御 注 文 書
★ 入 荷 予 定 日
★ 注 文 締 切 日

8 月 20 日 (土)
8 月 16 日 (火)

TEL 06-6232-2012 / FAX 050-3737-8136 / vegemaodr@gmail.com
＜予告なく価格や容量が変わる場合がございます＞

品
目
北海道_良治） にんじん
北海道_渡辺） リーフレタス
大阪_角田農園） たまねぎ
大阪_角田農園） ツルムラサキ
大阪_角田農園） モロヘイヤ
大阪_角田農園） 赤おくら
大阪_農園きたの） おくら
大阪_農園きたの） 丸おくら
大阪_農園きたの） 赤玉ねぎ
大阪_農園きたの） 千両ナス
大阪_農園たかはし） いちじく
大阪_農園たかはし） いちじく（2コ）
大阪_農園たかはし） きゅうり（バラ）
大阪_農園たかはし） ドライいちじく
大阪_農園たかはし） ピーマン
大阪_農園たかはし） 千両茄子（バラ）
奈良_HG宇陀） えだまめ「豆太鼓」
奈良 セレクトファーム） ゴーヤ
奈良 セレクトファーム） ミニパプリカ
奈良_セレクトファーム） アンデスレッド(じゃがいも)
奈良_セレクトファーム） きゅうり
奈良_セレクトファーム） ミニトマト（黄）
奈良_セレクトファーム） ミニトマト（赤）
奈良_セレクトファーム） 空芯菜
奈良_セレクトファーム） 大玉トマト
奈良_セレクトファーム） 万願寺とうがらし
奈良_山口農園） ベビーリーフ
奈良_山口農園） ベビーリーフ 1kg
奈良_山口農園） ルッコラ
奈良_廣淵農園） 青ナス
奈良_廣淵農園） ピーマン
奈良_廣淵農園） バジル
奈良_廣淵農園） バターナッツ
奈良_廣淵農園） 紫じゃがいも（シャードークイーン）
奈良_エトファルト） ブルーベリー
奈良_エトファルト） ブルーベリー(Ｌ)
京都_城山共同） きたあかり
京都_城山共同） みにじゃが（きたあかり）
沖縄_中村） 島にんにく
三重_伊有協） にんにく1kg
三重_伊有協） グランドペチカ
三重_伊有協） ノーザンルビー
三重_伊有協） プッチーニ（かぼちゃ）
三重_伊有協） ミニカボチャ
三重_伊有協） ミニ冬瓜
三重_伊有協） メークイン
三重_伊有協） 雪化粧（かぼちゃ）
三重_伊有協） 雪化粧（かぼちゃ）1/2
千葉_押方） コリンキー
千葉_平山） ミックスキャロット

