
［1］ご挨拶

新緑が眩しい季節となりました。皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしのこととお慶び申し上げます。

今年も季刊紙「千客万来(夏号)」のお届け時期となりました。毎年のこととは言え、一年が経つのを本当に

早く感じてしまいますが、私達の新しい取組みも含めてご一読頂ければ幸いです。

ハウスのブドウ達は、昨年の酷暑をすっかり忘れているかのようにスクスクと育ってきています。このまま

順調に大きくなって欲しいところですが、今年はエルニーニョの影響で冷夏になるという予報も出ています。

前回エルニーニョが発生した2009年は、多くの地域で梅雨明けが遅れ、結果的に夏場の日照不足を招きま

した。実りの秋に向けてはここからが正念場。自然を相手にまだまだ気の抜けない日々が続きます。

［2］研究所トピックス　2014年2月～2014年5月

2月［中国のぶどう事情］

上海市よりぶどう園経営者が2名来られました。中国のぶどう生産量は約960万トン(2012年)で、これは

全世界の約15%を占めると言われています。(日本は約20万トン) 広大な土地に多くの人を投入して栽培を

する方法は、中国国内の旺盛な消費力に今迄は支えられていましたが、近年では雇用者の人件費の高騰等と

相まって、ぶどうバブルは峠を越えてきているとのこと。今後は栽培方法の効率化や高品質化へのシフトを

急ぎつつ、飛躍的に伸びているワイン需要への対応も考えているようでした。

　　　 4月［コストをかけない6次産業］

日本では行政の方策(支援)もあって、生産者が加工品を作り販売を進めていく“6次産業”は花盛りです。

私達は小規模農業者として、小規模農業者が取り組むことができる、コストをかけない6次産業の在り方に

ついて色々と試行錯誤を続けていますが、特徴のある加工品作りは中々簡単ではありません。○○限定品や

△△認定品といった名称で特別感を謳っても、消費者目線からすれば“もうええわ”的に映ることも事実。

生産者が安易に作る、或いは作らされるような加工品では、そこに商品的価値は決して生まれてきません。

私達が思う加工品作りに最も重要なポイントは、生産者が何故それを作るのかという点において、しっかり

した物語がそこに存在しているのかどうかということです。生産者のブランディングに繋がっていくような

物語を持った加工品こそが、私達が目指すべき本当の6次産業のカタチではないかと考えています。

※2014年　花澤ぶどう研究所の新しい加工品

*ヴィネガー トゥ ドリンク /飲む酢 (3種)　

 花澤ぶどう研究所のぶどうだけで作ったお酢とストレートジュースを、

 バランスを変えてミックスしました。 

 ～ソフトドリンクやお料理等に幅広くご利用下さい～

【お酢 : ジュースの配合割合】

 ライト(20 : 80)　ミディアム(30 : 70)　ハード(50 : 50)

     

*瀬戸ジャイアンツ　レーズンチョコレート (2種)

 「ビターチョコ & ダークラム」 「ホワイトチョコ & シングルモルト」　

　薫り高いラムと国産シングルモルトに漬けた瀬戸ジャイアンツレーズンを

　イタリア産チョコで包みこみました。

　～他にはない贅沢に仕上がった味と香りをお楽しみ下さい～



［3］今期の受注/販売について

①ぶどうの出荷期間について

　その年の気象条件に加えて、栽培場所(ハウス/路地)や管理方法(加温/無加温)等により、生食用

　ぶどうの出荷対応期間は品種により差があります。各品種のご発注を頂いた場合の出荷時期は、

　極力揃えさせて頂くようにしておりますが、生育状況により別送になることもあります。

*主要品種の出荷対応期間(目安)

区分 7月 8月 9月 10月 11月

早出し

通常

早出し *なし

通常

早出し *なし

通常

早出し *なし

通常

※その他のぶどうは詰合せ用です。(紫玉・赤嶺・涼玉・秋峰・シャイン・ニューナイ・天山・他)

※マスカットデュークアモーレは加温栽培をテスト中です。状況で7月下旬から出荷になる場合があります。

②オンラインショップ

花澤ぶどう研究所ホームページ（ＨＰ）内のお買い物ページよりお越し下さい。

ご予約開始は6月22日(日)からの予定です。

2014年4月より消費税が変更となっています。各品目の本体価格は昨年と変更しておりませんが、

税込価格は変更となりますのでご了承下さい。(送料も同様です。)

