国 愛媛 高知 香川 徳島 590 590 590 590 1,180 1,770 2,360 2,950
九州 ７県 690 690 690 690 1,380 2,070 2,760 3,450
沖縄 沖縄本島のみ 1,330 1,330 2,660 2,660 5,320 7,980 10,640 13,300

*送料は送り先ごとに、上記送料を追加して下さい。
同一場所に5kg.10kg箱を混ぜて送る場合 ***** 生産販売発送元 *****

10kg箱は2ｹｰｽまで同梱できます。（北海道・沖縄を除く） 愛媛 ひのみかん園
5kg箱、6ｋｇ箱は3ｹｰｽまでを同梱できます。 http://hinomikan.com 樋野正志

10kg箱1ｹｰｽと5・6kg箱は1ｹｰｽまで同梱できます。 〒799-2454 愛媛県松山市客甲72
例：10kg箱6ｹｰｽは10ｋｇ*2ｹｰｽの3倍の金額です。 TEL /FAX 089-994-2836
共同購入の同一場所への多数発送は送料がお得となります。 携帯 090-8698-7003

*代金は消費税を含みます。 E-mail info@hinomikan.com
*申込は別紙注文書をFAX.郵送で受付致します（TEL/メール可) ﾔﾌｰｼｮｯﾌﾟ ｵｰｸｼｮﾝID vyx01110
*過去の発送先ﾃﾞｰﾀは保管しています。必要な方はお問合せ下さい。 振込先 郵便局 01630-1-53264
*過去の請求書を変更して注文しても結構です。 加入者名"ひのみかん園"
*商品はご注文後、およそ5日で発送されます。 伊予銀行粟井支店普通1130762
*支払いは、商品到着後振込でお願い致します。(郵便局振込手数料不要） 口座名"ﾋﾉﾐｶﾝｴﾝ"

☆ご注文をお待ちしています。ホームページからご注文できます。☆

みかん いよかん ﾃﾞｺﾎﾟﾝ



***** 生産販売発送元 *****

ご依頼主様 注 文 書 愛媛 ひのみかん園
〒 - 都道府県 区市郡 http://hinomikan.com 樋野正志

〒799-2454 愛媛県松山市客甲72
様TEL - - TEL /FAX 089-994-2836

問合先 氏名 TEL 携帯 090-8698-7003

携帯 E-mail info@hinomikan.com

ﾔﾌｰｼｮｯﾌﾟ ｵｰｸｼｮﾝID vyx01110
振込先 郵便局 01630-1-53264

*過去の発送先ﾃﾞｰﾀは保管しています。必要な方はFax/E-mailします。 加入者名"ひのみかん園"
伊予銀行粟井支店普通1130762

1. お届け先 依頼主が複数の場合はお届先記入欄を利用してください。H28.2 口座名"ﾋﾉﾐｶﾝｴﾝ"

〒 - 都道府県 区市郡 商品No 発送時期 月 日頃

品名

様TEL - - ご注文数 金額 送料

2. お届け先

〒 - 都道府県 区市郡 商品No 発送時期 月 日頃

品名

様TEL - - ご注文数 金額 送料

3. お届け先

〒 - 都道府県 区市郡 商品No 発送時期 月 日頃

品名

様TEL - - ご注文数 金額 送料

4. お届け先

〒 - 都道府県 区市郡 商品No 発送時期 月 日頃

品名

様TEL - - ご注文数 金額 送料

5. お届け先

〒 - 都道府県 区市郡 商品No 発送時期 月 日頃

品名

様TEL - - ご注文数 金額 送料

6. お届け先

〒 - 都道府県 区市郡 商品No 発送時期 月 日頃

品名

様TEL - - ご注文数 金額 送料

7. お届け先

〒 - 都道府県 区市郡 商品No 発送時期 月 日頃

品名

様TEL - - ご注文数 金額 送料

8. お届け先

〒 - 都道府県 区市郡 商品No 発送時期 月 日頃

品名

様TEL - - ご注文数 金額 送料

合 ご注文数 金額 送料

計

*希望発送時期を商品毎にご記入下さい。
*郵便.電話番号、ﾏﾝｼｮﾝ.ｱﾊﾟｰﾄの部屋番号までご記入下さい。

*過去の請求書を変更して注文しても結構です。


