12月7日（金）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 有機小かぶ 1束

【基本野菜セット※旧・畑のごきげんセットも同じ内容です】
三重県：木村貢さん、奈良県：喜多清文さん、滋賀県：大中農友会

2 有機サニーレタス 1個

長崎県：吾妻旬菜

3 有機菊菜 1束

和歌山県：ビオランド、奈良県：山口農園、奈良県：横山秀夫さん

4 有機いんげん 50ｇ

鹿児島県：池田農園

5 有機ベビーリーフ 1ｐ

長野県：塩尻有機栽培研究会、広島県：寺岡有機農場

6 有機トマト 2個 転換期間中 ＜豊作＞
□共通品目変更情報
〇有機トマト 2個 転換期間中 豊作のため。

熊本県：肥後あゆみの会

■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 有機里いも 400ｇ

長崎県：吾妻旬菜

2 有機ごぼう 200ｇ

宮崎県：かごしま有機生産組合

3 有機れんこん 200ｇ
□多菜セット変更情報
○本日の変更はありません。

佐賀県：マルハ園芸

■フルーティーセット【9997】 3品目+共通品目 ※フルーツセット（0090）も同じ内容です。
1 有機キウイフルーツ 1個

和歌山県：松本農園

2 有機みかん 300ｇ

和歌山県：内芝 和哉さん

3 ラ・フランス（防除： 17回） 1個
□フルーティーセット変更情報
○本日の変更はございません。
■いきいきセット【9998】
1 有機レタス 1個

山形県：佐藤果樹園

兵庫県：うずしお

2 有機ブロッコリー 1個

和歌山県：あゆみ農園

3 有機チンゲンサイ 1束

奈良県：喜多清文さん

4 有機ベビーリーフ 1ｐ

奈良県：山口農園

5 えのき 1ｐ

長野県：夜間瀬ASS

6 有機みかん 300ｇ

和歌山県：内芝 和哉さん

7 王林りんご（防除： 24回） 1個

青森県：ナチュラル農究

8 平飼い卵 6個

和歌山県：蒼生舎

9 有機トマト 2個 転換期間中 ＜豊作＞
熊本県：肥後あゆみの会
□いきいきセット変更
○有機キウイフルーツ 1個 → 有機みかん 300ｇ
平年よりも気温が高く、過熟になるものが多くでており、出荷量が減少しております。
〇有機トマト 2個 転換期間中 豊作のため。
■ゆうきだいすきセット【9994】
1 有機玉ねぎ 1個

北海道：ちいむれグロリア農園

2 有機里いも 300g

長崎県：吾妻旬菜

3 有機青ねぎ 1束

和歌山県：ビオランド

4 有機小松菜 1束

和歌山県：ビオ・ランド紀の川、島根県：赤江オーガニックファーム

5 有機水菜 1束

奈良県：喜多清文さん

6 有機南瓜 1個

北海道：ソラナファーム

7 有機いんげん 50g

鹿児島県：池田農園

8 有機バナナ 300g

フィリピン：シブランオーガニックファーム

9 有機みかん 300ｇ

和歌山県：内芝 和哉さん

10 有機トマト 2個 転換期間中 ＜豊作＞
熊本県：肥後あゆみの会
□ゆうきだいすきセット変更情報
〇有機南瓜 1/4個 → 有機南瓜 1個 小さめのため量目変更いたしました。
〇有機トマト 2個 転換期間中 豊作のため。

■今週の配布物
「畑の恵みおせちセット 誤掲載のお詫びと訂正」、「とっても希少な有機いちご」、「ナトラケア オーガニックコットン生理用ナプキ
ン」、「プロスペリティ 有機アマニ油 他」、「ゼンケン 暖房機・浄水器」

