5月10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 有機サニーレタス 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】
大阪府：成田ふぁーむ、大阪府：原田ふぁーむ

2 有機ほうれん草 1束

和歌山県：ビオ・ランド紀の川、奈良県：横山秀夫さん

3 有機トマト（S） 2個

熊本県：肥後あゆみの会

4 有機いんげん 70g

鹿児島県：池田農園

5 有機ベビーリーフ １ｐ
□共通品目変更情報
○本日の変更はありません。

長野県：塩尻有機栽培研究会

■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 有機にんじん 500ｇ

宮崎県：かごしま有機生産組合

2 有機新じゃがいも 400ｇ

宮崎県：日向オーガニック倶楽部

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 有機バナナ 500ｇ
2 有機河内晩柑 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。

コロンビア：サンタマルタ農園
熊本県：肥後あゆみの会

■いきいきセット【9998】
1 有機新たまねぎ 1個

和歌山県：ファームゆうき

2 有機サラダ菊菜 1束

島根県：やさか共同農場

3 有機水菜 1束

島根県：赤江・オーガニックファーム

4 有機トマト（S) 2個

熊本県：肥後あゆみの会

5 有機スナップエンドウ 80g

和歌山県：ビオランド

6 有機甘夏 1個

熊本県：肥後あゆみの会

7 有機パール柑 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
□いきいきセット変更
○有機ピーマン 100g → 有機スナップエンドウ 80g 病害虫が発生しているため収穫量が増えておりません。
■ゆうきだいすきセット【9994】
1 有機にんじん 1本

宮崎県：日向オーガニック倶楽部

2 有機新じゃがいも 2個

長崎県：長崎有機農業研究会

3 有機青ねぎ 1束

三重県：木村貢さん

4 有機レタス 1個

兵庫県：うずしお

5 有機ほうれん草 1束

奈良県：横山秀夫さん

6 有機ミニトマト 80ｇ

熊本県：吉水農園

7 有機スナップエンドウ 80g

和歌山県：ビオランド

8 有機甘夏 1個

熊本県：肥後あゆみの会

9 有機キウイフルーツ 3個
和歌山県：かつらぎ町有機栽培実践グループ
□ゆうきだいすきセット変更情報
○有機ピーマン 100g → 有機スナップエンドウ 80g 病害虫が発生しているため収穫量が増えておりません。
○有機パール柑 1個 → 有機キウイフルーツ 3個 気温が上がり傷みが出始めたため出荷量が減少しております。

■今週の配布物
「季節の手仕事 小梅干し」 、「 ナトラケア オーガニックコットン生理用ナプキン」 、「 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」 、「岡山デニムの日傘 拭き漆の箸 他」、「こだわり職人の逸品
BN菌 ほっといてシリーズ」 、「 からだが喜ぶオーガニックコットン 木の雑貨」、「備えて安心 防災用品特集」、「 ハート 本
物のオーガニック」

■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
○有機青じそ
気温の低い日が続いたため一部の産地では生育不良を起こしております。
○山ぶき
天候が不安定なため生育不良を起こしております。
○有機大根
九州の産地の出荷が終了間近のため入荷数が減少しております。
□加工品
○クールフルーツ アップルストロベリーブルーベリー
メーカーからの入荷が在庫終了に間に合わず、本日お届けができませんでした。申し訳ございません。
次週に改めてお届けを手配しております。
○うまみこい豚シューマイ
連休期間のメーカー休業の影響で、入荷が遅れております。
次週改めてお届けを手配しておりますので、万一ご不要の際はご一報下さいませ。
○華密恋 ヘッドマッサージローション ／ スキンバーム ／ ナチュラルミスト ／ ボディケアミニキット
チラシにて誤って 5/6 ～ 5/10 お届けとご案内しておりました。申し訳ございません。
連休の関係で次週のお届けとなりますのでご了承ください。
○カリント饅頭
季節商品の為、最終在庫がなくなり、お届けができませんでした。
○オーガニックビーフ サーロインステーキ
在庫不足の為、お届けできませんでした。
○冷凍草もち
在庫終了のため。
○霧島有機らっきょう
メーカー製造中止のため。

Ｎｏ.920セット予想メニュー（5/13-5/17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、
追加野菜セットも同一内容）

【関西南部】

セット内容

注文コード

有機レタス

1個・有機小松菜

1束・有機ミニトマト

100ｇ・有機そら豆 300ｇ・えのき

1ｐ

有機新玉ねぎ 700ｇ・有機人参 500ｇ・有機じゃがいも 500ｇ
多菜セット
【 9996】
+共通品目5品目
￥2600（税込2808）
有機キウイフルーツ 3個・有機グレープフルーツ 2個
フルーティーセット
【 9997】
＋共通品目 5品目
￥2600（税込2808）
有機青ねぎ 1束・有機レタス 1個・有機ズッキーニ 1本・有機ミニトマト 150ｇ・
いきいきセット
【 9998】
有機ベビーリーフ 30ｇ・有機キウイフルーツ 2個・有機バナナ 500ｇ・平飼たまご 6個
￥2600（税込2808）
ゆう きだいすきセット

￥2152（税込2324）

有機新玉ねぎ

1個・有機ごぼう

200ｇ・有機大根 1/2本・有機リーフレタス 1個・有機水菜 1束・
70ｇまたは有機絹さや 70ｇ・有機バナナ 300ｇ・

【 9994】 有機トマト（Ｓ）2個・有機スナップエンドウ

有機甘夏 1個

Ｎｏ.921セット予想メニュー（5/20-5/24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、
追加野菜セットも同一内容）

有機青ねぎ 1束・有機リーフレタス
有機トマト（S) 2個

1個・有機ほうれん草

1束・有機ズッキーニ

有機新玉ねぎ 500ｇ・有機にんじん 400ｇ・有機長芋 200ｇ
多菜セット
【 9996】
+共通品目5品目
￥2600（税込2808）
有機サンゴールドキウイ 3個・有機甘夏 2個
フルーティーセット
【 9997】
＋共通品目 5品目
￥2600（税込2808）
有機キャベツ 1/2個・有機サニーレタス 1個・有機ほうれん草
いきいきセット
【 9998】
有機ピーマン 100ｇ・有機サンゴールドキウイ 1個・河内晩柑
￥2600（税込2808）
ゆう きだいすきセット

￥2152（税込2324）

【 9994】

【関西南部】

セット内容

注文コード

有機にんじん 1本・有機新じゃがいも
有機ズッキーニ 1本・有機ミニトマト

1本・

1束・有機トマト（L) 2個・
1個・平飼たまご 6個

2個・有機サニーレタス 1個・有機小松菜 1束・有機ニラ 1束・
80ｇ・有機サンゴールドキウイ １個・河内晩柑 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。

