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東北自動車道よりお越しの場合
　鹿沼I.C.より　 車で10分
　宇都宮I.C.より 車で15分
電車でお越しの場合
　JR宇都宮駅より 　車で20分
　東武宇都宮駅より  車で15分

阿部梨園

321-0346
栃木県宇都宮市下荒針町3409
028-648-9695
mail@abe-nashien.com
http://abe-nashien.com
facebook.com/abenashien

Adress

Tel/Fax
E-mail
Web
FB

2018.07 阿部梨園

お好きな方法でご注文いただけます
店頭
321-0346
栃木県宇都宮市下荒針町 3409

店頭からの発送、お持ち帰りのいずれも承ります。
ぜひ阿部梨園へお越しいただき、畑や生産者を
ご覧になり、ご試食の上、お買い求めください。
クレジットカード&電子マネー決済も可能です！

http://abe-nashien.com
ウェブ

発送情報の入力も簡単便利、オススメのご注文
方法です。商品のラインナップや売れ筋を確認し
ながら、速やかにご注文いただけます。
クレジット決済可能です。

電話
028-648-9695

商品の選び方や注文方法にお悩みの場合は電
話またはメールでご相談ください。複数品種の詰
め合わせや発送方法のご希望など、詳細なリク
エストも可能な限り対応いたします。

ファックス
028-648-9695

阿部梨園専用の注文票（FAX・郵送兼用）をご
利用いただくと、スムーズにご注文いただけます。
注文票がお手元にない場合は、ウェブサイトから
ダウンロードもしくはお問い合わせください。

mail@abe-nashien.com
メール

商品の選び方や注文方法にお悩みの場合は電
話またはメールでご相談ください。複数品種の詰
め合わせや発送方法のご希望など、詳細なリク
エストも可能な限り対応いたします。

郵便
321-0346 栃木県宇都宮市
下荒針町 3409 阿部梨園 お客様係

阿部梨園専用の注文票（FAX・郵送兼用）をご
利用いただくと、スムーズにご注文いただけます。
注文票がお手元にない場合は、ウェブサイトから
ダウンロードもしくはお問い合わせください。
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阿部梨園
守りながら変えていく

Year book of Abe-nashien in 2018

阿部梨園の知恵袋
あべなしえんのちえぶくろ

農家の小さい改善実例300

阿部梨園は自身の経営改善ノウハウをオープン化し、農業界に貢献しています。
➡詳しくは4-5ページ
阿部梨園の知恵袋｜農家の小さい改善実例300 ➡ http://tips.abe-nashien.com

2018

週刊モーニングで好評連載中の青果市場エンタメ漫画、
「八百森のエリー」に阿部梨園が登場しました！

©仔鹿リナ/講談社　　　　　　　　　　　 ➡ 詳しくは6ページ



百貨店カタログギフト商品
 ･ 東武宇都宮百貨店様（お歳暮ギフト）
郵便局カタログギフト商品
 ･ ふるさと小包（地域限定版）：
　 ･ 「阿部梨園の梨（幸水・豊水・あきづき）」
　 ･ 「阿部梨園のにっこり梨」
 ･ 郵便局の関東特産品（2017 - 秋）
店頭販売
 ･ 東武宇都宮百貨店：九州屋様
 　（宇都宮店、栃木市役所店、大田原店）
飲食店
 ･ Cité Auberge 様（栃木県宇都宮市）
 ･ オトワレストラン様（栃木県宇都宮市）
 ･ Restaurant Kakurai 様（栃木県宇都宮市）
 ･ Naomi OGAKI 様（栃木県宇都宮市）
 ･ La Rochelle 様（東京都千代田区）
 ･ CAFE’ くーずべりー様（栃木県宇都宮市） New!
 ･ BAR フルールドゥリス様（栃木県宇都宮市） New!
スムージー、ジュース、ジェラート、他
 ･ MonChou（モンシュ）様（栃木県宇都宮市）
 ･ ラチエンスムージー様（神奈川県茅ヶ崎市）
 ･ 785 ベジプレスヒガノ様（栃木県下都賀郡壬生町）
 ･ ジェラテリア Vivo 様（栃木県宇都宮市）
 ･ 伊澤いちご園様（栃木県下野市）
 ･ トミヒサアイス様（東京都新宿区） New!
 ･ パティスリーメルシー様（栃木県宇都宮市） New!
 ･ うしとらブルワリー様（東京都世田谷区、他） New!

