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3月2日（火）
【本日の野菜・加工品欠品情報】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          

・有機青ねぎ ⇒　気温が低いため収穫量が不安定な状況です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・有機レタス ⇒　気温が低いため当初の見込みより生育に遅れがでております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・有機サニーレタス ⇒　気温が低いため当初の見込みより生育に遅れがでておりま
す。入荷状況により少量・欠品となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・有機ミニトマト ⇒　先週からの気温の低下が影響し収穫量が回復してません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・有機いんげん ⇒　一部の産地では先日からの強風の影響で傷みが多く発生した
ため出荷量が減少しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・有機いちご250ｇ 　⇒　1番花と2番花の切り替わりで端境期に入っているため現在
出荷量が不安定な状況です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・有機はるか ⇒　傷みの発生や規格外のものが多くなり今季早めの終了となりまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ﾁｮｺ・ヘーゼルナッツ 50g　/ﾁｮｺ・ｵｰｶﾞﾆｯｸビターザクロ 50g　休止　季節終了のた
め。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
有機米粉 250g 終了　メーカー製造終了のため。

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ 　112ｗ号（D）                      　
・お届け情報（本紙）                     　    
・ご注文用紙　112ｗ                    　　   
・bioweekly　　110ｗ　　　　　　　　　　　　
・リマナチュラル　　化粧品
・プロスペリティ　 　食品
・ライブコットン　  　オーガニックコットン
・ディイオニー  　 　ワイン
・日仏貿易　　 　　　食品（スパゲティー・
・ハチミツ）

・・・　本日の野菜セット　・・・
多菜セット いきいきセット

有機 玉ねぎ　　 　600ｇ 北海道 渡辺農場 　 有機 玉ねぎ　　 　300ｇ 北海道 渡辺農場 　

有機 人参　　　　　600ｇ 熊本  吉水農園 　 有機 塩ミニトマト　　1P 熊本 肥後あゆみの会 変更

有機 ごぼう　　　　200ｇ 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　 有機 大根　　　　　1/2 長崎 川内農園 　

有機 スナップエンドウ1P 鹿児島 池田農園 変更 有機 小松菜　　　　　1束 島根 やさか共同農場 　

有機 セロリ　　　　　　1P 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　 有機 水菜　　　　　　１束 奈良 喜多  清文 　

有機 ほうれん草      1束 熊本  吉水農園 　 有機 いんげん　　　　1Ｐ 鹿児島 池田農園  

有機 小松菜　　　　　1束 島根 やさか共同農場 　 有機 清見オレンジ　1P 和歌山 九鬼 オレンジファーム 　

有機 ニラ　　　　　　　1束 高知 大地と自然の恵み 　 　 平飼い卵　  　　6個 和歌山 蒼生舎 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

フルーティーセット ゆうきだいすきセット
有機 スナップエンドウ1P 鹿児島 池田農園 変更 有機 玉ねぎ　 　　300ｇ 北海道 渡辺農場 　

有機 セロリ　　　　　　1P 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　 有機 長芋　　　　　200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合 　

有機 ほうれん草      1束 熊本  吉水農園 　 有機 紅くるり　　　　１本 香川 さぬき有機生産組合 　

有機 小松菜　　　　　1束 島根 やさか共同農場 　 有機 ブロッコリー　　1個 兵庫 うずしお 　

有機 ニラ　　　　　　　1束 高知 大地と自然の恵み 　 有機 ほうれん草      1束 熊本  吉水農園  

有機 バナナ　　　300ｇ エクアドル プリエイト農園 　 有機 いんげん　　　　1Ｐ 鹿児島 池田農園  

有機 八朔　　　　　500ｇ 熊本 肥後あゆみの会 　 有機 ベビーリーフ　　1P 広島 寺岡有機農場 　

有機 不知火　　　500ｇ 熊本 肥後あゆみの会 　 　 しめじ　　　　　　1P 和歌山  日高きのこセンター 　

　 　 　 　 　 有機 バナナ　　　300ｇ エクアドル プリエイト農園 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　基本野菜　セット  
有機 スナップエンドウ1P 鹿児島 池田農園 変更 ※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、どうぞご遠慮なくお電話等にてご連絡くだ
さい。

