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紀ノ川いちじく > 西谷さん家の完熟いちじく（Ａ級、ＡＡ級）    

前の商品 西谷さん家の完熟いちじく（Ａ級、ＡＡ級）   次の商品
 

 
　平成２１年産は、おかげさまで完売しました。 
 
　皆様、ありがとうございました！ 
　また、来年産もどうぞよろしくお願いします。 
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●     

●     農園概要

●     支払い・送料など

●     皆さまの声

●     よくあるご質問

●     正会員登録

●     メルマガ
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国産レモン、みかんなどを紀州から農家直営で
宅配！ 
フルーツも産直でどうぞ。

●     はじめての方へ

●     買い物カゴ

●     お問い合わせ
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（豆知識：実は私達「いとこ」なんです。） 
 
 　今回は、ご縁をいただき、ありがとうございます！ 
 
 
　農家が家で食べている、本当の完熟イチジクです。
　イチジクの味って、ハズレが多くないですか？ 
　それは、イチジクというフルーツが、日持ちの悪いフルーツだからです。 
　日持ちが悪い　→　少し早めの実が固い時期に収穫しなければ　→　未熟で収穫しないと仕方ない。。。 
　この考え方が一般的ですので、完熟の実を収穫すること自体は、生産者のロスにつながってしまいます。 
　またこのような考え方をしてしまうのは、流通経路の長さも要因のひとつにあげられます。 
　収穫場所　→　ＪＡ様　→　卸市場様　→　仲卸様　→　スーパー様　→　お客様 
　このような長い流通経路がございますので、なるべく早めの固い実を収穫し、発送しなければ、完熟を収穫し
て発送すると途中の段階で実が傷んでしまったりします。 
　このロスをなくすためにも、完熟の実は避けられてしまいます。 
 
　一番おいしい実なのですが。。。 
　多くの品ぞろえを絶やすことなく陳列するためには、この流通経路は絶対に必要な経路です。 
 
　流通経路を否定するものでもありませんし、私達に自身もその恩恵に与かっております。 
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果物を果物語で届けます！ 
 
●     掲 示 板
 
●     農園概要
●     園員紹介
●     支払・送料など
●     皆様のお声
●     よくあるご質問
●     会員登録
●     メルマガ登録
●     買い物かご
●     サイトマップ
●     マスコミ掲載御礼
●     レモンなレシピ集
●     観音山はこんなとこ
●     地元の名所 粉河寺
●     日本の食料と農業
●     研修生募集中！
●     観音山大感謝祭2007
●     観音山大感謝祭2008
●     観音山大感謝祭2009
●     私達の選別方法
●     ムッキーちゃん
●     自家製堆肥
●     紀ノ国屋様フェア
●     セゾンファクトリー様と
●     お～い！観音山。
●     風景日記ｂｙ美恵子 
●     新人ブログｂｙＯｔａ 
●     プレスリリース一覧 
●     リンク集１
●     リンク集２
●     リンク集３
●     リンク集４
●     リンク集５

 
　今回完熟をお届けできておりますのは、こちらの朝収穫したイチジクの実が翌日にはほとんどの地域でお届け
出来るために、ギリギリまで樹に生らすことができ、最後の最後まで栄養が届いた実をお届けできているから
です。 
　「イチジクの本当の味を届けたい！」 
 
　そんな西谷さんと観音山フルーツガーデンの心意気が、今回のハーモニーを奏でました。 
　ど田舎で農作業にいそしむ私達の熱い想いを、ぜひご清聴下さいませ。 
 
  

 
 僕の名前は「いちじくん」！ 
 桃と一緒で、柔らかくなるのが早いいちじくは、完熟前の収穫、出荷
が一般的です。 
　だから「農家が食べている完熟いちじく」を、今回あなたにもお届け

