
いつもありがとうございます。 

W39 青果発注書をお送り致しました。 

御注文のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

・9月 20日 ターミナル出荷は出荷お休みです 

火曜日 9月 21日着の御注文は承れません。 

週三日納品のお客様は、恐縮ですが 9月 22日水曜日着で御注文頂ければ幸いです。 

尚、9月 23日木曜日出荷は通常通りさせて頂きますので、 

9月 24日金曜日納品可能です。 

 

・北海道産 特別栽培 恋するマロン 8玉 特売 4-7玉値上げ 

結局、W38 の恋するマロン 8玉は 128箱しか出荷で来ませんでした。 

そこで、もう一度お願いです。 

『お願いです』 と書くと、無限樹からまた電話が掛かってくるかもしれない。 

この発注書の本文は、もちろん全仕入先にも毎週お送りしています。 

私共が何を考え、どのように商品をお勧めしているかを仕入先にも知ってもらいたいからです。 

それで先週の、この 8玉の特売をみなさんにお願いしている文章を読んで、 

大川社長から電話がありました。 

 

『そんなに、遜らなきゃダメなのかい？』 と。 



返事をしたかどうか、覚えていない。 

大川社長の言い分は、『 8玉だからって手を抜いている訳でもなければ、 

未熟で収穫している訳でもない 』  

『 小玉と言えども、無限樹の名前を傷つけるような物なら、はなから送っていないのに 』 

という訳を、少し不満そうに話して来た。 

 

気分は充分理解できるが、スーパーマーケットさんの気分も分かる。 

『 せっかく、価格の高い南瓜を一所懸命売れるように努力と創意工夫をして来た 』 

『 安いからと言われて、はいっ そうですかと、簡単に乗る訳にはいかない 』  

って感じだと思います。 

 

私の言い分は、4玉も 5玉 6玉と同じ価格で販売して頂く時、 

『 南瓜は大きいほど美味しい 』 と言って納得してもらった経緯があります。 

『 天候がと言われても・・・ 』 と思われるだろうなあと、想像して来ました。 

そこで、普段横目で見て、『 高いのだから、美味しいんだろうなあ 』 

『 でも、南瓜は南瓜でしょ、私は無理して買わなくても 』 と、 

思われていた来店されるお客様に、是非味を知って頂くために、 

敢えて破格の価格を付けたのだが・・・・・ 

 

それで画像で訴えることにした。 

右の画像は、8玉 2分の 1 カット。 

左の画像は、その半分、8分の 1 をレンジでチンした。 

お皿の一辺は、20cm です。 

しつこいようだが、もう一度画像を。 



大川社長なら、『ラクレットチーズを乗せ

て・・・』 と言いそうだ。 

4人くらいで充分満喫できる。 

この世のものとは思えない、美味さだ !! 

 

今は、日曜日の夜 6時 40分、 

今から高槻に戻る前に、 

視察にも行かせてもらったマルヨシセンター

オリジナル BOX さんの、油揚げと昨日収獲したオクラの味噌汁を飲んでいる。 

むっちゃ美味い油揚げだ。 

それはさておき、この南瓜で味噌汁をすれば、溶けて無くなるから要注意。 

で、このボリュウムで 4分 1 だから、4分の 1 にすれば、98円で売れます。 

98円で美味く食べれられる食品は、この油揚げと、この南瓜くらい。 

およそ、1000箱がこの週末に在庫として存在する。 

この画像を見て、心動かしてくれるバイヤーさんがおられることを望む。 

 

最後になりましたが、4-7玉を僅か値上げさせて頂きました。 

 

・松茸情報 多難です。 

 ２０２１年度輸入生鮮松茸の状況 

 