有機 セロリ　　　　　　1P 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　

有機 ほうれん草      1束 熊本  吉水農園 　

有機 小松菜　　　　　1束 島根 やさか共同農場 　

有機 ニラ　　　　　　　1束 高知 大地と自然の恵み 　
　 　 　 　 　
【本日の野菜セット変更】                                                                    　　　　　　　　　　　　　　                                                    　　　　　・
有機サニーレタス　⇒　有機スナップエンドウ　（気温が低いため当初の見込みより生育に遅れがでております。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・有機青ネギ　⇒　有機塩ミニトマト　（気温が低いため収穫量が不安定な状況です。）

●●●野菜セット予想メニュー●●●



カタログＮＯ．111ｗお届け期間　3/8～3/12

多菜セット 有機玉ねぎ600ｇ　・　有機人参600ｇ　・　有機じゃが芋600ｇ　・　有機青ネギ　・　有機大根　・　有
機水菜　・　有機いんげん　・　有機生姜　【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット 有機青ネギ　・　有機大根　・　有機水菜　・　有機いんげん　・　有機生姜　・　ふじ２個　・　有機清
見オレンジ600ｇ　【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜
有機青ネギ　・　有機大根　・　有機水菜　・　有機いんげん　・　有機生姜

　

いきいきセット 有機ごぼう　・　有機サニーレタス　・　有機ブロッコリー　・　有機セロリ　・　有機にんにく　・　えのき　
・　平飼い卵【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット 有機じゃが芋300ｇ　・　有機ごぼう　・　有機長ねぎ　・　有機大根1/2　・　有機小松菜　・　有機水
菜　・　有機スナップエンドウ　・　えのき　・　有機不知火１個　【9994】\2,324（冷蔵）

カタログＮＯ．112ｗお届け期間　3/15～3/19

多菜セット 有機人参500ｇ　・　有機じゃが芋500ｇ　・　有機長芋200ｇ　・　有機ブロッコリー　・　有機小松菜　・　
有機ミニトマト　・　有機クレソン　・　しめじ　　　【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット 有機ブロッコリー　・　有機小松菜　・　有機ミニトマト　・　有機クレソン　・　しめじ　　・　有機バナナ
500ｇ　・　有機パール柑700ｇ　【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜
有機ブロッコリー　・　有機小松菜　・　有機ミニトマト　・　有機クレソン　・　しめじ　

　

いきいきセット 有機じゃが芋300ｇ　・　有機長芋200ｇ　・　有機大根1/2　・　有機ほうれん草　・　有機にら　・　有
機ミニトマト　・　有機バナナ500ｇ　・　平飼い卵　【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット 有機新玉ねぎ300ｇ　・　有機長芋200ｇ　・　有機大根1/2　・　有機サニーレタス　・　有機ほうれん
草　・　有機水菜　・　有機いんげん　・　有機生姜　・　ふじ１個　【9994】\2,324（冷蔵）

※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。

【新じゃがと豚肉のオイス
ター炒め】

　　※　新春　新じゃがと豚肉のオイスター炒め ！

【材料】（(2～3人分)）

豚スライス…180g　・　新じゃが芋…中1個　・　ピーマン…2個　・　玉ねぎ…1/2個
片栗粉…大さじ1　・　油…適量
A[醤油、みりん、酒…各小さじ1]
B[オイスターソース、酒…各大さじ1、醤油、みりん、砂糖…各小さじ1、にんにく（すりおろ
し）…1かけ分、生姜（すりおろし）…1かけ分]

①　豚肉はAをつけて10～15分置く。じゃが芋は皮つきのまま、5mmの拍子切りにして水に5
分程漬けて灰汁抜きした後、ザルにあげる。ピーマンは細切り、玉ねぎは薄切りにする。Bを
混ぜておく。

②　①の豚肉に片栗粉をまぶす。フライパンに油を中弱火で熱し、豚肉に火が通るまで炒
める。軽く焼き色がついたら一旦取り出す。

③　フライパンに少々油を継ぎ足し、じゃが芋を炒める。透き通ってきたら、ピーマンと玉ね
ぎを加えて1分程炒め、蓋をしてじゃが芋がやわらかくなるまで3分ほど蒸し焼きにする。

④　③に②を戻して軽く混ぜ、一旦火を止める。Bを加えて再び火をつけ、汁気がなくなるま
でよく炒め絡める。

　　


