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もも 

写真は 6個詰 3,600 円[Ａ-6][80 ｻｲｽﾞ] 

(例)5個詰 3,000円[Ａ-5][60 ｻｲｽﾞ] 

  8個詰 4,800円[Ａ-8][80 ｻｲｽﾞ] 

 

 

山梨県産 

黄金桃 
1個 600円 

(数量をご指定ください) 

※入荷 7 月中旬より 

 

岡山県産 

清水白桃 
1個 1,000円 

(数量をご指定ください) 

※入荷 7 月下旬より 

写真は 3個詰 3,000 円[Ｂ-3][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)5個詰 5,000円[Ｂ-5][60 ｻｲｽﾞ] 

  6個詰 6,000円[Ｂ-6][80 ｻｲｽﾞ] 

 

 

山梨県春日居産 

白桃 
1個 500円 

(数量をご指定ください) 

※入荷 7 月上旬より 

写真は 6個詰 3,000 円[Ｃ-6][80 ｻｲｽﾞ] 

(例)5個詰 2,500円[Ｃ-5][60 ｻｲｽﾞ] 

  8個詰 4,000円[Ｃ-8][80 ｻｲｽﾞ] 

 

  

山梨県産 

紅白桃詰合せ 
白桃、黄金桃各 3個詰 

(数量をご指定ください) 

※入荷 7 月中旬より 

写真は各 3個詰 3,300 円[ＡＣ-3][80 ｻｲｽﾞ] 

(例)各 4個詰 4,400円[ＡＣ-4][80 ｻｲｽﾞ] 

  各 6個詰 6,600円[ＡＣ-6][100 ｻｲｽﾞ] 

 



 

  

マンゴー 
太陽の恵みいっぱいの 

濃厚な味わい 

トロピカルの女王 

どれも糖度 13度以上 

写真は 1個詰 2,800 円[Ｄ-1][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)2個詰 5,600円[Ｄ-2][60 ｻｲｽﾞ] 

  3個詰 8,400円[Ｄ-3][60 ｻｲｽﾞ] 

 

 

宮崎･沖縄県産 

完熟マンゴー 
1個 2,800円 

(時期により産地が変更になります) 

※入荷 5～7 月(宮崎) 

 入荷 7～8 月(沖縄) 

 

宮崎･沖縄県産 

完熟マンゴー 
2個 5,600円 

(時期により産地が変更になります) 

※入荷 5～7 月(宮崎) 

 入荷 7～8 月(沖縄) 

 

写真は 2個詰 5,600 円[Ｄ-2][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)1個詰 2,800円[Ｄ-1][60 ｻｲｽﾞ] 

  3個詰 8,400円[Ｄ-3][60 ｻｲｽﾞ] 

 

千葉県産 

化学肥料不使用完熟マンゴー 

カトリーナマンゴー 
1個 3,000円 

(数量をご指定ください) 

※入荷 7 月下旬より 

写真は 1個詰 3,000 円[Ｅ-1][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)2個詰 6,000円[Ｅ-2][60 ｻｲｽﾞ] 

  3個詰 9,000円[Ｅ-3][60 ｻｲｽﾞ] 

 

裏メニュー 

メガサイズ完熟マンゴー 
(品種:玉文マンゴー) 

 

昨年実績：糖度 24度 

      重さ 2.5kg 

      価格 1万円 

不定期入荷の為、お電話でお問合せください。 

(ＴＥＬ 043-222-1220) 



 

  良質で大粒の 

みずみずしい葡萄を 

選りすぐり 

写真は 1房詰 3,500 円[Ｇ-1][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)2房詰 7,000円[Ｇ-2][60 ｻｲｽﾞ] 

皮ごと食べる 

長野県産 

シャインマスカット 
1房 3,500円 

(数量をご指定ください) 

※入荷 6 月下旬より 

皮ごと食べる 

長野県産 

ナガノパープル 
1房 3,500円 

(数量をご指定ください) 

※入荷 6 月下旬より 

写真は 1房詰 3,500 円[Ｈ-1][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)2房詰 7,000円[Ｈ-2][60 ｻｲｽﾞ] 

長野県産 

シャインマスカット 

ナガノパープル 

ぶどう 2 色詰 
1個 7,000円 

(数量をご指定ください) 

写真は各 1房詰 7,000 円[ＧＨ-1][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)各 2房詰 14,000円[ＧＨ-2][60 ｻｲｽﾞ] 

   

 

旬果詰合せ(1) 
内容：アップルマンゴー2個 

レモン・オレンジ・キウイ 2 個 

ロザリオビアンコ・パパイヤ 
 

※ご希望のご予算や内容を組み合わせる 

ことができます。 

写真は 5,000 円[Ｊ-1][80 ｻｲｽﾞ] 



 
プチッと弾ける 

小さな恋人を 

山形からお届け 

写真は 1箱 7,500 円[Ｋ-1][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)2箱詰 14,500円[Ｋ-2][60 ｻｲｽﾞ] 

 

 

山形県産 

佐藤錦化粧箱 
Ｌ 300ｇ 

1箱 7,500円 
(数量をご指定ください) 

※入荷 6 月中旬より 

 

山形県産 

紅秀峰化粧箱 
2Ｌ 300ｇ 
1箱 8,000円 

(数量をご指定ください) 

※入荷 6 月中旬より 

写真は 1箱 8,000 円[Ｌ-1][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)2箱詰 15,300円[Ｌ-2][60 ｻｲｽﾞ] 

 

山形県産 

佐藤錦バラ 1kg 詰め 
1箱 8,500円 

 
※入荷 6 月中旬より 

写真は 1kg詰 8,500 円[Ｍ-1][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)2kg詰 16,000円[Ｍ-2][60 ｻｲｽﾞ] 