  9月7日現在 

●中国産 産地状況  

来週向けて、中国産の高いつぼみだけになってきました。 

雲南省もシャングリラが今週で終わります。次の産地は、 

小さいのですが少しずつは出てきました。 

四川が終わり、吉林は、干ばつで不作、北朝鮮は、コロナで中国への入荷は無し。 



ということで、来週はこれからの産地のつぼみのみですが、秋夕（２１日）に向けて、中

国、韓国の買いが強く、 

価格は、来週いっぱい強いです。日本は、業務関係がコロナで動きが悪い中なので、 

１万円台で止まります。 

例年であればと考えると、どうなっていたかと思います。 

敬老の日までは、少ない開きとつぼみでの対応になり、日々状況が動くと思います。 

今まで日本へは、70％開きでしたが、ひらきは、来週は5％、10％は無いと予想します。 

敬老の日まではご注意ください。  

開きは、末期の物なので、数量とも不安定になります。ご迷惑おかけします。 

次の開きは、９月末ごろと思われます  

●北米松茸について  

カナダは、全く出てきません。今のところ産地も分からないといっています。 

雨も気温も最適で、出ない理由は、考えられず、出てくるのを待つだけです。 

少ないうえに中国の入荷減に影響し、また、現地の買いも強くしばらくは、 

高値で推移します。 

アメリカ産は、干ばつの影響で、まだ虫食いとカラカラの松茸です。９月後半になります。 

●日本市場  

ご注意ください。懸念していた敬老の日に向けて販売する松茸が 

中国の高いつぼみだけになりました 

特に今週後半から連休前までが、難しいです 

上記のように中国は、つぼみのみの対応、カナダも量は出ていません。 

月アメリカは、末になりそうで、北米は、連休販売の商談は厳しいです。 

敬老の日向けての売り方が注意が必要です。よく相談させてください。 

●今後の動き  

 中国は、値上げになりました。北米は出てくるのを待つだけです。 

状況は好転しません。日々ベストを尽くし対応させていただきます。 



よろしくお願いします。 

 

あまり良い状況とは言えません。 

私たちも、昨シーズンは会社で配り、あれだけ松茸をみんなで食べて、 

うちの家族も 『 また松茸 』 と言うほど食べたのに、 

今年は未だ一回しか食べられていません。 

従って、私たちも盛り上がりに欠けています。 

雲南省の後半産地、カナダ産、北米産が出てくれば、 

私たちも御相伴に与かれるかも知れません。 

それまで、じっと待った方が良いのかもしれません。 

つらいところです。 

私が育った滋賀県の彦根市では、『ツクツクぼうし』 という蝉は、 

毎年夏の終わりから秋の初めになって鳴き始める蝉でした。 

ところが小豆島に行くと、夏のスタートからこの蝉が鳴いて驚きました。 

この夏は、先週からようやく鳴き始めました。 

やっぱり、『ツクツクぼうし』 も今年の夏は調子が外れて、 

いつ蝉になって良いのか分からなかったのかも知れません。 

加えて台風 4号が上海に 3日ほど居座るので、 

上海空港は今日から 3日間閉鎖しています。 

現時点(9/13am10:30)では、四川の空港から香港の空港に飛ばして 

関空に入れるルートを検討されています。 

これが上手く行けば木曜日着以降は、何とかなるかもしれません。 

でも、このルートが出来なければ、週後半は全欠の可能性が出て来ました。 

何とか、土曜日着は出来ないものかと祈っています。 

火曜日着は全量用意可能です。 

水曜日は、一部サイズ変更が発生してしまいます。 

申し訳ございません。 



 

・人気の 温州みかん 肥のあけぼの 特別栽培 熊本県三角町 吉田夫妻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社を始めて直ぐに、地球儀と、 

