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幸水幸水
日本を代表する品種。
阿部梨園の幸水の違いを
お楽しみください。

豊水
幸水に次ぐ西の横綱。
みずみずしい果汁と
ほどよい酸味が特徴です。

あきづき
きれいなかたちをした、
品のよい梨です。
甘さも人気の理由です。

にっこり
栃木生まれの優等生。
シャキシャキ甘い大玉で、
お正月まで保存可能です。

安心の高糖度保証安心の高糖度保証
全ての梨がおいしい阿部梨園の梨で
すが、その中からさらに、高糖度の
ものを選抜しました。

宝石箱のようなデザイン宝石箱のようなデザイン
梨のかたちをした宝石をデザインし、
開封するドキドキ感を添えています。
１玉ずつ丁寧に包装されているので、
特別な贈りものにアヴェーチェを。

A アヴェーチェ
阿部梨園の最高傑作

豊水幸水

南水筑水

あきづき にっこり

かおり

内容量：3kg
幸水、豊水、あきづき、筑水、南水：6個

にっこり、かおり：3個

価格：5,000 円（税込）

にっこり

I 誘い（いざない）箱
栃木みやげの新しい定番

豊水幸水

南水筑水

あきづき

かおり

内容量：3kg
幸水、豊水、あきづき、筑水、南水：6個

にっこり、かおり：3個

価格：3,000 円（税込）

栃木名物をイメージ栃木名物をイメージ

栃木県の名産品、名所をイメージ
した外装です。栃木を代表する梨だ
から、他県へのおみやげにピッタリ！

めずらしい六角形めずらしい六角形
六角形のめずらしい商品として
覚えていただき、誘い箱は阿部梨園
の定番商品になりました。３個また
は６個でお届けします。

M メルシー箱
きもちをかたちに

豊水幸水

南水筑水

あきづき

内容量：3kg
幸水、豊水、あきづき、筑水、南水：5-8個

価格：4,000 円（税込）

「ありがとう」という名前の商品「ありがとう」という名前の商品
「メルシー」はフランス語で「あり
がとう」という意味です。誰かに
お礼がしたい、お返しがしたい、
そんなときはメルシー箱の出番です。

安心の高糖度保証安心の高糖度保証
アヴェーチェ同様に糖度を測定し、
基準をクリアした梨のみを使用して
います。

C ケーキ箱
ちょっとかわいいプレゼント

豊水幸水

南水筑水

あきづき にっこり

かおり ラ・フランス

内容量：2kg
幸水、豊水、あきづき、筑水、南水：4個

にっこり、かおり：4個

価格：2,200 円（税込）

こだわり商品

自信の

商品のデザインや包装、
糖度保証など、こだわった
商品をご用意しました。
お好みに合わせてどうぞ。



筑水
阿部梨園で最も早く
収穫される早生種です。
桃のような香りがします。

南水

RL レギュラー10kg
阿部梨園でおなかいっぱい

豊水幸水

南水筑水

あきづき にっこり

かおり

内容量：10kg
幸水、豊水、あきづき、筑水、南水：16-28個

にっこり、かおり：10-16個

価格：6,800 円（税込）

　　　7,000 円（税込）

　　　7,600 円（税込）

ラ・フランス

豊水

幸水 あきづき 筑水 南水 ラ・フランス

にっこり かおり

かおり
ほとんど出回らない幻の
品種です。さわやかな
香りのする大玉の青梨です。

梨の中でも最も甘いと
言われています。生産量の
少ない稀少品種です。

ラ・フランス
とろけるような甘さと
食感は洋梨の特権です。
料理やデザートにどうぞ。

RX レギュラー2kg
気軽な手みやげとして人気

豊水幸水

南水筑水

あきづき にっこり

かおり ラ・フランス

内容量：2kg
幸水、豊水、あきづき、筑水、南水：3個

にっこり、かおり：2個

価格：1,800 円（税込）

最も多くのお客様に
お求めいただき、
長く愛されているのが
レギュラーの商品です。

レギュラー商品
おなじ

みの

RM レギュラー5kg
一番人気のお値打ち商品

豊水幸水

南水筑水

あきづき にっこり

かおり ラ・フランス

内容量：5kg
幸水、豊水、あきづき、筑水、南水：8-14個

にっこり、かおり：5-7個

価格：3,400 円（税込）

　　　3,500 円（税込）

　　　3,800 円（税込）

RS レギュラー3kg
5kgは食べきれない方に

豊水幸水

南水筑水

あきづき にっこり

かおり

内容量：3kg
幸水、豊水、あきづき、筑水、南水：5-8個

価格：2,500 円（税込）
豊水

幸水 あきづき 筑水 南水 ラ・フランス

にっこり かおり

品種ごとに販売時期が異なります。

複数の品種を収穫している時期は、
異なる品種の詰め合わせも可能です。
詳しくは注文時にお問い合わせください。

生産状況や、予約・販売次第では、
予定より早く販売終了することがあります。 8月

9月 10月 11月 12月品種ごとの販売時期



阿部梨園の梨

数を減らし、1つ1つの実に
栄養と光をを集めることで、
おいしさを凝縮しています。

量より質
管理作業をすばやく的確に
済ませることで、梨の生育を
タイミングよく支えます。

適期作業
最新テクニックを貪欲に取り
入れ、妥協せず実施します。
さらに独自の工夫を加えます。

高い技術

おいしさだけを追求しました。
甘さはもちろん、品種ごとの
味の特徴も意識して作ります。

おいしい
とにかく

梨は大きいほどおいしいので、
小さい実を徹底的に減らして、
大きい実だけを育てています。

大きい
びっくり

栽培基準を守るのは当然のこと、
木ごとに作業記録を管理して
トレーサビリティを守ります。

安全・安心
もちろん

http://abe-nashien.com
検索阿部梨園

検索宇都宮　梨

検索エンジンでも見つかります

明
保
通
り

市立明保小

フードオアシス
オータニ

セブン
イレブン

鹿沼街道
至 宇都宮市内至 鹿沼

※ 明保通り側からの
　 車の進入はできません

武田内科

星小児科

鷺谷病院

至 大谷

×
×

栃木プレス
センター
栃木プレス
センター

ご注文方法

1. 電話、FAXで注文
電話やファックスで直接ご連絡ください。

電話：028-648-3528
FAX：028-648-9695

2. インターネットで注文
http://abe-nashien.comから
ネットショップページヘアクセス。
「お問い合わせ」ページから
ご連絡いただいても対応可能です。

3. 店頭で注文、購入
下の地図を参考に店頭までお越しください。
スタッフ、阿部家一同お待ちしています。

ウェブサイトが
リニューアルしました。
梨のこと、阿部梨園のこと、
販売情報など盛り沢山です。
ウェブショップでも
ご注文いただけます。

①ご希望の商品、注文数　②品種
③梨の大きさのご希望（あれば）　
④ご送付先情報（お名前、ご住所、電話番号）
⑤お客様の情報（お名前、ご住所、電話番号）
⑥お届け希望日 *（あれば）
* 生産状況や、予約・販売次第では、
  ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。

下記①～⑥をご確認の上、
1.～3. いずれかの方法でご注文ください。

おいしさのひみつ

どこにも負けません

とことん丁寧に作りました