お取り扱い実績（2017）メディア実績（2017-2018.5）

2018（〜5/31）
18.05.29 日本農業新聞 新聞
18.05.23 NHK とちぎ 640 テレビ CF/ 知恵袋
18.05.18 全国農業新聞 新聞 CF/ 知恵袋
18.05.19 マイナビ農業 対談 w/ 岩佐大輝さん ウェブ CF/ 知恵袋
18.05.15 できる .agri ウェブ CF/ 知恵袋
18.05.14 アグリジャーナル ウェブ CF/ 知恵袋
18.05.14 植物工場・農業ビジネスオンライン ウェブ CF/ 知恵袋
18.05.09 SMARTAGRI ウェブ CF/ 知恵袋
18.05.10 産経新聞 新聞 CF/ 知恵袋
18.05.08 マイナビ農業 ウェブ CF/ 知恵袋
18.05.08 農 ledge ウェブ CF/ 知恵袋
18.04.17 NHK とちぎ 640 テレビ
18.04.7,8,10,12 マイナビ農業特集 座談会 ウェブ CF/ 知恵袋
18.04.01 アグリジャーナル vol.7 雑誌 CF/ 知恵袋
18.03.22 週刊モーニング 八百森のエリー（二回目） 雑誌
18.03.18 ミヤラジ「外からの風」 ラジオ
18.03.01 週刊モーニング 八百森のエリー（初登場） 雑誌
18.02.28 NHK ひるまえほっと テレビ CF/ 知恵袋
18.02.27 日本農業新聞 新聞 CF/ 知恵袋
18.01.30 NHK ニュース 640 テレビ CF/ 知恵袋
18.01.16,19,23,26 マイナビ農業 新春座談会 ウェブ CF/ 知恵袋
18.01.22 農業ビジネスマガジン 20 号 雑誌 CF/ 知恵袋
18.01.13 中国新聞 新聞 CF/ 知恵袋
18.01.08 岩手日報 新聞 CF/ 知恵袋
18.01.08 上毛新聞 新聞 CF/ 知恵袋
18.01.08 共同通信（配信）新聞 CF/ 知恵袋

2017
17.12.27 CRT 栃木放送
　　　　 「インサイト TODAY」 ラジオ CF/ 知恵袋
17.12.21 毎日新聞 新聞 CF/ 知恵袋
17.12.14 産経新聞 /Yahoo! ニュース 新聞 CF/ 知恵袋
17.12.13 日本農業新聞 新聞 CF/ 知恵袋
17.12.12 日経新聞 新聞 CF/ 知恵袋
17.12.22 レディオ・ベリー
　　　　 「松本謙のトチギフト！」 ラジオ CF/ 知恵袋
17.12.08 マイナビ農業 ウェブ CF/ 知恵袋
17.12.08 レディオ・ベリー
　　　　 「宇都宮プライド「愉快なラジオ」」 ラジオ CF/ 知恵袋
17.12.06 アグリジャーナル ウェブ CF/ 知恵袋
17.12.05 下野新聞 新聞 CF/ 知恵袋
17.11.28 農 ledge ウェブ CF/ 知恵袋
17.10.26 ミヤラジ「宮ランチ！ 12 時」 ラジオ
17.10.06 とちぎテレビ「ニュース LIFE「とちぎびと」」 テレビ
17.08.24 とちぎテレビ「イブニング 6Plus」 テレビ
17.07.10 レディオ・ベリー「ナチュラリズム」 ラジオ
17.06.10 ミヤラジ「あぜみちさんぽ」 ラジオ
17.04.19 NHK「首都圏ネットワーク」 テレビ
17.04.01 とちぎ LIFESTYLE GUIDEBOOK Vol.2 雑誌

