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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
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E-mail
Web
FB

2017.06 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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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）：
　 ･ 「宇都宮の梨（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（2016 - 秋）
その他カタログギフト商品
 ･ トチギフト（ファーマーズフォレスト様）
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）
農産物直売所
 ･ みんなの直売所 あぜみち様
飲食店
 ･ Cité Auberge 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）
スムージー、ジュース、ジェラート、他
 ･ MonChou（モンシュ）様
 ･ ラチエンスムージー様
 ･ 785ベジプレスヒガノ様
 ･ ジェラテリア Vivo 様 New!
 ･ 伊澤いちご園様 New!

お取り扱い実績（2016）メディア実績（2016-2017）

平成29年
･ （7/9）レディオ・ベリー「ナチュラリズム」 
･ （6/10）ミヤラジ「あぜみちさんぽ」 
･ （4/19）NHK「首都圏ネットワーク」
 ･ とちぎ LIFESTYLE GUIDEBOOK Vol.2（栃木県）
平成 28年
 ･ （11/2）レディオ・ベリー「B-UP!」 
 ･ （11/1）フジテレビ「国分太一のおさんぽジャパン」 
 ･ （10/6）日本経済新聞 
 ･ タウン情報誌「もんみや」9月号
 ･ （8/30）下野新聞
 ･ （8/15）FMやまと「土曜の散歩道」 
 ･ （4/1）レディオ・ベリー「宇都宮プライド 愉快なラジオ」
 ･ 月刊「ソトコト」3月号 （木楽舎）

イベント実績（2016-2017）

平成29年
 ･ （2/24）塩谷地区認定農業者協議会第２回研修会（登壇）
 ･ （1/15）おいしいいちごができるまで vol. 3
平成 28 年
 ･ （12/7）農家のこせがれ限定交流会（登壇）
 ･ （12/3）おいしいいちごができるまで vol. 2
 ･ （12/2）河内地域農業・農村活性化シンポジウム（登壇）
 ･ （11/5）おいしいいちごができるまで vol. 1
 ･ （10/29）梨まつり！ 
                   ～みずみずしい梨の魅力に迫るレストランイベント～

2016年、阿部梨園は直売率99%+を達成しました
おかげ様で、すべての品種を完売し、直売率99%オーバーを達成しました！

販売できる等級は完売ですので実質100%です。ご利用いただいたお客様一人

ひとりに、心より感謝申し上げます。弊園の梨作りや品質を認めていただいた

結果と思い、これまでの取り組みを一層深く追求しようと決意を新たにしました。 

私たちは、作った梨が「阿部梨園の梨」としてお手元に届くことをとても大切に

しています。それが、つみ上げてきたお客様との信頼関係そのものだからです。

お客様の期待に応えるため、新しい圃場（畑）も建設しました。美味しい梨を作る

ためにスタッフやチームも日々成長しています。今年も昨年以上の梨をお届け

できるよう万全の準備でお待ちしています。

2017年　阿部梨園　 代表　阿部英生

01　阿部梨園2017　ごあいさつ 実績紹介　阿部梨園2017　02



阿部梨園通信
2017年 夏号 2016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.2

1. 新圃場（新しい梨畑）ができました！

2017 年 3月、とうとう新しい梨畑ができあがり
ました。2015 年初から着工して、2年強かかり
ました。敷地内の杉林を伐採、開墾して作った
畑です。業者におまかせではなく、可能な限り
自分たちで手をかけたことも自信になりました。
今後の阿部梨園の象徴になるであろう畑、これ
から何十年と共に歩みたいと思います。

お客様の期待に応えるべく、新しい畑には品薄
の人気品種が多く作付けされています。これま
で以上の量を作りつつも、高い品質を保ち、全
てを完売できるよう、レベルアップを図ります。
新しい畑には「根圏制御」という最新の技術を
導入しました。施設園芸に近いような管理方式
で、次世代型農業っぽい雰囲気です。

2. 『国分太一のおさんぽジャパン（フジ）』に出演しました！

3. 梨ジェラートを作っていただきました！

なんと2016 年 11月1日、テレビ地上波の全
国放送で取り上げていただきました！フジ
テレビ系列 27局で放送されている『国分太一
のおさんぽジャパン（フジ）』という番組です。

本番までゲスト名も番組名も全く知らされず、ドキド
キしながら待っていたらやってきたのは TOKIO
の国分太一くん！さすがアイドル！ジャニーズ！かっ
こいい！さわやか！顔小さい！と舞い上がっている
間にロケは進行し、無事終了になりました。

