3月15日(金）野菜セットメニュー （関西南部）
■多菜セット・フルーティーセット共通品目
1 有機葉玉ねぎ 1束（2本）

【基本野菜セット※旧・畑のごきげんセットも同じ内容です】
長崎県：吾妻旬菜

2 有機大根 1本

長崎県：川内農園

3 有機セロリ 1本

福岡県：鳥越農園ネットワーク

4 有機小松菜 1束 転換期間中

島根県：赤江オーガニックファーム

5 有機ミニトマト 80ｇ
□共通品目変更情報
○本日の変更はありません。

熊本県：吉水農園

■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 400g

長崎県：川内農園

2 有機じゃがいも 400ｇ

北海道：早坂農園

3 有機れんこん 300ｇ
□多菜セット変更情報
○本日の変更はありません。

熊本県：福島 正明さん

■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 有機甘夏 1㎏
□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 有機れんこん 200ｇ

コロンビア：サンタマルタ農園
熊本県：肥後あゆみの会

熊本県：福島 正明さん

2 有機白ねぎ 300ｇ

鹿児島県：アビオスファーム

3 有機ニラ 1束

高知県：大地と自然の恵み

4 有機水菜 1束

京都府：ワタミファーム

5 えのき 1ｐ

長野県：夜間瀬ASS

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

熊本県：肥後あゆみの会

8 平飼い卵 6個

和歌山県：蒼生舎

9 有機はるか 500ｇ ＜豊作＞
□いきいきセット変更
○有機小かぶ 1束 → 有機白ねぎ 300ｇ
○有機はるか 500ｇ
豊作のため。

熊本県：肥後あゆみの会
生育不良を起こしております。

■ゆうきだいすきセット【9994】
1 有機玉ねぎ 300g

北海道：野沢 利秋さん

2 有機人参 1本

熊本県：吉水農園

3 有機青ねぎ 1束

三重県：木村貢さん

4 有機紅くるり大根 1本

香川県：(株)さぬき有機

5 有機ほうれん草 1束

島根県：赤江オーガニックファーム、長野県：温ふぁーむ
宮崎県：健康農園萩原

6 有機ミニトマト 80ｇ

熊本県：吉水農園

7 有機生椎茸（菌床） 1ｐ

岐阜県：和良農産

8 有機バナナ 300ｇ

コロンビア：サンタマルタ農園

9 有機清見オレンジ 2個

和歌山県：九鬼オレンジファーム

10 有機はるみ 500ｇ ＜豊作＞
□ゆうきだいすきセット変更情報
○有機はるみ 500ｇ
豊作のため。

愛媛県：三皿園

■今週の配布物
「毎週お届け登録サービス」 、「 新規お米会員募集のご案内」、「月1回定期購入のご案内」 、「 エンバランス 鮮度保持容器
他」、「ナトラケア オーガニック生理用品」、「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」 、「アムリターラ化粧品」、「こだわり職人の逸品 有田焼 他」 、「 こだわり職人の逸品 BN菌ほっとい
てシリーズ」、「プロスペリティ 有機アマニ油 他」 、「 オールシーズン使えるキャメル 他」、「Shizooju スキンケア 他」 、
「Sh izooju 誤掲載のお詫び」

■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
○有機フルーツトマト
生育不良を起こしております。
○有機チンゲン菜
天候が不安定なため生育不良を起こしております。
○有機はっさく
今季終了となりました。誠に申し訳ございません。
□加工品
○広島県産かきフライ
在庫終了のためお届けできませんでした。
○だしが利くお手軽出雲のおでん種 セット
季節商品の為、在庫がなくなり終了となりました。
○有機干し芋（切甲）
季節商品の為、在庫がなくなり終了となりました。
○有機下ゆで野菜（豚汁用）
季節商品の為、在庫がなくなり終了となりました。
○ナチュラルチョコレート（ホワイト）
季節商品の為、在庫がなくなり終了となりました。

Ｎｏ.912セット予想メニュー（3/18-3/22届け）
セット名

多菜・フルーティー共通品目
（基本野菜セットも同一内容）

【関西南部】

セット内容

注文コード

有機青ねぎ

1束・有機キャベツ 1/2個・有機サニーレタス

1個・有機水菜 1束・有機いんげん

有機玉ねぎ 600ｇ・有機長芋 200ｇ・有機ごぼう 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・有機パール柑 500ｇ
フルーティーセット
【9997 】
＋共通品目 5品目
￥2400（税込2592）
有機葉玉ねぎ 1束・有機人参 300ｇ・有機サニーレタス 1個・有機ほうれん草 1束・
いきいきセット
【9998 】
有機ミニトマト 80ｇ・ふじりんご 1個・有機甘夏 2個・平飼たまご 6個
￥2400（税込2592）
ゆう きだいすきセット
有機葉玉ねぎ 1束・有機人参 1本・有機じゃがいも 2個・有機れんこん 200ｇ・有機大根
【9994 】
￥1952（税込2108）
有機小松菜 1束・えのき 1ｐ・ふじりんご 1個・有機甘夏 1個

50ｇ

1/2本・

Ｎｏ.913セット予想メニュー（3/25-3/29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）

多菜セット
【9996 】
￥2400（税込2592）
フルーティーセット

【9997 】

￥2400（税込2592）
いきいきセット
【9998 】
￥2400（税込2592）
ゆう きだいすきセット

￥1952（税込2108）

【9994 】

【関西南部】

セット内容

有機葉玉ねぎ 1束・有機紅くるり大根 1本・有機ほうれん草 1束・有機生姜 50g・
有機生椎茸（菌床）1ｐ
有機人参 400ｇ・有機長芋 200ｇ・有機れんこん 200ｇ
+共通品目5品目
有機キウイフルーツ 1個・王林りんご 2個・有機清見オレンジ 2個
＋共通品目 5品目
有機ごぼう 200ｇ・有機青ねぎ 1束・有機大根 1/2本・有機セロリ 1本・有機小松菜 1束・
有機いんげん 70ｇ・有機キウイフルーツ 1個・有機清見オレンジ 1個・平飼たまご 6個
有機玉ねぎ 300ｇ・有機長芋 200ｇ・有機ごぼう 200ｇ・有機青ねぎ 1束・有機水菜 1束・
有機ミニトマト 80ｇ・有機いんげん 50ｇ・王林りんご 1個・有機清見オレンジ 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。

