
価格は全てカナダドル建です ALL PRICE are in CANADIAN DOLLARS. 

ほぼ実物大
AVERAGE
ACUTUAL
SIZE

今年もカナダ BC州産 超大粒ダークチェリー をお届けいたします！
We’re shipping   Canadian BC “EXTRA LARGE” Dark Cherries  to JAPAN！

常に定評のある オービル農園産 (WA)
Cherry King AUVIL FARM from WA！

チェリーの名産地 ワシントン州より 厳選！
Most famous Cherry State, WA！

カナダはBC州、オカナガンを含む中東部の生産者達
がカナディアンプライドを持って育てている自慢のチェ
リー。手塩にかけて育てた超大粒チェリーは味もサイズ
も見事です。一度お試しください。
（カナダ産のみ収穫・お届け時期が8月上旬から下旬となります。）

Grown by cherry farmers 
around Okanagan area with  
tender care and their Canadian pride. 
Both taste and size cannot beat any other kinds.
(This product will be delivered from early August)

1kg

$85$85

2kg

$155$155

3kg

$199$199

1kg

 $138 $138

超大粒 EXTRA LARGE

レイニア種
RAINIER

2kg

 $212 $212

超大粒 EXTRA LARGE

レイニア種
RAINIER

2kg
各1kg ea.

 $204 $204

超大粒 EXTRA LARGE

ダーク種＆レイニア種
DARK & RAINIER

1kg

   $78   $78

大粒 LARGE

晩生種ダーク
Late-Harvest DARK

1kg
各500g ea.

   $121   $121

大粒 LARGE

ダーク種＆レイニア種
DARK & RAINIER

AC-01 AC-02 AC-03

AG-02 AG-04 AG-03 AL-01 AM-03

超大粒 EXTRA LARGE 超大粒 EXTRA LARGE 超大粒 EXTRA LARGE

お届け時期：
7月中～下旬
Delivery: 
Middle to late July



FAX  604-324-7132  8:00-16:30   
79 East Kent Ave. (N),  
Vancouver, BC, V5X 2X5  Canada 土日祝休
EMAIL gift@seaborn.ca TEL 604-324-7166  
Toll-Free TEL   1-866-880-5527
Toll-Free FAX   1-866-880-5528  

バンクーバー事務所 / OFFICE

日本向け宅配ギフトのご注文は オンライン、
郵送、FAX、店頭にて受け付けております
Orders for Japan accepted by Online,
Mail, Fax, Email and at our store.

送料込
サーチャージ
　　北海道・沖縄 / Hokkaido & Okinawa
　　離島へはお送りできません
　　We cannot ship to REMOTE ISLANDS

2023
チェリー価格表

CHERRY GIFT

to JAPAN

PRICE LIST

2023.4.25

ご注文締切 ORDER DEADLINE
            予告なく変更することがございます
CAN BE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

米WA州オービル農園産
AUVIL FARM, WA, USA
ワシントン州産ミックス
Washington, USA
ワシントン州産晩生種ダーク
Late-Harvest DARK, Washington, USA
カナダBC州産
BC, Canada

お届け予定 DELIVERY

 

6/18 
6/18 
7/16  
8/6 

おねがい
①お受取人様不在や住所不明による返送、別住所への転
送は別途手数料・送料が発生しますので、お客様のご負担
を増やさないため、また出来るだけフレッシュな状態でチ
ェリーをお届けするため、今一度配送先ご住所のご確認を
お願い致します ⓶生鮮品取り扱いにつき、よりスムーズな
ご伝達ができますよう必ずご注文書にご依頼主のメール
アドレスをご記入ください

●締切は天候により早まる事があります ●ご注文いただ
いた順に最高のタイミングで収穫・出荷いたしますので配
達日指定・熨斗のご要望は受付 れません（お届けに1ヵ月
以上かかる場合がございます） ●沖縄本島を除く離島へ
はお届けできません ●天候、作柄不良により出荷困難な
場合は全額返金致します ●お受取人のご都合による配達
遅延の場合の商品の再配達、品質保証、返金はございませ
ん ●同時にご注文いただいても複数の商品や複数箇所
へお届けの際、配達日が異なる場合があります ●他の商
品との同梱はできかねます ●カナダドルでの請求になり
ます

PLEASE  READ
①Please reconfirm the delivery address to get the 
cherry to the recipients without any delay. Additional 
shipping and handling fee may incur for re-delivery 
due to recipients’ absence, unknown address or 
moving ⓶For faster and smoother communication 
regarding to delivery of fresh products, please write 
your email address on your order form

●Deadline may be earlier due to the weather and less 
harvest ●Delivery dates cannot be requested (Please 
keep in mind that it may take more than one month to 
deliver after receiving your order) ●We are unable to 
deliver to remote islands, excluding Okinawa main 
island ●If products cannot be delivered due to 
shortage, a full refund will be given ●If you are 
requesting delivery to multiple addresses, delivery 
dates may not be the same for all the addresses ●We 
are unable to replace, guarantee quality, or refund due 
to delivery delay caused by recipients ●This will not be 
able to be packed with other Seaborn products ●
Payment has to be made by CAD 

WA州ミックス

WA州 晩生種ダーク

オービル農園
)

カナダBC州
WA Late-Harvest DARK

６月下旬～７月上旬
7月中旬～７月下旬

7月上旬～７月中旬

8月上旬～8月下旬 Early August to Late August

Early July to Middle July

Middle July to Late July
Late June to Early July

天候や収穫状況により変更することもあります
Delivery schedule is subject to change