番組内では旬の「あきづき」「南水」「にっこり」を紹
介していただきました。微力ながら産地の PR にも
なったでしょうか。ちなみに「にっこり」は時を前後し
て他メディアでも多々取り上げられました。おかげ
で、にっこり大フィーバーになり、県内全域で売り切
れ続出となりました。今年もご注文はお早めに！

調理や加工にあまり向かないと言われている
梨ですが、一流の方々が梨さえも一級品の
料理 /食品にされるのを、私たちは何度も目の
当たりにしてきました。今回紹介したいのは
2016 年の新プロジェクト、梨ジェラートです !

作っていただいたのは、栃木県内で有名な
ジェラート店、伊澤いちご園さんとジェラテリア
Vivoさんです。伊澤いちご園さんでは「かおり」
「にっこり」「洋梨」を、Vivoさんでは「豊水」を
使用していただきました。

品種ごとに違う繊細な味や食感をジェラートで
再現するのは至難の業ですが、そこはまさに
プロ。私たちもたらふく食べてしまいました。
梨農家が感動、絶賛するほどの梨ジェラート。
もし街で見かけたらどうぞご賞味あれ。1少し前まで、こんな森でした。

　（2015 年春～夏に伐採）
2 切り株を残してしばらく放置、のち抜根。
　（2016 年春～夏に抜根）

3 木っ端や不純物の除去は皆で何度も繰
り返しました。　（2016 秋～冬に石拾い）

5 完成した新圃場。苗木が一列に整然と植えられています。パイプとワイヤーで構成されてい
る梨棚は、近隣の梨生産者仲間の力を借りて、丸 2日で完成しました。樹の間隔は慣行農法
より狭く、一本一本は小さく仕立てて密に植えるイメージです。樹ごとに注水する潅水設備も
あり、降水量の影響を受けにくくなりました。ネット（防雹網）をかけるのは来年の予定です。

4 樹の根は土の入ったシートで包まれ
ており、実は地面とつながっていませ
ん。これにより病虫害を抑えつつ、肥料
の効果も上げることができます。

1写真は「にっこり」のジェラー
ト。細かく混ぜ込んである梨の
皮が絶妙な食感です。イチゴを
はじめ、季節の材料で色とりどり
のジェラートが並んでいます。
ジェラテリア伊澤いちご園
道の駅しもつけ店
栃木県下野市薬師寺 3720-1
道の駅しもつけ内
TEL: 0285-38-7188
ジェラート&カフェ伊澤いちご園
東武宇都宮店
栃木県宇都宮市宮園町 5-4
東武百貨店宇都宮店内 食品売場
TEL; 028-636-2211

2写真（右側）は「豊水」のジェ
ラート。豊水の酸味が甘さを引
き立てます。市内の人気パン屋
パネッテリア Vivo さんの系列
店で、ジェラートをパンで挟む
ジェラパネが一押しです。
ジェラテリアVivo
栃木県宇都宮市下戸祭 2-1-11
TEL: 028-612-2676

1 用水沿いの田舎道から現れたのはこの御方。こちらは緊張
を隠すので精一杯です。梨を剥く包丁もプルプルでしたよ。
国分太一のおさんぽジャパン
TOKIOのメンバーである国分
太一が日本全国の名所を歩き、
その土地の魅力を紹介する、タ
イトル通り散歩をテーマにした
番組。
フジテレビ系列 27局
月-金曜日11:25 - 11:30
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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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アイデア：1,232（件）

プロミス：456（件）

阿部梨園の変わるタネ vol.1
「アイデア/プロミス システム」

番外編

アイデアとは、思いついた業務改
善（=カイゼン）のネタです。どれだけ柔
軟に想像、工夫できたかの指標です。

阿部梨園は 2014 年秋から経営の根本的な見直しに着手しました。「変わる」ことを
約束（= プロミス）として、1 つの変化を 1 プロミスという単位に決めました。また
同様に、実施前のカイゼンのネタを 1 アイデアと名付けました。「プロミス 100」と
いう当時の 100 件の業務改善プロジェクトも懐かしい思い出です。よりおいしい梨を
作るため、よりよいサービスでお客様に喜んでもらうため、今も改善を続けています。

農家がたった 3 年のうちに 500 件ほどの業務改善を行った事例は今までありません
でした。私たちの手元には、アイデア / プロミス全ての詳細な記録があります。失敗も
成功も含めて、この知見を業界や同業の皆様へ還元していきたいと考えています。