イベント実績（2017-2018.5）

2018（〜5/31）
18.05.17 公益社団法人日本青年会議所
　　　　「事業創造セミナー」 講演/発表
18.05.10 下都賀地区認定農業者協議会研修会 講演/発表
18.03.06 栃木県「とちぎふるさと投資活用連絡会議」講演/発表
18.02.28 農林水産省 第4回農業の「働き方改革」検討会 講演/発表
18.02.18 井上貴至オープン視察会&意見交換会 見学/視察
18.02.06-07 青森県青年農業者会議 講演/発表
18.01.29 中小規模農家ナイト with ポケットマルシェ 講演/発表
18.01.24 できる.agriセミナー＠栃木県 講演/発表
18.01.20 一次産業を活かしたとちぎの楽しい地域おこし講演会
　　　　@宇都宮大学 講演/発表

2017
17.11.26 とちぎハイスクールフェスティバル 2017 梨イベント
17.11.19 J3 第 32 節「栃木 vs 鳥取」
　　　　（マッチスポンサー） 梨イベント
17.10.28 うつのみや Startup Camp 見学 / 視察
17.10.28 吉田村まつり 出店 / 出展
17.09.16 「梨と日本酒を楽しむ会 made in 宇都宮」
　　　　 @BAR フルールドゥリス 梨イベント
17.07.06 若手梨生産者経営改善研修会（千葉） 見学 / 視察
17.02.24 塩谷地区認定農業者協議会第 2 回研修会 講演 / 発表
17.01.27 五所川原地区農村青少年クラブ 見学 / 視察
17.01.15 おいしいいちごができるまで vol.3 梨イベント

守りながら 変えていく ２０１８

昨年、阿部梨園は、過去数年の経営改善のノウハウを業界に還元する

「阿部梨園の知恵袋」プロジェクトで、大きく取り上げていただきました。

ご支援くださった皆様には、心より御礼申し上げます。おかげさまで、

僭越ながら、農業経営の進歩のための、一助になれたように思います。

今シーズンほど、梨園の営みについて考え直した年はありません。本業以外で

話題になったからこそ、梨作りへの姿勢が問われます。これまでの取り組みを

公開したからこそ、梨の品質から圃場管理まで期待のハードルが上がります。

私たちはこれらをチャンスととらえて、梨作りへのエネルギーに変えます。

例年以上の適期作業と仕上がり精度を、各作業工程で徹底してきました。

新しい工夫も取り入れています。スタッフの技術も一層向上し、経験値も

上積みしました。もちろん経営やサービスも見直しています。

おいしい梨をお客様へお届けするためだけに、全てを注ぎます。

今年も阿部梨園にご期待ください。

2018年　阿部梨園　 代表　阿部英生
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1. 経営ノウハウ公開！クラウドファンディング！

阿部梨園は過去 3 年間で 500 件の経営改善、
業 務 改 善 を 実 現 し ま し た。農 家 の 経 営 の
内側には大きなポテンシャルがありながら、
同業の仲間はみな同じような悩みを抱えて
います。自分たちの実践事例を公開すれば
何か役に立てるのではないかと思い立って
しまいました（企業秘密を公開することは、
かなり無謀なチャレンジです）。

　共感してくださった方から経済的な支援を
受けること、話題に乗って公開情報が流通す
る こ と、同 志 と つ な が る こ と を 目 的 に、
不特定多数から支援を募るクラウドファン
ディング（資金調達）を企画しました。

このプロジェクトは阿部梨園を応援してくだ
さっている方や、趣旨に賛同してくださった
方々に、派手に盛り上げていただきました。

「100 万円で 100 件公開」という初期目標は
早 々 に 達 成 し、「最 大 300 万 円 で 300 件
公 開」と い う 延 長 ゴ ー ル を 設 定 し ま し た。
そちらも期間中に達成させていただきました。

期間中にいただいた声を受けて最終的には、
経営改善をテーマに生産者と応援する人たち
が集まるコミュニティづくりまで訴えました。
経 営 ノ ウ ハ ウ の 共 有 が 個 人 農 家 の 存 続 に
とって不可欠だということを提案し、振り
向いてもらえたように思います。

