有機野菜の宅配 ビオ・マルシェ

お届け情報
11月17日(水）
【本日の野菜・加工品欠品情報】
・有機ラディッシュ ⇒ 生育期に気温が低かったため生育不良を起こしてお
ります。
・有機ビーツ ⇒ 生育期に気温が低かったため生育不良を起こしておりま
す。
・有機白ねぎ ⇒ 雨不足により生育不良を起こしております。 入荷状況によ
り少量・欠品となります。
・有機パセリ ⇒ 虫害の発生のため出荷量が不安定な状況です。 入荷状況
により少量・欠品となります。
・有機ミニトマト ⇒ 天候が不安定なため色づきに遅れがでており出荷量が
減少しております。 入荷状況により少量・欠品となります。
・土の鶏 終了 季節終了のため 。
・国産有機八穀米 300g 欠品 原料不足のため。
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・・・ 本日の野菜セット ・・・
多菜セット
有機 にんじん 約400g
有機 金時芋
有機 里芋

いきいきセット

広島 寺岡有機農場

有機 にんじん 約300g

約400ｇ 香川 さぬき有機生産組合

有機 安納芋 約300g 鹿児島 鹿児島有機生産組合

約400g 長崎 吾妻旬菜

有機 ほうれん草 １束

有機 サニーレタス１個

長野 塩尻有機/高坂農園

有機 ニラ

有機 小松菜

和歌山 ビオランド紀の川

有機 サラダ菊菜 １束

有機 水菜
有機 クレソン
えのき

1束

１束 島根 やさか共同農場

１束

変更

宮崎 甦る大地の会

有機 南瓜
有機 バナナ

１ﾊﾟｯｸ 長野 よませＡＳＳ

平飼い卵

フルーティーセット

約500g

和歌山 ビオランド紀の川

有機 ごぼう

えのき
王林

１束

変更

宮崎 甦る大地の会

１ﾊﾟｯｸ 長野 よませＡＳＳ
1個

富有柿 約900g

北海道 ちいむれグロリア農園

約200g 宮崎 鹿児島有機生産組合

有機 青ねぎ 約100g

高知 大地と自然の恵み

有機 小松菜

和歌山 ビオランド紀の川

有機 ニラ

青森 ナチュラル農業研究会 (防除22回) 有機 春菊
奈良 王隠堂農園

セリアマリア農園

ゆうきだいすきセット

有機 小松菜
有機 クレソン

エクアドル

６個 和歌山 蒼生舎

有機 にんじん 約300g

１束 島根 やさか共同農場

島根 やさか共同農場

1/2個 北海道 富良野生産センター百我

長野 塩尻有機/高坂農園

有機 水菜

長野 塩尻有機研究会

約100g 高知 大地と自然の恵み

有機 サニーレタス１個
1束

北海道 ちいむれグロリア農園

(防除8回) 有機 南瓜

1束

変更

約100g 高知 大地と自然の恵み
１束

長野 塩尻有機研究会

1/2個 北海道 富良野生産センター百我

有機 パプリカ
１個 大坂 原田ファーム
有機 みかん 約300g 広島 中原観光農園

変更

基本野菜 セット
有機 サニーレタス１個

長野 塩尻有機/高坂農園

有機 小松菜

和歌山 ビオランド紀の川

有機 水菜
有機 クレソン
えのき

1束

１束 島根 やさか共同農場

１束

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。

宮崎 甦る大地の会

１ﾊﾟｯｸ 長野 よませＡＳＳ

【本日の野菜セット変更】
・有機小かぶ1束 ⇒ 有機水菜1束 （生育期に気温が低く、生育が遅れているため。）
・有機白葱(長葱)300ｇ前後 ⇒ 有機青葱100ｇ前後 （雨不足により、生育が遅れているため。また、一部の産地で早期出荷終了し
たため。）
・有機ミニトマト ⇒有機パプリカ（赤）１個 （天候が不安定なため色づきに遅れがでており出荷量が減少しております。）