③生食品の商品構成と販売価格

*7/下旬～8/上旬出荷分 　*早出し品

ＮＯ ランク 本体価格 出荷開始

Ａ10 1.0KG 1～2房 特 8,000 ７月下旬

Ａ20 1.0KG 1～2房 良 6,000 ７月下旬

B10 2.0KG 3～4房 特 15,000 ７月下旬

B20 2.0KG 3～4房 良 10,800 ７月下旬

*8/下旬～出荷分　　　　　*通常品

ＮＯ ランク 本体価格 出荷時期

Ａ1 1.0KG 1～2房 特 6,000 8月下旬

A2 1.0KG 1～2房 良 4,500 8月下旬

B1 2.0KG 2～3房 特 10,800 8月下旬

B2 2.0KG 2～3房 良 7,800 8月下旬

C1 1.0KG 1～2房 特 4,800 8月下旬

C2 1.0KG 1～2房 良 3,800 8月下旬

D1 1.0KG 1～2房 特 4,200 8月中旬

D2 1.0KG 1～2房 良 3,200 8月中旬

Ｅ1 2.0KG 3～4房 特 8,800 ８月下旬

E2 2.0KG 3～4房 良 7,000 ８月下旬

*販売価格は税抜きです。（送料は別途）　本体価格は昨年度と変更ありません。

*特ランクの商品は「花澤ぶどう研究所」オリジナルデザインパッケージでお届け致します。

*特別割引 － お買い上げ合計50,000円以上(送料除く)で、5%割引をさせて頂きます。

*ぶどうは品種ごとに美味しくなってから収穫し、受付順に出荷します。（当日の出荷分は当日朝摘みです）

品種

瀬戸ジャイアンツ

マスカットデュークアモーレ

ハイベリー

その他

瀬戸ジャイアンツ

http://www.hanazawa-grape.com/

商品名 容量

瀬戸ジャイアンツ

瀬戸ジャイアンツ

瀬戸ジャイアンツ

珍しいぶどう詰め合わせ

商品名 容量

瀬戸ジャイアンツ

瀬戸ジャイアンツ

瀬戸ジャイアンツ

瀬戸ジャイアンツ

ハイベリー

ハイベリー

マスカットデュークアモーレ

マスカットデュークアモーレ

珍しいぶどう詰め合わせ



④加工品他の商品構成と販売価格

ＮＯ 容量 本体価格 出荷開始 出荷日

ストレートジュース J1 720ml 5,000 販売中 随時

J3 720ml 3,000 販売中 随時

ナチュラルレーズン NR1-50 50G 800 7/下旬 出来次第

NR1-100 100G 1,500 7/下旬 出来次第

NR1-200 200G 2,800 7/下旬 出来次第

NR2-100 100G 1,500 8/下旬 出来次第

NR2-200 200G 2,800 8/下旬 出来次第

NRM-100 100G 1,500 8/下旬 出来次第

NRM-200 200G 2,800 8/下旬 出来次第

NRS ナチュラルレーズン [セット] 内容相談 8/下旬 出来次第

ナチュラルヴィネガー V1 ヴィネガートゥドリンク[ライト] 200ml 1,000 5/24発売 随時

(飲む酢) V2 ヴィネガートゥドリンク[ミディアム] 200ml 1,000 5/24発売 随時

V3 ヴィネガートゥドリンク[ハード] 200ml 1,000 5/24発売 随時

VS ヴィネガートゥドリンク[セット] 各1本 3,000 5/24発売 随時

ナチュラルレーズン NRVS 内容相談 8/下旬 出来次第

ビネガーセット

プレミアムロール R1 23cm 2,500 7/下旬 週1回

(配送エリア限定) R2 23cm 2,500 8/下旬 週1回

瀬戸ジャイアンツ CH1 5KO 2,000 7月下旬 出来次第

レーズンチョコレート CH2 5KO 2,000 7月下旬 出来次第

CHS 各1箱 4,000 7月下旬 出来次第

the GRAPES S/M/L 1,500 販売中 随時

オリジナルTシャツ S/M/L 1,500 販売中 随時

*ナチュラルレーズン[セット]及び、レーズン＋ヴィネガー[セット]は内容の組み合せは自由です。ご相談下さい。

*プレミアムロールは製造翌日を消費期限とさせて頂いていますので、岡山から翌日着荷可能なエリア限定商品となります。

  