『阿部梨園の知恵袋』としてリリース！

2 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等、多くの
メディアの関心を呼び（P2 参照）、社会的
な活動であることが伝わりました。

3 当初は、100 万円すら届くかどうかも確信があ
りませんでしたが、最終的には目標の 450% にま
で達しました。これは、農家の経営の内側という、
実は今まで目を向けられてこなかったところに、
大きなニーズとがあったということだと思いま
す。私たちはこれを農家のポテンシャルととらえ、
発信させていただきました。
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2017年も沢山の出来事に恵まれた阿部梨園でした。
その中から厳選したニュースをお伝えします。

Abe-Nashien NEWS vol.3阿部梨園通信 vol.3
あべなしえんつうしん だい 3 ごう

CLEAR! 100 万円で 100 件公開
CLEAR! 200 万円で 200 件公開

NOW! 300 万円で 300 件公開
NEXT! 活動を広げます !!

1F

2F

3F

4F

阿部梨園の
100 件を超える
小さい改善ノウハウを
公開するオンライン知恵袋を作りたい！

Promise100+
powered by 阿部梨園

阿部梨園の知恵袋

7日で達成 !!

次のゴールは 400 万円 !!

変わりたい農家がつながる
変わりたい農家を支える
コミュニティを作ります。

1 クラウドファンディングページのトップ画像。平屋からはじまって、最終的には4階建てになりました。

4 公開したサイト。私たちなりに苦心した様子が生 し々く記述されていますので、親近感をもって読んでいただけると思います。
　隣の家の経営がガラス張りになっていたら覗いてみたくありませんか？どうぞご笑覧ください！

330人  総支援者数（のべ）
452.5万円   総支援額

Facebook 阿部梨園の知恵袋ファンページ

https://www.facebook.com/tips.agri
阿部梨園の知恵袋 ： 変わりたい農家のための改善実例300

http://tips.abe-nashien.com

2018 年 5 月に「阿部梨園の知恵袋」として
公開されました。全て実例、広範囲をカバー
しつつ、一つひとつは小さく完結しています。

これらの活動を通して引き続き、農家の経営
はまだまだ可能性があるという希望を発信
していきたいと思います！（URL は↙↓）



2. サッカーJ3、栃木SCのマッチスポンサーになりました！

講談社の人気誌「週刊モーニング」で好評連載中の青果市場エンタメ
漫画、「八百森のエリー」第 20 話、第 23 話に阿部梨園が登場しています！

作者の仔鹿リナさんが宇都宮市在住というご縁で知り合い、取材に
お越しいただきました。弊園の梨（桃）作りや直売にかける熱意を
丁寧に取り上げていただいた結果、リアルに表現されています。

宇都宮の青果市場を舞台にした同作は、農業関係者および宇都宮市民に
とって必読の漫画です。たいへん勉強になる内容で、食や農に関心の
ある皆様には、まさに必見の教科書です。ぜひ、「八百森のエリー」を
買って、農食業界と阿部梨園、そして仔鹿先生を応援してください！

阿 部 や 佐 川 を は じ め と す る 弊 園 ス
タッフが漫画調で登場しています。
梨をお召し上がりいただく際、お贈
りいただく際の、話のネタにしてい
ただければ幸いです。

3. 週刊モーニング連載中の人気漫画「八百森のエリー」に登場しました！
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2017年も沢山の出来事に恵まれた阿部梨園でした。
その中から厳選したニュースをお伝えします。

Abe-Nashien NEWS vol.3阿部梨園通信 vol.3
あべなしえんつうしん だい 3 ごう

1 昇格に向けて負けられない一戦、ナイターにもかかわらず多くのサポーターが詰めかけました！　　　　　　　　ⒸTOCHIGISC

4 人気漫画、人気誌に載るなんて超ラッキー！スタッフ一同、感激しました！　©仔鹿リナ/講談社

2 マッチスポンサーの社長スピーチを CRT ハウジングさん
に譲っていただいて、僭越ながら阿部がスピーチいたし
ま し た。大 勢 の 観 衆 を 前 に、と て も 緊 張 し た よ う で す。
もちろん、栃木県の名産である梨、とりわけ「にっこり」
の PR をさせていただきました！なんと MVP への梨詰め合
わせセットの贈呈も。
これからも、（非公認）梨パートナーとして、栃木 SC さん
のことを応援していきたいと思います。

