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有機野菜の生産者・加工食品

◆有機野菜の定期宅配のイベント限定特典付き新規入会申込み・受付
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駐車場（有料）の台数には限りがございます。できるだけ公共交通機関をご利用ください。

 

ビオ・マルシェの宅配のホームページでご案内いたします。

電話番号：06-

1983年の設立以来

農産物・有機加工食品の会員制宅配として国内最大規模の事業を展開し安心な食を提供するとともに、有機農業

が持続発展する生産・流通システムの構築を推進しています。また、百貨店、量販店、専門店等への卸売販売に

加え、直営の有機食品専門店として、さいたま市大宮区のビオ・マルシェ髙島屋大宮店を展開しています

                                       

・大阪シティバス「天満橋」

◆有機野菜の定期宅配のイベント限定特典付き新規入会申込み・受付 

駐車場（有料）の台数には限りがございます。できるだけ公共交通機関をご利用ください。

ホームページでご案内いたします。

-6866-1456 

年の設立以来36年あまりの実績があり、有機

農産物・有機加工食品の会員制宅配として国内最大規模の事業を展開し安心な食を提供するとともに、有機農業

が持続発展する生産・流通システムの構築を推進しています。また、百貨店、量販店、専門店等への卸売販売に

加え、直営の有機食品専門店として、さいたま市大宮区のビオ・マルシェ髙島屋大宮店を展開しています

                                       

 

・大阪シティバス「天満橋」下車すぐ 

駐車場（有料）の台数には限りがございます。できるだけ公共交通機関をご利用ください。

ホームページでご案内いたします。

 

年あまりの実績があり、有機

農産物・有機加工食品の会員制宅配として国内最大規模の事業を展開し安心な食を提供するとともに、有機農業

が持続発展する生産・流通システムの構築を推進しています。また、百貨店、量販店、専門店等への卸売販売に

加え、直営の有機食品専門店として、さいたま市大宮区のビオ・マルシェ髙島屋大宮店を展開しています。 

                                       

 

駐車場（有料）の台数には限りがございます。できるだけ公共交通機関をご利用ください。  

ホームページでご案内いたします。  

年あまりの実績があり、有機

農産物・有機加工食品の会員制宅配として国内最大規模の事業を展開し安心な食を提供するとともに、有機農業

が持続発展する生産・流通システムの構築を推進しています。また、百貨店、量販店、専門店等への卸売販売に

 

                                                                                