できればと思います。 
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柑橘一族の血脈  

自ら出向いて売る！  

東京ビッグサイトにて  

授業で夏みかんを！  

一緒に取り組みましょう  

日本を耕す！  

紀ノ川アウトレット  

業務用お問い合わせ  

掲載されています。 
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2010年 01月
 

日 月 火 水 木 金 土
     1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

今日
←赤色の日は、お休みを頂いて
おります。

メ-ル  

FAX:0736-73-3210  

 

携帯からもご注文ＯＫ！ 
http://kannonyama.com

  

温暖化と農業は一蓮托生！ 
 

ログアウト 
 

 

 

 
 
　こうして栽培すると、作業が楽で効率も良いんです。 
 
　ここまで大きくするのにも、長い年月がかかっているんです。 
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 農家が子供に食べさせている、「完熟いちじく」の美味しさをあなたにも。 
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僕は色々なミネラル分も豊富なんだよ！ 
詳しく説明しているから、参考にしてみてね。 
 
 
ミネラル成分表（いちじく100 g 中） 
たんぱく質 (g） 0.6

無機質(mg)
ナトリウム 2.0

脂肪 (g) 0.1 鉄 0.3
炭化水物(g) 糖質 10.4

ビタミン(mg)

Ｂ１ 0.03
繊維 0.7 Ｂ２ 0.03

灰分 (ｇ) 0.5 ナイアミン 0.2
無機質(mg) カリウム 17.0 Ｃ 2.0

カルシウム 26.0 Ａ（ＩＵ）カロチン含む 12.0
リン 16.0 エネルギー 43kcal

※未熟なものを食べると、胃を壊す場合があるので、ご注意ください。（当園からのお届けは完熟をモットーとしております。） 
 
イチジクに含まれる栄養素 
○ポリフェノールが含まれており、身体の酸化を抑制すると言われています。 
○ペクチンを含んでいるので、腸の中をきれいにすると言われています。 
○ベンズアルデヒドが含まれており、抗ガン作用があると言われています。 
○繊維質が多く含まれているので、腸の働きを活発にしてくれると言われています。 
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○女性ホルモンのエストロゲン成分を含みますので、女性の更年期障害やお乳の出が悪い場合などに良いと言われています。 
 

 
生食用だけでなく、ジャムやコンポートなどにもご利用下さい。 
ドライイチジクや、ワイン煮なんかも評判ですよ。 
 
 

 
  

 
　通常の流通経路では、完熟イチジクは輸送途中に傷んでしまうため、ほとんどが固い状態の実を収穫し、店頭に並んでおります。 
　ど田舎の生産現場から、農家直送でお届けできますので、樹上でじっくり完熟したイチジクをお届けできます。 
　イチジクの本当の美味しさを、ぜひ感じて下さい。 
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　完熟イチジクを食べられていますか？ 
 

イチジクは未熟だと味が薄く、なかなかおいしいイチジクには巡り合え
ません。 
 
農家が食べてるもっちりとした熟れ熟れいちじくをお楽しみ下さい。 
 

 
 
  

 
 
 
　「いちじくを　もぐ手を伝う　雨雫」（高浜虚子） 
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（なお、北海道、沖縄地域への発送につきましては、送料別途２００円（税込）を頂戴しておりま
す。） 
送料無料でお届けします。 
１８個のイチジクが入っています。 
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（なお、北海道、沖縄地域への発送につきましては、送料別途２００円（税込）を頂戴しておりま
す。） 
送料無料でお届けします。 
９個のイチジクが入っています。 
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（なお、北海道、沖縄地域への発送につきましては、送料別途２００円（税込）を頂戴しておりま
す。） 
 「いちじく尽くし」のセットも初登場です。 
　イチジク好きの方には、絶対のお勧め！ 
 
　イチジクジャムのページはこちらをクリック。 
　ドライイチジクのページはこちらをクリック。 
 
傷みの出ないように、上下にクッションを使っております。 
 
 
「ＡＡ級（ご贈答用）」、「Ａ級」、「Ｂ級」がございます。 
 

ＡＡ級 
（ご贈答用）

ご贈答用の箱にお詰めし、Ａ級の中からさらに
外観、味ともにり良い状態ののものを選りす
ぐってお届けします。

４，９８０円（税込・送料無料）

Ａ級 
（ご家庭用） 外観、味ともに良いものをお届けします。 ３，９８０円（税込・送料無料）
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Ｂ級 
（加工用）