【プレミアムロールケーキ】23cm

　*瀬戸ジャイアンツ　*ハイベリー

　大粒のぶどう達がゴロゴロ

【ストレートジュース】 【レーズンチョコレート】

　左 / 瀬戸ジャイアンツ 　左 / ホワイト&シングルモルト

　右 / グレープミックス 　右 / ビター&ダークラム

　定番のストレート。 　１個 約3cmの大粒です。

　【ヴィネガー トゥ ドリンク(飲む酢)】

　  ソフトドリンクやお料理に幅広くご利用下さい。 【ナチュラルレーズン】

　  ソフト/ ミディアム / ハードの3種類　 　 *瀬戸ジャイアンツ

　  新たにハイベリーもデビュー。

【オリジナルTシャツ】 　*色・サイズ・枚数には限りがあります。

　ヴィネガーやジュースと組み合わせて、贈り物にもご利用下さい。

ハイベリー

区分 品名

瀬戸ジャイアンツストレート

グレープミックスストレート

瀬戸ジャイアンツ

瀬戸ジャイアンツ

瀬戸ジャイアンツ

ハイベリーロール

ハイベリー

ミックス

ミックス

レーズン ＋ ヴィネガー [セット]

瀬戸ジャイアンツロール

ビターチョコ & ダークラム

ホワイト & シングルモルト

レーズンチョコ [セット]

Tシャツ / レディース

Tシャツ / メンズ



⑤ご注文受付期間とご注文方法

期間 平成26年6月22日より予約受付を開始させて頂きます。

方法 インターネットショップ又はＦＡＸでご注文下さい。(電話でのご注文には未対応です）

お近くの方はカフェ“HANAZAWA GRAPES(ハナザワグレーブス)”でも承っております。

※上記の受注専用番号にFAXをして頂くと、データでPCにFAX内容が送られてきます。これでFAX機の

　不具合による未着等でご迷惑をおかけすることはなくなります。

⑥配送関係について

ご注文頂きました商品は、従来通り信頼のクロネコヤマト便にて配送させて頂きます。

北海道 東北 関東信越 北陸中部 関西中国 四国 九州 沖縄

クール宅急便や代金引換サービスをご利用の場合は、別途料金が必要となります。

商品の包装につきましては、ヤマト運輸の配送時の扱い方も十二分に考慮した資材を使用しておりますが、

万一箱の潰れ等により中の商品に影響があった場合には、お手数ですが配達店迄ご連絡をお願い致します。

汚破損等の状態により、代替品または返金対応をさせて頂きます。

⑦お支払方法について

銀行振込/郵便振替/コンビニ決済/代金引換を選択頂けます。

代金引換以外は、商品発送後に商品代金と送料を合わせた請求書（振込用紙）を作成し、郵便させて頂き

きます。到着次第、銀行・郵便局・コンビニにてお支払い下さい。

（初めてのお客様には、前金にてお願いする場合があります。）

［4］あとがき

ここ数年、色々な農業ビジネスが雑誌やTV等で紹介をされるようになりました。企業の参入も増えてきて、

益々「食」に対する感心や競争が高くなっているように思います。従来の農産物は“新鮮”又は“安い”が

キーワードとなっていましたが、最近では“農家の所得向上と自立”“農家と共に”という様な事業の方向

性を持った企業が生産者からの評価(協力)を受けています。事業者は生産物の加工・流通・販売のカタチを

整えることで生産者の負担を下げる一方で、各生産物の価格設定は生産者に任せてしまう。こうすることで

生産者間には品質と価格についての競争が生まれ、必然的に生産物のレベルが上がるという仕掛けです。

こうした事例は“生産物が売れること自体が生産者が求める本質”であると改めて感じさせてくれますが、

販売者や購入者が生産者の努力を“価値”として認識しているところが従来とは異なっていると言えます。

販売者や購入者の期待(消費力)に、生産者が価値(鮮度と品質)で応える。それは、消費規模があって始めて

成立するのかも知れませんが、これこそが本来あるべき“三方よし”のカタチなのかも知れません。

朝5時。ハウスを開けたり潅水をしたりで一日の作業が始まります。日中が更に暑くなってくるこれからは

この時間帯の使い方がバテない為に重要となります。新製品のヴィネガーを飲んで、元気でシーズンを乗り

切れるよう頑張ります。本年度のご用命を心よりお待ち申し上げております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年6月　　花澤ぶどう研究所　花澤伸司
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まで
1,450 1,028 823 720 720 617 1,193