1 八百森のエリー（1）
　モーニングKC
　出版社：講談社
　作者：仔鹿リナ
　発売日：2018.1.23
　ISBN：4065108306

2 八百森のエリー（2）
　モーニングKC
　出版社：講談社
　作者：仔鹿リナ
　発売日：2018.4.23
　ISBN：4065112834

3 八百森のエリー（3）
　モーニングKC
　出版社：講談社
　作者：仔鹿リナ
　発売日：2018.7.23
　ISBN：4065120136

  阿部梨園は第③巻に登場！ 7 月 23 日発売予定！  ➡

11 月 19 日に開催された 2017 明治安田生命
J3 リーグ 第 32 節 、栃木 SC 対ガイナーレ
鳥取戦のマッチスポンサーになりました！
その名も『総合住宅展示場 CRT ハウジング＆
守りながら変えていく阿部梨園スペシャル
マッチ』（長い）！鳥取は梨のライバル産地、
まさに梨ダービーです。にっこり梨の試食
販売もありました。試合は惜しくも引き分け。

個人農家が J リーグチームのスポンサーとは
おそれ多い大役でしたが、栃木 SC の熱い
サ ポ ー タ ー の 皆 様 に 温 か く 受 け 入 れ て
いただき、ありがとうございました。私達も
栃木 SC さんのようにファンを作り、地域を
盛り上げる存在になれるよう、頑張ります。



贈り物には様々なシーン、目的があり
ますが、まずは何と言っても、【お祝い】
でしょう。結婚祝いや出産祝いから
始まって、誕生日プレゼントもあります。
同様に多いのが、【お礼・お返し】です。
感謝の気持ちはカタチになって
こそ伝わります。また、先方を訪問
するときや、誰かと久しぶりに会うとき
には【手土産・あいさつ】としての
贈り物が活躍します。会話のきっかけ
になってくれるかもしれません。

贈り物は気持ちを表明する際にも活躍
します。例えば相手を【応援】する
気持ちや、異性に何気なく【好意】
を示す際に、プレゼントはさりげない
仕事をしてくれます。

Q. どんなときに贈ればいいの？

Q. どんなお祝いがあるの？ A. 旬の梨は贈りものにピッタリ！

Q. どんな季節の贈り物があるの？

おくりもの…贈っていますか？
近年、贈り物は減少傾向です。低迷する景気、

希薄な人間関係、好みやライフスタイルの

多様化、そして贈り物がなくても生きていける

私たち。たしかに不可欠なものではありません。

しかしながら、プレゼントは人生に彩りを加えて

くれる特別なものです。様々な場面で粋な役割

を果たしてくれます。ここで、贈り物について、

いま一度思い巡らせてみましょう。

贈り物のススメ
by 阿部梨園

【ビジネス】シーンでも同様で、贈答
品は取引やコミュニケーションを
なめらかにします。会社同士のやりとり
も、担当者間のお付き合いもあります。

様 な々シーンが思い浮かびますが、特
に理由のない【思いつきのプレゼント】
が心温まる最強の贈り物かもしれませ
ん。何もなくても贈り物を交換できる、
そんな関係は素晴らしいですね。

日本にはお中元やお歳暮といった、定
期的に贈り物を交換し合う美しい
伝統文化があります。若い世代には
馴染みの薄い習慣かもしれませんが、
マナーさえ学んでしまえば、毎年やって
くる待ち遠しいイベントです。

また、父の日や母の日、敬老の日など、
特定の人に感謝の気持ちを表すイベ
ントもあります。

クリスマスやバレンタインデーは欧米の
文化でしたが、すっかり日本でも定着
して一大イベントになりました。

外せないイベントはカレンダーに書き
込んで、忘れないよう準備しておき
ましょう。もちろん、8～12 月は梨の
シーズンです。品種ごとの販売時期も
一緒に書き込んでおいてくださいネ。