味はＡ級品と同じですが、外観に傷などがある
ものとなります。ジャムなど加工用向き。 ２，９８０円（税込・送料無料）

（なお、北海道、沖縄地域への発送につきましては、送料別途２００円（税込）を頂戴しておりま
す。） 

訳あり（Ｂ級品）はこちらをクリックしてください。 
 
　　ご注文前にお読み下さい。 
１、この商品は、完熟のためご注文日の翌日発送が出来ない場合がございますの
で、ご了承下さい。なおその場合でも、ご注文日の２～３日後にはこちらから発送
させて頂きます。 
２、発送は気温の高い時期のみクール便にてお届けします。（追加料金頂きません。） 

３、細心の注意を払って発送いたしますが、完熟で実が柔らかいため輸送による多
少の傷みが発生する場合がございます。（激しい傷みの場合は、まずご連絡下さい。誠心
誠意対応させて頂きます。） 
４、天候により味が左右されやすいため、長雨の場合などは出荷を控えますのでお
届けが遅くなる場合がございますが、ご了承下さい。
 　お客様からのうれしいご感想↓ 
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西谷さん家の完熟いちじく（Ａ級、ＡＡ級） 

  

 
獲得ポイント : 100ポイント

数量 個数
１箱に１８玉又は９玉のイチジクが入っています。ご
注文から２～３日程度のご猶予をお願いします。 
いちじくのグレード 

販売価格 :  円
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オプションでｋｇ数を変動すると、価格も変更
します。 
　御注文ｋｇ数が多ければ多いほど割安に設定
しています。 
　【例】５ｋｇを２箱の場合→（御注文ｋｇ
数）を「５ｋｇ」に、（数量）を「２」にして
買物かごに入れて下さい。  
 

  

  

 
 

こちらも一緒にいかがですか？↓

 

紀ノ川ネーブル（ネーブる？：Ａ級
品）   

(１ｋｇにつき、約３～６個のネーブ
ルが入っています。)

 

園田さん家の熟れ熟れ桃  
  

(配達希望日は指定できませんのでご
了承下さい。御届けは７月下旬頃か

らとなります。)

 

西谷さん家のいちじく（おてんば
娘：Ｂ級品）   

 

(Ｂ級品のいちじくが約１８個程度
入っています。加工用にどうぞ。)

 

西谷さん家の完熟巨峰  
 

(巨峰２房（約１ｋｇ）が入っていま
す。もぎたての直送は味が違いま

す。)

　　　　　 

 