●●●野菜セット予想メニュー●●●
カタログＮＯ．148ｗお届け期間 11/22～11/26
多菜セット

有機たまねぎ約600ｇ ・ 有機にんじん約600ｇ ・ 有機ごぼう約200ｇ ・ 有機青ネギ ・ 有機大
【9996】\2,808（冷蔵） 根1/2 ・ 有機坊ちゃん南瓜 ・ 有機ミニトマト ・ しめじ

フルーティーセット

有機青ネギ ・ 有機大根1/2 ・ 有機坊ちゃん南瓜 ・ 有機ミニトマト ・ しめじ
ナナ約300ｇ
・ 有機みかん約1ｋｇ
【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜

・ 有機バ

有機青ネギ ・ 有機大根1/2 ・ 有機坊ちゃん南瓜 ・ 有機ミニトマト ・ しめじ

いきいきセット

有機たまねぎ約300ｇ ・ 有機里芋約300ｇ ・ 有機大根 ・ 有機ミニ白菜 ・ 有機キャベツ1/2
【9998】\2,808（冷蔵） ・ 有機小松菜 ・ ふじ１個 ・ 平飼い卵

ゆうきだいすきセット 有機里芋約300ｇ ・ 有機青ネギ ・ 有機大根1/2 ・ 有機ほうれん草 ・ 有機水菜 ・ 有機ベ
【9994】\2,324（冷蔵） ビーリーフ ・ 有機生椎茸（菌床） ・ ふじ１個 ・ 有機柚子約300ｇ

カタログＮＯ．149ｗお届け期間 11/29～12/3
多菜セット

有機たまねぎ約600g ・ 有機じゃが芋約400g ・ 有機さつま芋約500g ・ 有機白ねぎ ・ 有機
【9996】\2,808（冷蔵） 小かぶ ・ 有機キャベツ1/2 ・ 有機いんげん ・ 有機クレソン

フルーティーセット

有機白ねぎ ・ 有機小かぶ ・ 有機キャベツ1/2 ・ 有機いんげん ・ 有機クレソン ・ 有機バ
【9997】\2,808（冷蔵） ナナ約500g ・ ラ・フランス１個

基本野菜

有機白ねぎ ・ 有機小かぶ ・ 有機キャベツ1/2 ・ 有機いんげん ・ 有機クレソン

いきいきセット

有機にんじん約300g ・ 有機青葱 ・ 有機ほうれん草 ・ 有機南瓜1/2 ・ 有機ミニトマト ・ し
【9998】\2,808（冷蔵） めじ ・ 有機みかん約300g ・ 平飼い卵

ゆうきだいすきセット 有機たまねぎ約300g ・ 有機さつま芋約300g ・ 有機キャベツ1/2 ・ 有機小松菜 ・ 有機ニラ
【9994】\2,324（冷蔵） ・ 有機チンゲン菜 ・ 有機いんげん ・ えのき ・ 有機みかん約300g
※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。

【豚肉と玉ねぎのチー
ズケチャップ炒め】

※

豚肉と玉ねぎのチーズケチャップ炒め

♪

【材料】（2人分）
豚こま切れ肉250g ・ 玉ねぎ (1/2個)100g ・ ピザ用チーズ60g
ケチャップ大さじ3 ・ サラダ油小さじ1 ・ レタス
① 玉ねぎは薄切りにします。
② 中火で熱したフライパンにサラダ油をひき、1、豚こま切れ肉を入れて炒めます。
③ 豚こま切れ肉の色が変わったらケチャップを加え、中火のまま炒めます。
④ 全体に味がなじんだらピザ用チーズをのせ、蓋をして5分程弱火で加熱します。
⑤ ピザ用チーズが溶けたら火から下ろし、レタスを敷いたお皿に盛り付けて完成です。