  

 

旬果詰合せ(2) 
内容：アップルマンゴー 

プラム 3 個・温室みかん 4個 

ゴールドキウイ 2個 

ロザリオビアンコ・佐藤錦 
 

※ご希望のご予算や内容を組み合わせる 

ことができます。 

写真は 5,000 円[Ｊ-2][80 ｻｲｽﾞ] 



 

 

 

  

最高の証｢クラウン」 
静岡県産 

クラウンメロン 
写真は 1個詰 

5,000 円[Ｎ-1][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)2個詰 

10,000円[Ｎ-2][80 ｻｲｽﾞ] 

※入荷通年 

マスクメロンのなかでも最高の品質を持つものだけに 

与えられる称号「クラウン」確かな品質からくる絶対の自信。 

プロの職人集団の作る至高の工芸品は 

「クラウン」の名に相応しい王者のたたずまい。 

 

知る人ぞ知るレアなパイン 

沖縄県石垣産 

ピーチパイン 

3玉詰 3,000 円[Ｏ-3][80 ｻｲｽﾞ] 

(例)2玉詰 2,000円[Ｏ-2][80 ｻｲｽﾞ] 

※入荷 7 月中旬より 

 

ほんのり桃のような芳醇な香り、追熟すると鮮やかな赤い果皮。 

別名｢ミルクパイン｣と呼ばれる、やわらかい白い果肉が特徴の 

ちょっと贅沢な大人向けパイン。 

芯まで食べられる 

沖縄県石垣産 

スナックパイン 

3玉詰 3,000 円[Ｐ-3][80 ｻｲｽﾞ] 

(例)2玉詰 2,000円[Ｐ-2][80 ｻｲｽﾞ] 

※入荷 7 月中旬より 

 

品種名ボゴールという手でちぎりながら食べられる 

新感覚なパイナップルが登場♪ 

追熟すると芯まで柔らかくて美味しく食べられます。 



  

まっ黒な皮が特徴 

北海道当麻産 

でんすけすいか 

1玉 8,000 円[Ｒ-1][100 ｻｲｽﾞ] 

(例)2玉 16,000円[Ｒ-2][140 ｻｲｽﾞ] 

※入荷 7 月下旬より 

 

初競りで 50 万円の価格がついたことがある、超人気ブランド。 

糖度は 11 度以上で、空洞や傷のあるものをセンサーで選り、 

徹底的に美味しくて美しい西瓜を目指した逸品です。 

糖度 16 度以上保証 

千葉県銚子産 

金 16アムスメロン 

1玉詰 1,800 円[Ｔ-1][60 ｻｲｽﾞ] 

(例)2玉詰 3,600円[Ｔ-2][80 ｻｲｽﾞ] 

※入荷 6 月上旬より 

 

生で食べてもジューシーで美味しい朝採れトウモロコシ。 

全国でも珍しい、煮干し(九十九里産)をたい肥に使い、 

ミネラル分を豊富に含んだ土壌からたっぷりと栄養分を 

吸い上げて育った甘みの強いトウモロコシです。 

贈答店がこぞって扱う静岡県産マスクメロン｢クラウン｣でさえ 

糖度基準が 13～14 度なのに対して、 

このアムスメロンは 16 度以上と超強気の糖度基準。 

驚きの甘みをぜひ一度体験してください。 

千葉市髙梨農園の朝採れ 

ゴールドラッシュ 

ピュアホワイト 
各 2.5kg(計 5kg) 

(約 10～12本入) 

3,980 円 

[Ｓ-1][80 ｻｲｽﾞ] 

※入荷 6 月下旬より 



 

ピッコロドルチェ 20個入 2,000 円 

[商品番号 Ｕ-20] [箱サイズ 60] 

国産果実のアイスデザート 15個入 3,000 円 

[商品番号 Ｗ-30] [箱サイズ 80] 

３層デザート ジュレパフェ 6個入 1,400 円 

[商品番号 Ｘ-14] [箱サイズ 60] 

すこやかカルピスギフト 27本入 3,000 円 

[商品番号 Ｙ-30] [箱サイズ 100] 

内容：マンゴー＆ライチミルク ×4個 

    ストロベリー＆ヨーグルト ×4個 

    Ｗグレープフルーツ ×4個 

    レモン＆ライム ×4個 

    ベリー＆ベリー ×4個 

内容：青森ふじりんご ×3個 

    信州白ぶどう ×4 個 

    瀬戸内柚子檸檬 ×4 個 

    福岡あまおう ×4個 
 

※この商品は常温で保存可能です。 
凍らせてお召し上がりください。 

内容：ラフランスミックス ×2個 
    (コエンザイムＱ10 5ｍｇ入) 
 

    マンゴーミックス ×2個 
    (コラーゲンペプチド 1000ｍｇ入) 
 

ピーチミックス ×2個 
(ヒアルロン酸 20ｍｇ入) 

フルーツすぎうら 

おすすめギフト 
夏に食べたくなる！ 

果実専門店 

ＴＥＬ 043-222-1220 
ＦＡＸ 043-223-1055 

〒260-0013 千葉市中央区中央 2-9-3 

内容：白(カルピス) ×12 本 
(カルシウム入) 

 

    マンゴー ×3本 
    (β カロテン入) 
 

    いちご ×3本 
    (ビタミンＣ入) 
 

    バナナ ×6本 
    (食物繊維入) 
 

    白桃 ×3本 
    (オリゴ糖入) 

ホームページ http://www.f-sugiura.jp/ 