氏名 : 評点 : ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★

内容 : 
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氏名 内容 評点 日付
 

うめ 先日母の誕生日に届けていただきました。 とっても美味しい... ★★★★★ 2009/10/08
 

マユミ 先日、イチジク好きの方宅へ直送していただきました。 早速... ★★★★★ 2009/09/07
 

城山 美味しいいちじくが届きました｡ 実は、いちじくが大好き... ★★★★★ 2009/09/05
 

satomi 待ちに待った35年振りのイチジク！ 懐かしい香りとトロ～と... ★★★★★ 2008/11/01
 

ゆうぽん ９月１０月と連続で実家へ贈りました。両方ともに大満足の甘... ★★★★★ 2008/10/03
 

宗久 最近あまり会えない祖母へお中元として贈ったら、大喜びでし... ★★★★★ 2008/08/24
 

ゆうぽん 昨年喜ばれたいちじくをお中元用にと予約して実家に贈りまし... ★★★★★ 2008/08/06
 

ゆうぽん 今回も美味しいイチジクをありがとうと父から感激の電話があ... ★★★★★ 2007/11/18
 

ゆうぽん 大好きないちじくがこんな晩秋でも美味しく頂けて父が大満足... ★★★★★ 2007/11/09
 

genki いちじくは今まで青くさい物だと思っていましたが、こんなに... ★★★★★ 2007/09/24
 

奥さま 本当においしかった。まわりの白いところが、クリームみたい... ★★★★★ 2007/09/18
 

pow21 本日、到着しました。はじけそうな果肉としっとり甘みが、子... ★★★★★ 2007/09/14
 

 
▲ページトップへ

インターネットでのご注文は２４時間、３６５日お受け致しております。 
国産レモン電話（０１２０－５９３－２６２：フリーダイヤル）、ファックス（０７３６－７３－３２１０）でのご注文は、朝８：００～夜８：０
０の間でお願い致します。なお、昼間は畑にいるため電話に出られない場合がございますので、留守番電話に録音をお願いします。折り返しお電話
致します。 
【ファックス注文用紙打ち出し ⇒ 【ＨＴＭ版 ＰＤＦ版】＞＞詳しくはこちら

本州・四国・九州４９０円（税込） 【北海道、沖縄県は６９０円（税込）、和歌山県は４００円（税込）】 
（１件　２０ｋｇ以内，離島の場合は別途追加料金をお願いする場合がございます。） 
合計金額（送料除く）が5,000円以上の場合は送料半額！にさせて頂きます。 
合計金額（送料除く）が7,000円以上の場合は送料無料！にさせて頂きます。 
（ご注文商品の合計が２０ｋｇ以内で、かつ１回の配送先が1箇所の場合に限ります。） 
＞＞詳しくはこちら

クロネコヤマト様の宅急便にお願いしております。通常はご注文頂いた
日の翌日の発送、翌々日お届けを家族一同心がけています。ご注文が集
中した場合は、発送が遅れる場合がございますのでご了承下さい。 
※時間帯お届サービス ※（追加手数料は不要です。） 
＞＞詳しくはこちら
■ご利用いただけるクレジットカード

＜ＶＩＳＡカード・ＭＡＳＴＥＲカード・ＪＣＢカード・ダイナースクラ
ブ・アメリカンエキスプレス＞ 
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ご利用いただけるコンビニエンスストア
 

【クレジット：手数料無料！】・【代金引換：手数料１９０円】・【コンビニ＆郵便振込：手数料９０円】 
クレジットカードは注文時、代金引換は商品到着時のお支払。コンビニ・郵便振込は商品到着後の後払い（振込票を同封しておりますので、到着後
10日以内にお振込下さい。）  
>>詳しくはこちら

商品に傷み等がございましたら、商品到着後２日以内に当方にご連絡をお願いします。正当な事由がある場合のみ運賃等は当社負担にてお取替え致
します。なお、ナマモノですのでお客様のご都合による商品到着後のキャンセルはご遠慮下さいませ。 
>>詳しくはこちら

 

 〒６４９－６５２３ 
和歌山県 紀の川市（旧：那賀郡粉河町） 下丹生谷 ５５７ 
電話：０１２０－５９３－２６２（フリーダイヤル） 又は ０７３６－７３－４０９５ 
ＦＡＸ：０７３６－７３－３２１０ 
Ｅ－ｍａｉｌ：kodama@kannonyama.com / URL：http://kannonyama.com  
 
「果物」を、「果物語」で　届けます。

国産レ
モンみ
かんみ
かん
ジュー

スデコポンはるみはっさくポンカン清見はれひめせとかはるか 春峰すだちかぼすゆずライム太秋柿甘秋柿早秋柿富有柿フルーツセットレ
モンの樹夏みかんネーブル桃いちじくみかん蜂蜜梅ぶどう皮むき器（ムッキー） 

▲ページトップへ
 

Copyright (c) 紀州紀ノ川 観音山フルーツガーデン All Rights Reserved.  
0736-73-4095 

商号 : 有限会社　柑香園 
代表 : 児玉　典男 

個人情報保護ポリシー 個人情報担当者 : 児玉　典男 特定商取引に関する法律に基づく表示 
事務所の所在地 : 和歌山県紀の川市（旧那賀郡粉河町）下丹生谷５５７
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