8月27日(火) 野菜セットお届け情報 （関西南部）
多菜セット ［注文コード：9996］

フルーティーセット ［注文コード：9997］

有機 ★ れんこん 200ｇ

熊本県：福島 正明さん

有機 ★ れんこん 200ｇ

熊本県：福島 正明さん

有機 ★ 小松菜 1束

島根県：やさか共同農場

有機 ★ 小松菜 1束

島根県：やさか共同農場

有機 ★ ニラ 1束

高知県：大地と自然の恵み

有機 ★ ニラ 1束

高知県：大地と自然の恵み

有機 ★ パプリカ 1個

佐賀県：アビオスファーム

有機 ★ パプリカ 1個

佐賀県：アビオスファーム

有機 ★ リーフレタス 1個

長野県：塩尻有機栽培研究会

有機 ★ リーフレタス 1個

長野県：塩尻有機栽培研究会

有機 にんじん 400ｇ

青森県：あおもり南部有機生産組合

有機 金時芋 400ｇ

香川県：さぬき有機

有機 ごぼう 200ｇ

鹿児島県：かごしま有機生産組合

有機 バナナ 300ｇ
豊水梨 2個

いきいきセット ［注文コード：9998］

コロンビア：サンタマルタ農園
大分県：太郎良農園

ゆうきだいすきセット ［注文コード：9994］

有機 水菜 1束

奈良県：山口農園

有機 玉ねぎ 300ｇ

兵庫県：うずしお

有機 南瓜 1/2個

宮崎県：霧島オーガニック

有機 ごぼう 200ｇ

鹿児島県：かごしま有機生産組合

有機 ミニトマト 150ｇ

北海道：当麻グリーンライフ

有機 つるむらさき 1束

大阪府：原田ふぁーむ

有機 リーフレタス 1個

長野県：塩尻有機栽培研究会

有機 モロヘイヤ 50ｇ

滋賀県：垣見農園

有機 ししとう 50ｇ

鹿児島県：かごしま有機生産組合

有機 ズッキーニ 1本

長野県：高坂農園

有機 オクラ 100ｇ

和歌山県：ビオランド、ビオランド紀の川

有機

幸水梨 1個

奈良県：王隠堂農園

平飼いたまご 6個

和歌山県：蒼生舎

防除16回

防除15回

トマト 1個
／ミニトマト 120ｇ

長野県：温ふぁーむ、北海道：当麻グリー
ンライフ/長野県：大北農業協同組合
／長野県：大北農業協同組合

有機 南瓜 1/2個

奈良県：喜多清文さん

有機 ピーマン 120ｇ

岡山県：永田 康二さん

有機 バナナ 300ｇ

コロンビア：サンタマルタ農園

★は基本野菜セット、追加野菜セットと同一品目です。
□セット変更情報□
＜多菜・フルーティー＞
〇有機オクラ 100ｇ⇒有機リーフレタス 1個 先日の台風で花が落ちてしまったため収穫量が減少しております。
<いきいきセット>
○有機南瓜 1/4個 ⇒ 1/2個 量目変更いたしました。
○有機なす 3本 ⇒有機リーフレタス 1個
先日の台風の雨風の影響で傷、擦れ等の規格外のものが多くできており、出荷量が著しく減少しております。
<ゆうきだいすきセット>
○有機サニーレタス 1個⇒有機ごぼう 200ｇ 気温が高いため生育不良を起こしております。
〇有機ベビーリーフ 30ｇ⇒有機つるむらさき 1束
台風による影響で、一部の産地で入荷がありませんでした。
○有機青ねぎ 1束 ⇒有機ズッキーニ 1本
台風による影響で、一部の産地で入荷がありませんでした。
○有機トマト 1個 ⇒ 有機トマト 1個 または 有機ミニトマト 120ｇ
天候の不順による生育不良で出荷を見合わせているため、全体的に収穫量が減少しております。
○有機なす 2本⇒有機南瓜 1/2個
先日の台風の雨風の影響で傷、擦れ等の規格外のものが多くできており、出荷量が著しく減少しております。

次週以降の野菜セット予想メニュー

●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の個数を「0」にすることでキャンセルになりま
す。そのあと、ご希望の野菜セットの注文コードを入力してください。

