☆ 8月6日(月）野菜セットメニュー ☆
■多菜セット・フルーティーセット共通品目
1 有機レタス 1個

【基本野菜セット※旧・畑のごきげんセットも同じ内容です】
長野県：塩尻有機栽培研究会

2 有機ニラ 1束

高知県：大地と自然の恵み

3 有機トマト（Ｍ）1個

長野県：温ふぁーむ

4 有機ピーマン 80ｇ

大阪府：原田ふぁーむ、岡山県：永田 康二さん

5 有機枝豆 200ｇ

長野県：塩尻有機栽培研究会

6 有機オクラ 1ｐ ＜豊作＞
和歌山県：ビオランド
□共通品目変更情報
○有機とうもろこし 1本 → 有機枝豆 200ｇ 出荷量減少のため。
○有機オクラ 1ｐ 豊作のためお届け致しました。
■多菜セット【9996】

3品目+共通品目 ※根菜セット（0002）も同じ内容です。

1 有機人参 500ｇ

長野県：塩尻有機栽培研究会

2 有機金時芋 400ｇ

香川県：MOA自然農法中讃研究会

3 有機ごぼう 200ｇ
□多菜セット変更情報
○本日の変更はありません。

鹿児島県：かごしま有機生産組合

■フルーティーセット【9997】 2品目+共通品目 ※フルーツセット（0090）も同じ内容です。
1 有機バナナ 500ｇ
2 すもも（防除： 8回） 400ｇ
□フルーティーセット変更情報
○本日の変更はありません。
■いきいきセット【9998】
1 有機サニーレタス 1個

コロンビア：サンタマルタ農園
山梨県：勝沼平有機果実生産組合

長野県：塩尻有機栽培研究会

2 有機ニラ 1束

高知県：大地と自然の恵み

3 有機きゅうり 2本

和歌山県：ビオランド

4 有機ミディトマト 200ｇ

大阪府：原田ふぁーむ

5 有機オクラ 2ｐ ＜豊作＞

京都府：かみむら農園

6 有機枝豆 200ｇ

長野県：塩尻有機栽培研究会

7 有機キウイフルーツ 2個

ニュージランド：ゼスプリインターナショナル

8 平飼い卵 6個
和歌山県：蒼生舎、岡山県：永田 康二さん
□いきいきセット変更
○有機黒豆枝豆 200ｇ→ 有機枝豆 200ｇ 高温と雨不足による生長不良のため。
○有機オクラ 1ｐ → 2ｐ 豊作のため。
■ゆうきだいすきセット【9994】
1 有機じゃが芋 300ｇ

鹿児島県：かごしま有機生産組合

有機サニーレタス 1個
2
／有機リーフレタス 1個

長野県：塩尻有機栽培研究会

3 有機小松菜 1束

鳥取県：トゥリーアンドノーフ（株）

4 有機オクラ 1ｐ

高知県：大地と自然の恵み

5 有機きゅうり 2本

三重県：木村貢さん

6 有機トマト（Ｓ）1個

長野県：吉沢 文隆さん

7 有機なす 2本

和歌山県：ビオランド

8 有機黒豆枝豆 200ｇ

富山県：小原営農センター

9 有機バナナ 300ｇ
コロンビア：サンタマルタ農園
□ゆうきだいすきセット変更情報
○有機赤玉ねぎ 1個 → 有機じゃが芋 300ｇ 気温が高く一部産地では傷みが出ており出荷数が減少しております。
〇有機山ほうれん草 1束→有機小松菜 1束 高温による生長不良のため。

■今週の配布物
「オーガニックオイル ビオプラネット、ナチュラルデオドラント」、「一期一会エキストラバージンオリーブオイル」、「エンバラン
ス鮮度保持容器」、「リマナチュラルプレミアムアイクリーム 他」、「リマナチュラル化粧品 お買い物注文表」、「プロスペリ
ティ 有機アマニ油 他」、「大切な衣類を守る無添加洗濯ネットシリーズ・トイレ洗浄剤 他」、「ハートオーガニック麻混ふと
ん 他」、「ＢＩＯ-ＩＣＨ」

