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有機 金時にんじん約400g 香川 （株）さぬき有機 有機 たまねぎ約300g 北海道 トミイチ

有機 じゃが芋約300g 長崎 吾妻旬菜 有機 小かぶ1束 滋賀 垣見農園

有機 ごぼう約200g 青森 あおもり南部有機生産組合 有機 白菜1/2個 熊本 モエ・アグリファーム

有機 大根1本 長崎 吾妻旬菜 有機 小松菜1束 奈良 喜多　清文さん

有機 ブロッコリー1個 長崎 吾妻旬菜 有機 チンゲン菜1束 奈良 山口農園

有機 小松菜1束 奈良 喜多　清文さん 有機 南瓜1/4個 北海道 大地のMEGUMI

有機 水菜1束
奈良
京都

山口農園
ワタミファーム

有機 キウイフルーツ3個 山梨 フルーツグローアー澤登

有機 南瓜1/4個 北海道 大地のMEGUMI 平飼いたまご6個 岡山 永田　康二さん

有機 生椎茸（菌床）約100g 岐阜 和良農産

有機 にんじん約300g 長崎 吾妻旬菜 有機 たまねぎ1個 北海道 トミイチ

有機 里芋約300g 長崎 吾妻旬菜 有機 じゃが芋1個 長崎 吾妻旬菜

有機 紅くるり1本 香川 （株）さぬき有機 有機 小かぶ1束 滋賀 垣見農園

有機 白菜1/4個 熊本 モエ・アグリファーム 有機 白菜1/4個 熊本 モエ・アグリファーム

有機 セロリ約200g 沖縄 沖縄畑人村 菊菜の代替 有機 キャベツ1/2個 熊本 モエ・アグリファーム

有機 チンゲン菜1束 奈良 山口農園 有機 水菜１束
奈良
京都

喜多　清文さん
ワタミファーム

有機 いんげん約70g 鹿児島 池田農園 有機 南瓜1/4個 北海道 大地のMEGUMI

有機 キウイフルーツ1個 山梨 フルーツグローアー澤登 有機 ベビーリーフ約40g 奈良 山口農園

有機 みかん約600ｇ 広島 中原観光農園 王林の代替 有機 柚子2個 熊本 肥後あゆみの会

有機 白菜1/4個 熊本 モエ・アグリファーム 有機 にんじん約400g 茨城 くらぶコア

有機 ブロッコリー1個
長崎
兵庫

吾妻旬菜
うずしお

有機 れんこん約200g 茨城 くらぶコア

有機 セロリ約200g 沖縄 沖縄畑人村 有機 大根1本 千葉 農事組合法人丸和

有機 小松菜1束 奈良 喜多　清文さん 有機 白菜1/2個 茨城 くらぶコア ミニ白菜の代替

有機 カラーピーマン約200ｇ 宮崎 アビオスファーム 菊菜の代替 有機 白ねぎ約300g 茨城 ひさまつ農園

有機 小松菜1束 群馬 プレマ

有機 ターサイ1束 茨城 くらぶコア 一品サービス

※きのこ類は化学薬品による室内殺菌などは行っておりません。

※箱詰めの際に十分注意しておりますが、傷みや腐れ、また過度のしおれや虫食い等ございましたら、どうぞご遠慮なく窓口までご連絡ください。

お問い合わせ

最新の野菜セット予想メニューは裏面をご覧ください。➡

■年末のお届け時間について

年末のビオ・マルシェ専用車（自社便）のお届けについて、道路状況によりお届け時間が通常よ

り大幅に前後する場合がございます。また、ヤマト宅急便につきましてもお届け遅延が多くなっ

ております。ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご了承をお願いいたします。（例年

は、28日以降、大幅に早まるケースが多くなっております。）

■エンバランス商品福袋チラシご掲載のお詫びと訂正

カタログ002で配布しておりますエンバランス商品福袋チラシの価格に誤りがございました。申

し訳ございません。正しくは次の通りとなりますのでご確認ください。（誤）5,000円／税込

5,400円　→　（正）5,000円／税込5,500円

●ミニ白菜は、産地で予定より早く終了した為、白菜1/2に代替してお届けしております。ご了

承をお願いします。不都合がございましたら、ご連絡をお願い致します。

基本野菜セット

宅配会員ネット注文

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

 お届け情報
12月28日(土)

TEL: 0120-06-1438

FAX: 0120-06-1439

mail.ebio@biomarche.jp

関東産・旬の野菜セット

●●●本日の野菜セット メニュー●●●
多菜セット いきいきセット

本日の配布物お知らせ

けいこのお風呂

フルーティーセット ゆうきだいすきセット

https://www.biomarche.jp



～

有機 たまねぎ約300g 有機 たまねぎ約300g 有機 たまねぎ約300g 有機長ねぎ約300g 有機 たまねぎ1個 有機 にんじん約400g

有機 じゃが芋約300g 有機 にんじん約300g 有機白菜1/2個 有機紅くるり1本 有機 にんじん1本 有機 さつま芋約700g

有機 長芋約200g 有機 長ねぎ約300g 有機水菜1束 有機小かぶ1束 有機 白菜1/4個 有機 サニーレタス1個

有機 大根1本 有機 サニーレタス1個 有機菜の花1束 有機ほうれん草1束 有機 ほうれん草1束 有機 白ねぎ約300g

有機 セロリ約150ｇ 有機 ほうれん草1束 有機 塩ミニトマト約100g 有機小松菜1束 有機 水菜1束 有機 ほうれん草1束

有機 小松菜1束 有機 いんげん約70g 有機 いんげん約70g 有機 塩ミニトマト約80g 有機 小松菜1束

有機 チンゲン菜1束 有機 えのき約100g 有機 キウイフルーツ3個 有機 いんげん約70g

有機 塩ミニトマト約120g 防22 ふじ1個 平飼いたまご6個 有機 生椎茸（菌床）約100g

有機 生椎茸（菌床）約100g 有機 みかん約400g 有機 バナナ約300g

ゆうきだいすきセット

野菜セット予想メニュー
お届け期間カタログvol. 003

関東産旬の野菜セット

※天候や畑の状況で変更する事があります。ご注文前にセットメニューを確認されたい時は、お手数ですがお電話でお問い合わせください。

※（防）は最大防除回数です。（防）表記のないものは有機農産物でお届けの予定です。

※上記のメニューからご希望のセットをお選びいただけます。ご予約セットと異なる場合は、注文コードをご記入ください。セット不要の際に

は、「予約セット＝０」とご記入ください。

1/13(日) 1/18(金)
多菜セット フルーティーセット いきいきセット 基本野菜セット

【9996】\2,808（税込） 【9997】\2,808（税込） 【9998】\2,808（税込） 【9995】\1,836（税込） 【9994】\2,324（税込） 【0003】\2,361（税込）

WEB上でもご覧いただけます→