☆ 野菜セット予想メニュー（Yuki:kun vol.936、9/2～9/6お届け） ☆ 【関西南部】
多菜セット【9996】
￥2600（税込2808）

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

★有機サニーレタス 1個 ★有機モロヘイヤ 50g ★有機きゅうり 2本 ★有機トマト（2S以下） 2個 ★有機なす2本・有機玉ねぎ
600ｇ・有機にんじん 600g・有機じゃがいも 600g （★は基本野菜セット、追加野菜セットと同一品目です。）

フルーティーセット【9997】 ★有機サニーレタス 1個 ★有機モロヘイヤ 50g ★有機きゅうり 2本 ★有機トマト（2S以下） 2個 ★有機なす2本・有機キウイ
フルーツ 2個・有機バナナ 500ｇ・つがるりんご 1個（★は基本野菜セット、追加野菜セットと同一品目です。）
￥2600（税込2808）
いきいきセット【9998】
￥2600（税込2808）

有機れんこん 200g・有機リーフレタス 1個・有機つるむらさき 1束・有機ズッキーニ 1本・有機ピーマン 120g・有機生姜 100g・有
機バナナ 300ｇ・平飼たまご 6個

ゆうきだいすきｾｯﾄ【9994】 有機にんじん 1本・有機さつまいも 300ｇ・有機レタス １個・有機山ほうれん草 1束または有機水菜 1束・有機きゅうり 2本・有機
ミニトマト 120ｇ・有機オクラ 100ｇ・有機生姜 50ｇ・豊水梨 1個
\2152（税込2324）
☆ 野菜セット予想メニュー（Yuki:kun vol.937、9/9～9/13お届け） ☆ 【関西南部】
多菜セット【9996】
￥2600（税込2808）

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

★有機レタス 1個 ★有機つるむらさき 1束 ★有機ミニトマト 100ｇ ★有機ピーマン 120ｇ ★有機生椎茸（菌床）100ｇ・有機玉
ねぎ 500ｇ・有機安納芋 300g・有機れんこん 300ｇ（★は基本野菜セット、追加野菜セットと同一品目です。）

フルーティーセット【9997】 ★有機レタス 1個 ★有機つるむらさき 1束 ★有機ミニトマト 100ｇ ★有機ピーマン 120ｇ ★有機生椎茸（菌床）100ｇ・有機キ
ウイフルーツ 2個・あかねりんご 1個・二十世紀梨 1個（★は基本野菜セット、追加野菜セットと同一品目です。）
￥2600（税込2808）
いきいきセット【9998】
￥2600（税込2808）

有機レタス 1個・有機山ほうれん草 1束・有機ミニトマト 150ｇ・有機なす 2本・有機パプリカ 1個・有機オクラ 100ｇ・有機柚子 2
個・平飼たまご 6個

ゆうきだいすきｾｯﾄ【9994】 有機玉ねぎ 300g・有機じゃがいも 2個・有機青ねぎ １束・有機小松菜 1束・有機ミニトマト 100ｇ・有機なす 2本・有機ピーマン
120ｇ・有機ベビーリーフ 30ｇ・有機バナナ 300ｇ
\2152（税込2324）

■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
○有機バジル
天候の不順により生育不良を起こしております。
○有機ブロッコリー
収穫時に病気や傷み等による規格外のものが多く見られるため、当初の見込みより大幅に出荷量が減少しております。
○有機ケール
生育不良と虫害が発生しております。
○有機にがうり
気温の高さと先日からの雨により一部産地で傷みが発生しております。
○有機ルッコラ
天候の不順により生育不良を起こしております。
○有機コリアンダー
天候の不順により生育不良を起こしております。
○有機巨峰
生育期の天候の不順により、色づきに遅れがでております。
○シャインマスカット
日照不足による生育遅れで出荷規格に満たないため収穫を見合わせております。
○ネオマスカット
日照不足による生育遅れで出荷規格に満たないため収穫を見合わせております。

□加工品
○あんこ屋さんの水ようかん有機抹茶
季節商品の為、在庫終了に伴いお届けができませんでした。

