
コース トマト 旬 大野菜 葉野菜 基本野菜 基本野菜 旬の野菜 基本野菜 旬の野菜 基本野菜 合計 季節のくだもの 季節のくだものSmall

S カラフルトマト 白菜 さつまいも 春菊 なす じゃがいも 6種類

量目 約200g 1カット 約400g 1束 3本 約500ｇ

産地 静岡県 山梨県 静岡県 大阪府 山梨県 北海道

M カラフルトマト 白菜 さつまいも 春菊 なす じゃがいも 長ねぎ きゅうり 8種類

量目 約200g 1カット 約400g 1束 3本 約500ｇ 1束 3本

産地 静岡県 山梨県 静岡県 大阪府 山梨県 北海道 秋田県 長崎県

L カラフルトマト 白菜 さつまいも 春菊 なす じゃがいも 長ねぎ きゅうり 原木生椎茸 にんじん 10種類

量目 約200g 1カット 約400g 1束 3本 約500ｇ 1束 3本 1袋 約500g

産地 静岡県 山梨県 静岡県 大阪府 山梨県 北海道 秋田県 長崎県 秋田県 北海道

V カラフルトマト 白菜 さつまいも 春菊 なす じゃがいも 長ねぎ きゅうり 8種類

量目 約100g 1/4カット 約200g 1束 1本 約250g 1本 1本

産地 静岡県 山梨県 静岡県 大阪府 山梨県 北海道 秋田県 長崎県

S マルトマト ブロッコリー かぼちゃ ほうれん草 ぶなしめじ 玉ねぎ 6種類

量目 約200g 1株 1カット 1袋 1袋 約500g

産地 熊本県/静岡県 静岡県 北海道 静岡県 鹿児島県 北海道

M マルトマト ブロッコリー かぼちゃ ほうれん草 ぶなしめじ 玉ねぎ 安納芋 パプリカ 8種類

量目 約200g 1株 1カット 1袋 1袋 約500g 約400ｇ 1玉

産地 熊本県/静岡県 静岡県 北海道 静岡県 鹿児島県 北海道 鹿児島県 大分県

L マルトマト ブロッコリー かぼちゃ ほうれん草 ぶなしめじ 玉ねぎ 安納芋 パプリカ れんこん ごぼう 10種類

量目 約200g 1株 1カット 1袋 1袋 約500g 約400ｇ 1玉 1節 1束

産地 熊本県/静岡県 静岡県 北海道 静岡県 鹿児島県 北海道 鹿児島県 大分県 佐賀県 北海道

V マルトマト ブロッコリー かぼちゃ ほうれん草 ぶなしめじ 玉ねぎ 安納芋 パプリカ 8種類

量目 約100g 1株 1/4カット 1袋 1袋 約250g 約200g 1玉

産地 熊本県/静岡県 静岡県 北海道 静岡県 鹿児島県 北海道 鹿児島県 大分県

S マルトマト れんこん ごぼう 小松菜 きゅうり さといも 6種類

量目 約200g 1節 1束 1袋 3本 約300g

産地 熊本県/静岡県 佐賀県 北海道 静岡県 長崎県 静岡県

M マルトマト れんこん ごぼう 小松菜 きゅうり さといも えのき じゃがいも 8種類

量目 約200g 1節 1束 1袋 3本 約300g 1袋 約500g

産地 熊本県/静岡県 佐賀県 北海道 静岡県 長崎県 静岡県 鹿児島県 北海道

L マルトマト れんこん ごぼう 小松菜 きゅうり さといも えのき じゃがいも ブロッコリー キャベツ 10種類

量目 約200g 1節 1束 1袋 3本 約300g 1袋 約500g 1株 1玉

産地 熊本県/静岡県 佐賀県 北海道 静岡県 長崎県 静岡県 鹿児島県 北海道 静岡県 山梨県

V マルトマト れんこん ごぼう 小松菜 きゅうり さといも えのき じゃがいも 8種類

量目 約100g 1株 約200g 1束 1本 約150g 1袋 約250g

産地 熊本県/静岡県 約250g 北海道 静岡県 長崎県 静岡県 鹿児島県 北海道

S ミニトマト 安納芋 だいこん クレソン ピーマン にんじん 6種類

量目 約200g 約400g 1本 1束 1袋 約500ｇ

産地 宮崎県 鹿児島県 山梨県 静岡県 沖縄県 神奈川県

M ミニトマト 安納芋 だいこん クレソン ピーマン にんじん スティックブロッコリー かぼちゃ 8種類

量目 約200g 約400g 1本 1束 1袋 約500ｇ 約150ｇ 1カット

産地 宮崎県 鹿児島県 山梨県 静岡県 沖縄県 神奈川県 長崎県 北海道

L ミニトマト 安納芋 だいこん クレソン ピーマン にんじん スティックブロッコリー かぼちゃ 白菜 さといも 10種類

量目 約200g 約400g 1本 1束 1袋 約500ｇ 約150ｇ 1カット 1カット 約300g

産地 宮崎県 鹿児島県 山梨県 静岡県 沖縄県 神奈川県 長崎県 北海道 愛知県 静岡県

V ミニトマト 安納芋 だいこん クレソン ピーマン にんじん スティックブロッコリー かぼちゃ 8種類

量目 約100g 約200g 1/2本 1束 1袋 約250g 約80g 1カット

産地 宮崎県 鹿児島県 山梨県 静岡県 沖縄県 神奈川県 長崎県 北海道

長野県産
王林

静岡県産
次郎柿

11/1(木)
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（内容は変更になることがございます）
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～

日程(着日)

11/7(水)
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～
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