
中 西 農 園 の 桃 づ く り

～桃づくりとは、桃のお手伝いをすること～

ゼロから桃の樹をつくるこ
ともできません。

我々、桃農家は、
桃の樹が実をならそうとす
る本能のお手伝をするに
過ぎませんが、

今年も一年間、
土を見て、
桃の樹を見て、
桃の様子を伺いながら、
丹精込めて栽培してまいり
ました。

収穫の喜びも
合わせて、

中西農園から
みなさまに

『おいしいの笑顔』をお届けします。
http://www.kaiji-fruit-nakanishi.com/

中西農園・ピーチカフェなかにし
〒405-0073 山梨県笛吹市一宮町末木544-1
TEL：0553-47-1948 FAX：0553-47-3343
URL：http://www.kaiji-fruit-nakanishi.com/

営業時間

夏季（７月～９月）
１０：００～１７：００
桃の収穫状況により不定休
（お電話にてご確認ください）

冬季（１０月～４月）
１１：００～１７：００
営業日：金曜日～月曜日 ※５月～６月は農作業のため休業

ピ ー チ カ フ ェ な か に し

～ 桃の気持ちがわかるカフェ ～

“桃の産地・桃農家だけが提供できる”
桃のスイーツをお楽しみください。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ
https://www.facebook.
com/Nakanishi.peach/

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ
https://www.Instagram.
com/nakanishi_peach.cafe.
nakanishi

ＨＯＭＥＰＡＧＥ
http://www.kaiji-
fruit-nakanishi.com/

桃の加工品

桃農家がつくったパウンドケーキ

『D e u x  p ê c h e s （ドゥ・ペッシェ）』

桃農家が手掛ける唯一無二のパウンドケーキ。
フランス語で“２つの桃”を意味し、２種類の
桃コンポート＆約２個分の桃が入っている桃農
家にしかつくれないパウンドケーキです。
秋頃より、ピーチカフェなかにし及びＨＰにて
ご購入いただけます。

