2月13日(水）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 有機九条ねぎ 150ｇ

【基本野菜セット※旧・畑のごきげんセットも同じ内容です】
大阪府：原田ふぁーむ

2 有機ブロッコリー 1個

長崎県：吾妻旬菜

3 有機ほうれん草 1束

島根県：やさか共同農場

4 有機菜の花 1束

和歌山県：ビオランド

5 有機生姜 50ｇ
長崎県：吾妻旬菜
□共通品目変更情報
○有機サニーレタス 1個 → 有機ブロッコリー 1個 収量不足のため。
■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 有機じゃがいも 500ｇ

北海道：工藤孝一さん

2 有機長芋 200g

岩手県：みちのく有機共同農場

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。

岩手県：みちのく有機共同農場

■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 有機キウイフルーツ 1個

山梨県：フルーツグローアー澤登

2 王林りんご（防除： 24回） 1個

青森県：ナチュラル農究

3 有機パール柑 700ｇ
□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 有機人参 400ｇ

熊本県：肥後あゆみの会

長崎県：吾妻旬菜

2 有機九条ねぎ 150ｇ

大阪府：原田ふぁーむ

3 有機白菜 1/4個

宮崎県：野口オーガニックファーム

4 有機水菜 1束

島根県：ぐり～んは～と

5 有機チンゲンサイ 1束

宮崎県：健康農園萩原

6 有機バナナ 300ｇ

コロンビア：サンタマルタ農園

7 有機デコポン 1個

広島県：中原観光農園

8 平飼いたまご 6個
□いきいきセット変更
○本日の変更はありません。

和歌山県：蒼生舎

■ゆうきだいすきセット【9994】
1 有機玉ねぎ 1個

北海道：きたみらい農業協同組合

2 有機安納芋 300ｇ 転換期間中

鹿児島県：かごしま有機生産組合

3 有機長芋 200ｇ

岩手県：みちのく有機共同農場

4 有機水菜 1束

島根県：ぐり～んは～と

5 有機菜の花 1束

高知県：四万十有機農業者ネットワーク

6 有機葉にんにく 1束

鹿児島県：かごしま有機生産組合

7 えのき 1ｐ

長野県：夜間瀬ASS

8 有機キウイフルーツ 1個

山梨県：フルーツグローアー澤登

9 有機スイートスプリング 300ｇ
□ゆうきだいすきセット変更情報
○有機ニラ 1束 → 有機葉にんにく 1束

熊本県：肥後あゆみの会
前回の寒波の影響で生育に遅れがでております。

■今週の配布物
「なたね油・な たねサラダ油の取り扱い開始」、「わが家のみそ作り」 、「 味噌ノート」、「オーブリー化粧品 ベビーフード・ス
ムージー・ スキンケア・アレルギー対応食品」 、「 ロゴナ化粧品」 、「 ナトラケア オーガニック生理用ナプキン」 、「ス ッキリお洗
濯特集」、「ディオニーワイン」、「こだわり職人の逸品」、「クアトロバス タ くりぬき弁当箱 他」、「華密恋 入浴剤 他」、
「BIO-ICHI」

■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
○有機ピーマン
天候が不安定なため、生育にばらつきがでており収穫量が安定しておりません。
○有機スナップエンドウ
天候が不安定なため、生育が悪く、収量が安定していません。
○有機いちご 大パック
日照時間が足りず、色づきに遅れがでております。
○有機小かぶ
一部の産地でアブラムシが発生しており収穫数が減少しております。
○有機レタス
生産者の都合により現在出荷を見合わせております。
○どんこ椎茸 原木
冷え込みが厳しく、椎茸が凍結しているため収穫量が減少しております。
○有機キンカン
先日の寒波のため、日照の不足も伴い、一部産地では例年よりも色づきが遅れております。
□加工品
○有機百姓もち 玄米／白／よもぎ／黒豆／しゃぶしゃぶ
季節商品のため、在庫がなくなり終了となりました。
Ｎｏ.908セット予想メニュー（2/18-2/22届け）
セット名

セット内容

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）

有機大根

1/2本・有機白菜

1/2個・有機セロリ

1本・有機小松菜

1束・有機ニラ

1束

有機玉ねぎ 700ｇ・有機人参 500ｇ・有機じゃがいも 700ｇ
多菜セット
【9996 】
+共通品目5品目
￥2400（税込2592）
有機バナナ 500ｇ・有機はるか 500ｇ
フルーティーセット
【9997 】
＋共通品目 5品目
￥2400（税込2592）
有機ごぼう 200ｇ・有機小松菜 1束・有機ニラ 1束・有機菜の花 1束・有機ミニトマト 80ｇ・
いきいきセット
【9998 】
ふじりんご 1個・有機パール柑 1個・平飼たまご 6個
￥2400（税込2592）
ゆう きだいすきセット
有機玉ねぎ 1個・有機人参 1本・有機白ねぎ 300g・有機大根 １/2本・有機白菜 1/4個・
【9994 】
￥1952（税込2108）
有機ほうれん草 1束・有機いんげん 50g・有機バナナ 300ｇ・有機伊予柑 1個

Ｎｏ.909セット予想メニュー（2/25-3/1届け）
セット名

セット内容

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）

有機白ねぎ

150ｇ・有機紅くるり大根 1本・有機水菜

1束・有機葉の花

1束・有機いんげん 50ｇ

有機安納芋 400ｇ・有機ごぼう 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）
ふじりんご 2個・有機デコポン 500ｇ
フルーティーセット
【9997 】
＋共通品目 5品目
￥2400（税込2592）
有機青ねぎ 1束・有機大根 1/2本・有機サニーレタス 1個・有機ほうれん草 1束または有機水菜 1束・
いきいきセット
【9998 】
・有機いんげん 70ｇ・有機キウイフルーツ 1個・有機はるみ 300ｇ・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・有機青ねぎ １束・有機ブロッコリー 1個・有機小松菜 1束
【9994 】
￥1952（税込2108）
有機ミニトマト 80ｇ・有機生姜 50g・ふじりんご 1個・有機デコポン 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。