プロミスとは、実施した業務改善
です。どれだけ実行力を発揮できたか、
どれだけ変化できたかの指標です。

2017.5.31 現在

阿部梨園のウェブサイトでは、上記のようなカイゼンに関するコラムを掲載しています（不定期）。
ご関心のある方はどうぞご覧ください。 (http://abe-nashien.com)

阿部梨園は「チーム型経営」です。以前は一般的な個人農家同様の家族経営でした。
パートタイムも含め阿部梨園の雇用は一般的な梨農家の数倍です。最高級の梨を
作るためには、それだけ細やかな管理作業が必要なのです。

仲間が多いと、たくさんいいことがあります。まず、にぎやかで楽しいです。一人仕
事の多い農作業でも、喜びや苦労を分かち合うことができます。個性や能力に幅が
出て、適材適所の業務分担もできます。それぞれのネットワークで、阿部梨園の世界
を広げてくれもします。しかも比較的若いメンバー構成で、頭は柔軟、体は働き盛り
のメンバーに恵まれています。農家は雇用について知識が少なく、及び腰になること
も多いです。でも、それを乗り越えた強さ、楽しさに私たちは恵まれています。

阿部梨園の変わるタネ vol.2
「チーム型経営」

番外編

阿部 英生 代表
阿部英生 ≒ 阿部梨園。
3 代目園主。おいしい梨を
作ることにとことん夢中の
生産者気質ですが、責任感
が強く経営者気質でもあり
ます。好きなくだものは桃。

阿部 奈美絵 代表の妻
4 児を育てながら農業もす
るというスーパーママ。陰で
梨園をハンドリングしてくれ
ている最重要な存在です。
阿部梨園の梨の食味マイス
ター。特技は梨の皮むき。

佐川 友彦 マネージャー
改善の旗を振る「農家の
右腕」、参謀です。経営管理
からPR、デザイン、接客まで
仕事を選ばない何でも屋。
畑に出ないので、いつも一人
だけ涼しい顔をしています。

小林 亮太 チーフ
現場リーダー。ふだんは物静
かな青年ですが、内心は向
上心の塊です。若いのにプロ
精神、仕事へのこだわりが並
大抵ではありません。彼の成
長が阿部梨園の未来です。

曽我 範明 コアスタッフ
若いチームを年の功で支え
てくれる阿部梨園の番頭。
前職で培った細やかな仕事
ぶりが畑や梨に反映されて
います。皆の駆け込み寺、
人生相談室でもあります。

植木
明るく元気な声出し担当ムード
メーカー。一番ベテランなのに
キツい仕事も快くこなす、背中で
引っ張ってくれる存在です。
辻
明るく元気なニコニコ担当ムード
メーカー。要領のよさとちょっと
した気遣いが、周りの仕事をとて
も楽にしてくれます。
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「ヒンシュのヒミツ」第一回は
生産量No.1の「幸水」です。
幸水は1959 年に「菊水」と
いう甘い青ナシと、「早生
幸蔵」という栽培しやすい
赤ナシをかけ合わせて誕生
しました。
酸味を抑えた際立つ甘さが
現代の味覚に合っており、
生産高一位の品種です。
暑い時期に収穫されるた
め、のどを潤すみずみずしさ
も人気の理由です。幸水
だけは知っているという方も
多いのではないでしょうか。

幸水は関東地方を中心に
栽培されており、千葉県が
生産量日本一です。栃木県
は全国第四位（2014 年）。

ポピュラーな品種だからこそ、幸
水の出来は技術力やこだわりを
端的に表しています。

阿部梨園も、生産量の約半分を
占める幸水に、最も力を入れて
管理作業を行っています。

幸水は 8月上旬から採れ始め、お盆
すぎ～8 月下旬にピークを迎えます。
月末には収穫完了になります。

幸水は日本で最も多く栽培
されている品種です。豊水と
合わせて 7 割近くの生産量
を占めています（2014 年）。

1 千葉県
2 茨城県
3 福島県
4 栃木県
5 長野県

幸水の栽培面積
ランキング

品種毎の作付面積
ランキング

阿部梨園は幸水に
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

幸水の収穫時期
（阿部梨園基準）

ヒンシュのヒミツ No.1

幸水
KOSUI
こうすい

その他二十
世紀

新高豊水幸水

8月上旬 8月中旬 8月下旬 9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）