秋頃より販売開始、お問い合わせください

加工前の桃のおいしさに
こだわった中西農園の

加工品各種

桃コンポート
ジャム、ジュース

のラインナップを用意

日本一の生産量を誇る桃の
産地、山梨県一宮町。

甲府盆地の東方、水はけの
良い肥沃な扇状地で中西農
園の桃は熟していきます。

我々、桃農家は、
ゼロから土をつくることは
できず、



ひかわはくほう

日川白鳳
６月下旬

～
７月上旬

山梨県山梨市で発見された白鳳の枝変
わり。やや小ぶりだが、果汁が多く、
果肉は滑らかで程よい甘み。柔らかめ。

みさかはくほう

御坂白鳳 ７月上旬

山梨県御坂町で発見された白鳳の枝変
わり。果汁が多く、香り良く、上品な
甘みを持つ。やや小ぶり。柔らかめ。

れいとう

麗 桃
７月上旬

～
７月中旬

白鳳系の中西農園オリジナル品種。
赤肉で、果汁多く、甘み多く、皮ごと
食べると旨味が広がる。やや硬め。

ゆめみずき

夢みずき ７月中旬

山梨県育成（浅間白桃×暁星）の期待
の新品種。大玉で甘み強く、酸味少な
く、日持ちも良い。やや硬め。

はくほう

白 鳳
７月中旬

～
７月下旬

昭和８年に発表(白桃×橘早生)された
「桃の王様」。ｼﾞｭｰｼｰで滑らかな口当
たり。甘み強く酸味はない。柔らかめ。

あさまはくとう

浅間白桃
７月下旬

～
８月上旬

地元一宮町で発見された、高陽白桃の
枝変わり。甘み強く、微酸で濃厚。食
味は最高だが、栽培が難しい。硬め。

なつっこ ８月上旬

長野県育成（川中島白桃×あかつき）
の品種。大玉で、甘み強く、酸味ほと
んどなく、日持ちが良い。硬い。

べにくにか

紅くにか
８月上旬

～
８月中旬

長野県で発見された品種、「紅錦香
（くにか）」の早生系種。果汁が多く、
甘味も多い。酸味は少ない。硬め。

いちみやはくとう

一宮白桃
８月上旬

～
８月中旬

地元一宮町発祥の品種。白肉で甘みが
強く、香り良く、酸味はない。完熟さ
せるととろけるような食味に。硬め。

いちみやすいみつ

一宮水蜜 ８月中旬

地元一宮町で発見された、浅間白桃の
枝変わり。大玉で甘み強く、繊維少な
く滑らかで、酸味は少ない。硬め。

ゆうぞら
８月中旬

～
８月下旬

農研機構育成（白桃×あかつき）の品
種。甘味多く、酸味少なく日持ちが良
い。香り高く、上品な味わい。硬い。

さちあかね

幸 茜
８月下旬

～
９月上旬

地元一宮町で発見された、山一白桃の
枝変わり。大玉で甘み強く、微酸で日
持ちが良い。オススメです。硬い。

桃主要品種紹介

5％程しか確保できない最上級の逸品。かたち、大きさ、色、香り、
その全てを厳選してお届けします。厳選収穫のため、発送にはお時
間をいただきますので、予めご了承の上、ご注文下さい。

特秀 ～最上級の逸品～

樹で熟した完熟桃。収穫した桃の中から、中西農園の基準を満たし
た桃のみを発送いたします。完熟・採りたてならではの甘い香り、
旬の味をお楽しみ下さい。

秀 ～完熟高級桃～

※ 下記のいずれかでお申込み下さい ※

①専用申込み用紙をファックスにてご送付下さい。
FAX番号：0553-47-3343

②専用申込み用紙を封書にてご送付下さい。
住所：〒405-0073 山梨県笛吹市一宮町末木544-1

③ホームページよりお申込み下さい。
URL： http://www.kaiji-fruit-nakanishi.com/

申込み方法

お支払い方法

※ 送料を合算の上、お振込み下さい ※

①郵便振替
振込番号 甲府 00440-6-8634
口座名 甲斐路フルーツ中西農園

②銀行振込
山梨中央銀行 一宮支店 普通 0513578
口座名 中西 潤（じゅん）

～ 果樹園からの贈り物 ～
中西農園の桃

送料のご案内

商品番号：０２
■￥５，６００
・５～６個入り
・３Ｌ玉
・化粧箱入り
※料金は税込。送料別。

商品番号：１５（送料￥２００引き）

■￥２，２００
・４個入り
・２Ｌ玉
・化粧箱入り
※料金は税込。送料別。

商品番号：１０
■￥７，５００
・９～１２個入り
・２Ｌ～３Ｌ玉
・化粧箱入り
※料金は税込。送料別。

商品番号：２Ａ（７月中旬頃～発送）

■￥３，８００
・５～６個入り
・３Ｌ玉
・化粧箱入り
※料金は税込。送料別。

商品番号：２Ｂ
■￥２，８００
・６～８個入り
・Ｌ玉
・化粧箱入り
※料金は税込。送料別。

商品番号：３０
■￥４，６００
・８～１１個入り
・Ｌ～２Ｌ玉
・化粧箱入り
※料金は税込。送料別。

商品番号：４０
■￥４，７００
・１１～１４個入り

・Ｌ～２Ｌ玉
・ダンボール箱入り

※料金は税込。送料別。

当園では、収穫後ご注文をいただいた順に発送しております。また、厳選出荷しておりますので、一日の出荷量には限りがあります。発送までお時間をいただいておりますので、予めご了承願います。

中西農園ご来店のお客様

ご来店のお客様には桃の個売りや
Ｂ級品をお買い求めいただけます。
なお、個数などは日によって不確
定となります。
※Ｂ級品の発送はいたしかねます。

北海道 ￥１，４５０

青森県・岩手県・秋田県 ￥１，１００

宮城県・山形県・福島県 ￥１，０００

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・
千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 ￥１，０００

長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県 ￥１，０００

静岡県・愛知県・岐阜県 ￥１，０００

三重県・滋賀県・京都府・大阪府・
兵庫県・奈良県・和歌山県 ￥１，１００

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 ￥１，２００

徳島県・香川県・愛媛県・高知県 ￥１，２００

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・
大分県・宮崎県・鹿児島県 ￥１，４５０

沖縄県 ￥１，８５０

※２箱重ねはプラス￥２００になります。
※商品番号１５は￥２００引きになります。