■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
○どんこ椎茸
朝晩の気温が下がり生育の遅れが見られます。
○むつ
生育期の天候不順のため今期は実成りが少なく終了致しました。申し訳ございません。
□加工品
○宮島 有機あぶらあげ／有機もめん豆腐／有機絹こし豆腐／有機三角厚揚
弊社発注時のミスにより、少量でのお届けとなりました。誠に申し訳ございません。
○豚スライス／牛こま切れ／みらい黒牛特選スライス
弊社発注時のミスにより、入荷が不足しお届けができませんでした。誠に申し訳ございません。
○おこっぺ有機 ﾖｰｸﾞﾙﾄ 砂糖不使用
弊社発注時のミスにより、少量でのお届けとなりました。誠に申し訳ございません。
○かます開き天日干し
在庫終了の為、お届けできませんでした
○手作り板かまぼこ
入荷時に商品に凍りが見られた為、お届けできませんでした。
○おでんセット
入荷時に商品に凍りが見られた為、お届けできませんでした。
○フィッシュカツ
入荷時に商品に凍りが見られた為、お届けできませんでした。
○手取り天（ささがきごぼう入り）
入荷時に商品に凍りが見られた為、お届けできませんでした。
○新 鰹節屋のいりこだし
メーカー終売のため、在庫がなくなり終了となりました。

○有機北里八雲牛ひき肉
在庫終了の為。
○キャメル混ぽっかぽか室内履き
メーカー出荷トラブルによる商品未着の為、欠品になりました。製造が遅れており、お届けができませんでした。
ご不要とのご連絡を頂いた方以外は１２月１１日以降改めてお届けの手配を行っております。

Ｎｏ850セット予想メニュー（12/10-12/14届け）
セット名

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）

セット内容

有機白ねぎ 1束・有機大根 1/2本・有機白菜 1/4個・有機小松菜 1束・有機南瓜 1/4個

有機玉ねぎ 600ｇ・有機人参 500ｇ・有機じゃがいも 600ｇ
多菜セット
【9996 】
+共通品目5品目
￥2400（税込2592）
有機キウイフルーツ 2個・有機バナナ 300ｇ・ふじりんご 2個
フルーティーセット
【9997 】
＋共通品目 5品目
￥2400（税込2592）
有機里芋300ｇ・有機紅くるり大根 1本・有機サニーレタス 1個・有機小松菜 1束・有機生椎茸（菌床）1ｐ・
いきいきセット
【9998 】
有機バナナ 300ｇ・ふじりんご 1個・平飼たまご 6個
￥2400（税込2592）
ゆう きだいすきセット
有機人参 1本・有機じゃがいも 2個・有機ごぼう 200ｇ・有機大根 1/2本・有機ほうれん草 1束・
【9994 】
￥1952（税込2108）
有機ニラ 1束・有機菊菜 1束・有機キウイフルーツ 1個・ふじりんご 1個

Ｎｏ851セット予想メニュー（12/17-12/21届け）
セット名

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）

セット内容

有機青ねぎ 1束・有機キャベツ 1/2個・有機ほうれん草 1束・有機水菜 1束・有機ミニトマト 80ｇ

有機玉ねぎ 500ｇ・有機長芋 200ｇ・有機れんこん 200ｇ
多菜セット
【9996 】
+共通品目5品目
￥2400（税込2592）
王林りんご 2個・有機みかん 600ｇ
フルーティーセット
【9997 】
＋共通品目 5品目
￥2400（税込2592）
有機小かぶ 1束・有機キャベツ 1/2個・有機ほうれん草 1束・有機ニラ 1束・有機ベビーリーフ 1ｐ・
いきいきセット
【9998 】
王林りんご 1個・有機みかん 300ｇ・平飼たまご 6個
￥2400（税込2592）
ゆう きだいすきセット
有機玉ねぎ 1個・有機安納芋 300ｇ・有機青ねぎ 1束・有機小松菜 1束・有機チンゲンサイ 1束・
【9994 】
￥1952（税込2108）
有機ミニトマト 80ｇ・えのき 1ｐ・有機バナナ 300ｇ・王林りんご 1個

●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／南部）
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。