■本日の欠品情報
以下の商品は記載の理由によりお届けできませんでした。申し訳ございません。
□農産品
○有機なす
一部産地では虫害が発生しており出荷量が減少しております。
○京都府産 有機なす
成育期の長雨とその後に高温日照りが続いたため、収穫量が安定しておりません。
○有機ほうれん草
出荷可能な産地が少なくなっており、入荷量が大幅に減少しております。
○有機まんがんじ唐辛子
先日の大雨の影響で出荷直前のものは傷みを受け、また現在成育中のものは成育不良を起こしており、出荷時期が大幅に
遅れます。
○桃
品種の切り替わりに入ったためまだ小さく、規格が出荷基準に満ちておらず産地では出荷を見合わせております。
□加工品
○オーガニックスポーツドリンク
メーカー在庫がなくなり、入荷できませんでした。
８月中旬以降の再開見込です。申し訳ございません。

セット名

注文コード

☆

Ｎｏ.833セット予想メニュー（8/10-8/17届け） ☆

セット内容

有機サニーレタス 1個または有機リーフレタス 1個・有機山ほうれん草 1束・有機なす 2本・有機オクラ 1ｐ・
有機枝豆 200ｇ
多菜セット
有機玉ねぎ 500ｇ・有機人参 400ｇ・有機長いも 200ｇ
【9996】
+共通品目5品目
￥2400（税込2592）
多菜・フルーティー共通品目
（基本野菜セットも同一内容）

フルーティーセット

￥2400（税込2592）

【9997】

桃 1個・デラウェア 200ｇ
＋共通品目 5品目

いきいきセット
有機キャベツ 1/2個・有機リーフレタス 1個・有機ブロッコリー 1個・有機なす 2本・
【9998】
￥2400（税込2592）
有機ピーマン 80ｇ・有機とうもろこし 1本・有機バナナ 300ｇ・平飼たまご 6個
ゆうきだいすきセット

￥1952（税込2108）

セット名

【9994】

注文コード

多菜・フルーティー共通品目
（基本野菜セットも同一内容）

有機人参 1本・有機青ねぎ 1束・有機レタス 1個・有機南瓜 1/4個・有機ズッキーニ 1本・
有機ミニトマト 80ｇ・有機とうもろこし 1本・有機青じそ 10枚・有機キウイフルーツ 1個

☆

Ｎｏ.834セット予想メニュー（8/20-8/24届け） ☆

セット内容

有機ブロッコリー 1個・有機きゅうり 2本・有機ミディトマト 200ｇ・有機とうもろこし 1本・有機ベビーリーフ 1ｐ

多菜セット
有機玉ねぎ 400ｇ・有機金時芋 500ｇ・有機ごぼう 200ｇ
【9996】
￥2400（税込2592）
+共通品目5品目
フルーティーセット

￥2400（税込2592）

【9997】

有機バナナ 300ｇ・幸水梨 2個
＋共通品目 5品目

いきいきセット
有機青ねぎ 1束・有機小松菜 1束・有機きゅうり 2本・有機南瓜 1/4個・有機ズッキーニ 1本・
【9998】
￥2400（税込2592）
有機ミニトマト 80ｇ・デラウェア 200ｇ・平飼たまご 6個
ゆうきだいすきセット

￥1952（税込2108）

【9994】

有機玉ねぎ 1個・有機キャベツ 1/2個・有機サニーレタス 1個または有機リーフレタス 1個・有機ニラ 1束
・有機なす 2本・有機ピーマン 80ｇ・有機オクラ 1ｐ・有機枝豆 200ｇ・有機バナナ 300ｇ

●セットは自由にご注文いただけます。
インターネットで野菜セットを変更される場合はカートに入っているご予約のセットをキャンセルしてから、ご希望の野菜セット
の注文コードを入力してください。

ご予約されているセットの注文番号を個数「０」で入力すればキャンセルとなります。
●予想メニューの変更について
天候の影響などで、急遽メニューが変更になることがございます。ご了承ください。
最終的な変更内容の確認は、当日午前９時以降に https://biomarche.jp/otodoke からご確認下さい。（関西地区／北部
関西地区／北部）
関西地区／北部
フリーダイヤル：0120-06-1438 へもお気軽にお問い合わせください。