縦が 120cm くらいある大きな日本地図を買いました。 

暇な時に、じっとこの地図を見ていると、 



日本列島はミクロネシアを中心点にして孤を描くように、 

一本の LINE があるように見えました。 

西は天草から大分を通って佐多岬に上陸し、 

西条市・川之江を通過し、淡路島の南端をかすめて和歌山に上陸します。 

紀伊半島の真東に横切り渥美半島にまた上陸します。 

ここから、伊豆半島を跨いで房総半島に達する LINE です。 

おそらくプレートに乗っかっている高地がその LINEの北にドッキングしたのでしょう。 

その西端の天草諸島から東にくっついている三角半島です。 

ここに、吉田果樹園さんがあります。 

この半島は小高い山の半島ですが、この南斜面の海岸沿いに位置します。 

吉田優さんは、穏やかな方で、奥さんはこちらが黙っていれば永遠に話し続けられる方です。 

そういえば、同じ柑橘類の園で大串農園って素晴らしい農家がおられますが、 

この夫妻も同じでした。 

大串さんが運転されて私が助手席に、奥様が後部座席におられましたが、 

急に静かになったので、？？と思ったら眠っておられました。 

みんながみんなという訳では無いと思いますが、美味しい柑橘類が育つ地域の 

環境というのは、ひともその様にいられるという事でしょうか。 

糖度を測っている画像、汚くてすいません、柑橘類は食べるのも、皮を剥くのは苦手です。 

ヤマダストアーさんを筆頭に一時期、沢山取り組んで頂いていましたが、 

みなさん農家さんと直接に取り組むブームがあり、 

それはそれで考え方で、それもひとつの方法だと思いますが、 

今も続いておられるのでしょうか。 

でも、正直言って私がお店を見させて頂く限り、仕入れるよりも売る方が難しそうに思えます。 

今までは、いい商材を安く仕入れていれば売れたと思いますが、 

次の時代に入っていて、バイヤーの仕事内容もゼロから組み立て直すことが 

急務なのではないかと思います。 

まあ、それはそれとして、こういうみかんもありますよ、という事での御案内です。 



今のところ、550gp と 1000gp の 2SKU です。 

御希望があれば、そのパックを作ります。 

お声がけくださいませ。 

 

・さつまいものシーズン到来！ 

9月に入り気温が一気に下がり秋らしさが強くなってきましたね。 

さつま芋が動き始める季節となってきました！現在弊社では、 

宮崎県 特別栽培 久保さんの宮崎紅 

香川県 有機栽培 宮下さんの坂出金時 

香川県 有機栽培 宮下さんのハロウィンスイート 

三種類のさつま芋を取り扱っているのですが、 

どれもスタートから好調で、私は売れ筋商品の変化で季節の変化も感じています。 

数年前から九州を中心にもとぐされ病が蔓延し、過酷な状況がずっと続いておりますが、 

今年も美味しいさつま芋が届いております。 



昨年 10月に九州のお店を視察したところ、ハロウィンの時期という事もあり、 

きっちり品揃えされているのを見て、弊社も取り扱いを決定しました。 

先日、宮下さんの坂出金時とハロウィンスイート の試食会を行いました。 

結果は画像の通りでしたが、どちらのさつまいもも、思っていたよりホクホク感があり、 

数字以上に甘く感じ、非常に美味しかったです。 

もう少し日にちが経ち、気温が下がってくれば更に美味しくなり、 

10月末のハロウィンの頃には、ハロウィンスィートは大もてになる と思います。 

すでに焼き芋機が活躍している店舗さまも多いかと想像しております。 

昨年あまりアピールできませんでしたが、今週からスタートする種子島糖蜜安納芋ですが、 

高級とまとの小箱がヒットしているように、安納芋もヒットするのではと思い、 

昨年から糖蜜安納芋の小箱を取扱が始まりました。 

焼き芋機で販売している傍らに、今販売している焼き芋はこの安納芋ですよ～と、 

小箱を積み上げケース販売することでアピール度がさらに上がるように思います。 

下は、売り場作りの成功事例画像です。 

販促物等御要りようでしたら申し出て頂ければ御用意できます。 

また、あと 1、2 ヶ月すると大人気商品、「本物の味」である 

福井県のほっこり金時もスタートの予定となっております。 



是非、さつま芋のラインナップに組み込んでください。（有安海） 

 

新登場 

  種子島産 栽培概要 糖蜜安納芋 

  熊本県産 特別栽培 吉田さんの肥のあけぼのみかん 

  北海道産 栽培概要 和田さんの男爵 700g 

  北海道産 栽培概要 和田さんのメークイン 700g 

  北海道産 特別栽培 中村さんの玉ねぎ L4玉 p 

  北海道産 特別栽培 中村さんの玉ねぎ M6玉 p 

  カナダ産              松茸 次週w40予定 

商品案内変更 

長崎県産 特別栽培 なんぶ小ねぎ               ・・・再開 

   宮崎県産 特別栽培 野中さんのチマサンチュ    ・・・再開。 

ただし数量に限りがあります。 

   北海道産 特別栽培 恋するマロン南瓜 4-7玉・・・価格変更。値上げ。 

   長野県産 特別栽培 サンつがる 36-40玉   ・・・在庫販売 

   ペルー産   有機栽培 ナチュラルヒーローバナナ  ・・・燻蒸処理の為、休止。 

代替品でエクアドル産あります。 

終了 

           山形県産 特別栽培 遠藤さん達の行者菜 

           長野県産 特別栽培 サンつがる 28-32玉 

           徳島県産 特別栽培 野本さんのキタアカリ 

 

それでは、今週も御注文の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

有限会社アルファー 

吉田清一郎 