一番人気はやっぱり食べもの！
右記の調査によると、贈答品の中で
「食品」はダントツ１位、なんと 73%
を占めています。おいしい食べ物は
いつの時代も喜ばれるようです。

旬の梨は世代を問わず人気です。
ベテラン世代には日頃から食べ慣れて
いる食材として、若い世代には自分で
はなかなか買わない高級品として、
喜んでもらえるのではないでしょうか。

贈り物でご利用いただくための最高級
の梨を生産・販売しています。単なる
農産品ではなく、ギフトとして完成度
の高い商品をご用意しております。
バラエティに富んだオリジナル化粧箱
や包装紙、のし紙、手紙の封入など、
お客様に満足していただけるよう最大
限の配慮をいたします。

誕生日のお祝い
家族はもちろん、友達や同僚同士
でも嬉しいイベントです。サプライズの
演出も添えれば盛り上がります。プレ
ゼントする側も一緒に楽しみましょう！

結婚祝い
とびきりのビッグイベントです。新生活
は何かと入り用になるので、どんな
ものでも嬉しいものです。海外では
新郎新婦が「欲しいものリスト」を
公開し、皆がそれを分担してプレ
ゼントするという形式もあります。

出産祝い
新しい家族の誕生を共に喜び、大役
を終えたお母さんにねぎらいの気持ち
を込めて贈ります。育児グッズやベビー
用品などが喜ばれます。遅くとも生後
一ヶ月以内にお祝いの品を送ると
いいようです。

子どもの成長に合わせたお祝い
七五三から始まり、入学祝いや成人
祝いまで、ライフステージ毎にお祝い
の機会があります。

長寿祝い・結婚記念日
誕生日や結婚記念日には、○寿や◯
婚式などの周年イベントもあります。
年を重ねるほど、重みが増してきます。

その他のお祝い
他にも様々なお祝いがありますが、
よくあるものでは、「快気祝い」「新築
祝い・引越し祝い」「受賞祝い」
「昇進祝い」「退職祝い」「開店・
開業祝い」などがあります。

贈り物カレンダー
1 月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11 月

12 月

お年賀

バレンタインデー

ホワイトデー

クリスマス

こどもの日（節句）、母の日

父の日

敬老の日

お中元

お歳暮

梨
の
あ
る
時
期

食品以外

食品

27%

73%

図1 贈答品の内訳 

お祝いを受けとったら、お礼の
気持ちを込めて、内祝いなどの
お返しをしましょう。

番外：内祝い・お返し

贈答用の最高級梨を用意してお待ちしています
出展：『家計調査通信』 2015.11
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「ヒンシュのヒミツ」第二回は
栃木が誇る「にっこり」です。
「にっこり」は1996 年に、栃
木県農業試験場が品種
登録しました。大玉の晩生
品種「新高」と、甘さと酸が
濃厚な「豊水」のかけ合わせ
です。
県の名所である「日光」と、
「梨」の音読み =「リ」という
発音から名付けられました。
大玉で糖度が高く、シャリ
シャリした食感の、日持ちも
する優等生です。お歳暮にも
多くご利用いただきます。

にっこりは栃木県を中心に
栽培されており、栃木県が
生産量日本一、全体の
約 8割です。（2013 年）。

栃木県を代表する名産であり、
お歳暮などの贈答用でご利用
いただくからこそ、高い品質が
求められます。阿部梨園はより
大きく、よりおいしい「にっこり」に
こだわって栽培管理しています。

にっこりは 10 月上旬から採れ始め、
下旬にピークを迎えます。10 月末～
11月初頭には収穫完了になります。

にっこりは比較的新しい
品種なので、全体の 1% 弱
です（2014 年）。それだけ
珍しい品種だといえます。

1 栃木県
2 茨城県
3 千葉県
4 統計なし
5 統計なし

にっこりの栽培面積
ランキング

品種毎の作付面積
ランキング

阿部梨園は「にっこり」に
力を入れています

大きさ

みずみずしさ

めずらしさ

あまさ

阿部梨園の独自基準による

幸水の評価

にっこりの収穫時期
（阿部梨園基準）

ヒンシュのヒミツ No.2

にっこり
NIKKORI

その他二十
世紀

新高豊水幸水

10月上旬 10月中旬 10月下旬 11月上旬

※ あくまで阿部梨園基準の目安になります。天候状況や
　 販売状況によって10日程度前後することがあります。

梨といえば幸水、と言われるほどの代表品種です。阿
部梨園でも最も多く生産しています。ありふれているか
らこそ、阿部梨園の味の違いをご実感いただけます。暑
い夏にジューシーな幸水を。

大きさ

みずみずしさ

めずらしさ

あまさ

幸水 KOSUI
こうすい

7月 8月 9月

幸水に次ぐ生産量を誇る品種です。果汁が多く、みず
みずしさが好評です。甘さに加えて適度な酸味もある
ので、さっぱりした味をお楽しみいただけます。甘い品
種と交互に嗜むのが乙です。

大きさ

みずみずしさ

めずらしさ

あまさ

豊水 HOSUI
ほうすい

8月 9月 10月 8月 9月 10月

全体的にレベルの高い、バランスのとれた梨
です。酸味が少ない分、甘さが際立ちます。果肉も柔ら
かいので食べやすいです。酸味のある豊水の後、甘さ
が恋しくなった頃の登場です。

大きさ

みずみずしさ

めずらしさ

あまさ

あきづきAKIDUKI

甘さと大きさ、保存性を兼ね備えた、栃木が誇る優等
生です。1kg 以上も珍しくありません。糖度は高く、シャ
リシャリとした食感です。冷暗所で保管すれば正月
までお楽しみいただけます。

大きさ

みずみずしさ

めずらしさ

あまさ

にっこりNIKKORI

10月 11月 12月

お盆前（8月上旬）から収穫できる、阿部梨園で一番
早く採れる梨です。やや小ぶりですが、桃のような甘い
香りとなめらかな食感が特徴的です。幸水を待ちきれ
ないお客様に好評です。

大きさ

みずみずしさ

めずらしさ

あまさ

筑水 CHIKUSUI
ちくすい

7月 8月 9月 8月 9月 10月

阿部梨園にある品種の中で最も甘いと言われている、
固定ファンの多い品種です。メジャーな梨では物足り
ないお客様にオススメです。生産量が少ないので、
お早めにご注文ください。

大きさ

みずみずしさ

めずらしさ

あまさ

南水 NANSUI
なんすい

桃好きの梨園代表がとうとう作ってしまった秘蔵の桃
です。果汁が豊富で甘く、芳醇な香りがします。品種は
「白鳳」、代表的な桃の品種です。生産量が増えてくる
のをゆっくりお待ちください。

大きさ

みずみずしさ

めずらしさ

あまさ

桃 PEACH
もも

7月 8月 9月

8月 9月 10月

「幻の梨」としてテレビで取り上げられたこともある、
珍しい梨です。大玉の青梨で、見た目のインパクトが
あります。味も上々。何と言っても名前のとおり、さわや
かな香りがユニークな希少種です。

大きさ

みずみずしさ

めずらしさ

あまさ

かおりKAORI

品種登録されたばかりの稀少種、阿部梨園でも販売
開始しました。8 月上旬に収穫できる早生種としては
大きく、食べごたえがあります。甘い香りがするのも特徴
です。まだ生産量は少なめ。

大きさ

みずみずしさ

めずらしさ

あまさ

香麗 KOREI
こうれい

7月 8月 9月 10月 11月 12月

和梨（日本の梨）で培った栽培技術を洋梨にも応用
して生産しています。甘さ、香り、なめらかな触感を
お楽しみいただけます。販売品種は主にラ・フランス
です。こちらもご注文はお早めに。

大きさ

みずみずしさ

めずらしさ

あまさ

洋梨 La France
ようなし

阿部梨園の選べる9品種+1
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10月 11月 12月7月 8月 9月

桃
筑水
香麗

幸水
豊水

あきづき
かおり
南水

にっこり
洋梨

※ 天候状況や販売状況によって
　 10日程度前後することがあります。

品種ごとの収穫時期（販売時期）

2018年は少し早めの見込みです。お早めにご注文ください！