内
容
待ってました。摩周湖の伏流水で育った良治さんの爽やかな人参。
北海道から(日ハムなみに移動距離がすごい)レタス、人気です。
500g
辛みおだやかで加熱すると甘い。
150g
加熱するとヌメリが出て葉も茎も肉厚でコリコリ。冷やしてお浸しに。
150g
アラビア語で「王様の野菜」 驚きの栄養価です。
100g
彩りのいい真っ赤なオクラ。加熱すると色落ちするので生で板ずりして。
100g
食物繊維が多く栄養豊富。ネバネバで夏バテ防止に。
100g
15cm程の長さでやわらかい、角のないオクラです。
500g
スライスしてサラダやサンドイッチの彩りに。かつお節とポン酢も美味。
2-3本
焼いても蒸しても煮ても漬けても美味しい夏のお野菜。
11‐12コ 消毒わずか１回。皮まま食べれて甘くてとろけます！
ご要望が多いので小売りしちゃいます。
1本
太くてとってもフルーティ。歯触りも香りもいい。
60g
そのまま食べても、お菓子などに入れても美味しいです。
4-5コ
夏野菜のシーズン到来。柔らかく肉厚です。
1本
農園たかはしの茄子は皮が柔らかい！
200g
夏だ、ビールだ、エダマメだ！ 濃厚な風味と旨味の黒枝豆です。
苦味がクセになります。
120-140ｇ 赤・黄・橙など3～5コ。肉厚で甘く小さめなので使いやすい。
400g
中の果肉は粉質で少し黄色。加熱するとホクホクした食感です。
300g
新鮮なきゅうりはフルーティ、でも痛い・・・（イボイボ）
150g
赤より甘いと言われていますが・・・ 食べ比べてみては。
150g
細長い形の真っ赤なミニトマトです。
140g
油と相性抜群で炒めた時のポリポリ感が!! もちろんお浸しでも。
2コ
ずっしり重くて赤い、これぞまさにトマト。路地育ちの自然なお味です。
150g
やわらかく肉厚で甘みがあり煮ても焼いても美味。京の伝統野菜。
60g
もっと食べたいの声で2割増。これだけでお洒落サラダのできあがり。
摘み取った葉なのにどーしてこんなに持ちがいいんですか？
ほのかなゴマの香りと独特の食味。サラダ、付合せ、肉・魚のトッピングに。
50g
2本
千両ナスより甘いと評判。日本料理では引っ張りだこです。
150g
ピーマン臭くないけどしっかりピーマンです。
50g
新鮮＝香りが強いです。
スープがいちばんのおすすめ。冷たくしてどうぞ。
400g
中まで紫。加熱しても紫色はしっかり残ります。
125g
凍らせても "ベリー" Good！ 風雨の日は収穫できない繊細な実です。
250g
アイスにヨーグルトにドリンクにジャムに、沢山使えるお得な2倍パック。
掘りたてほくほく、しばらく寝かすとしっとり。何にでも使えます。お得な10kgも。
500ｇ
300ｇ
ひと口サイズだから、丸まま素揚げやジャガベーやポトフにも◎
2-3コ
約70g。小さくてもガッツリとした味と風味でペペロンチーノ最強！
土つきのままだからお値打ち価格です。
400g
皮のまだら模様から「デストロイヤー」とも呼ばれる。黄味がかった果肉。
400g
どんな風に料理しても萌えてしまう、可愛さMAX桃色おじゃが。
レンジでチンしてすぐ食べられる甘～いプチかぼちゃ。器にしても◎
BBQはもちろん、冷たいスープも、煮て冷やして頂いても美味。
手ごろなサイズだから保存もできるし使い切りもできます。
500g
煮崩れしにくいしっとり系と言えばコレ。夏はBBQやカレーに・・・
表面が白く美しいほくほく系のかぼちゃです。
表面が白く美しいほくほく系のかぼちゃです。
さくっとやわらかく生で食べれるサラダかぼちゃ。
4本
細長い人参、4本です。

奈良_田中エッグ） たまご
兵庫_All's-One） 乾燥きくらげ
京都_城山共同） 丹波黒小まめ
京都_丹波ハピー農園） なっとう
京都_辻雅） 乾燥しいたけ
大阪_大阪屋） 和食の友だし（有機むらさき）
京都_野崎） ひのひかり玄米 5kg
京都_野崎） ひのひかり五分搗(玄米5kgを精米)
京都_野崎） ひのひかり白米(玄米5kgを精米)

10個
15g
100g
88g
100g
350cc

400g

知事賞受賞。黄身がしっかりして混ざりにくいです。
西脇市からコリっコリのきくらげが登場。ビタミンＤや鉄分が豊富。
小豆より小さいサイズで調理しやすい。豆ご飯レシピ付き。
歯触りがよく、風味も旨みも濃厚です。
肉厚で香りも旨みも抜群！煮物に他の干椎茸は考えられない。
麺つゆ、すき焼き、照り焼き、丼、和え物など、これ1本で味付け要らず。
ご予約でお値引きあり！西区なら配達無料です！
ご予約でお値引きあり！西区なら配達無料です！
ご予約でお値引きあり！西区なら配達無料です！

□上記入荷日にタカムラへご来店
12:00～19:30 （
：
時頃）

価格
270
290
250
230
230
210
230
230
270
240
1,600
280
80
640
210
80
320
210
210
230
210
240
240
210
240
210
180
2,200
160
260
210
200
360
240
340
650
250
150
300
2,300
280
280
350
340
400
260
600
320
340
250

注文数

金

額

350
380
290
280
1,330
680
4,100
4,100
4,100

／ □下記住所に発送希望
送料120ｻｲｽﾞ760円＋夏季ｸｰﾙ別途

受取方法
□下記住所へ配達希望
5,000円以上無料配達いたします。それ未満は＋400円にて承ります。
お名前

（TEL または maiｌ ：

ご住所（発送/配達の場合）
※天候・気候など諸事情により欠品や容量・価格変動がございます。ご了承ください。
※ご予約承りのお返事は、収穫数がほぼ確定する木曜日以降とさせていただきます。ご理解ください。
※店頭でお引き取りの場合は、お野菜を見てから棚に戻していただいてもＯＫです。
※コレが欲しい！など、入荷表に記載がないものは早めにご相談ください。

ご注文は・・・

メール： vegemaodr@gmail.com ／ FAX： 050-3737-8136

)

御 注 文 書
★ 入 荷 予 定 日
★ 注 文 締 切 日

8 月 23 日 (火)
8 月 19 日 (金)

TEL 06-6232-2012 / FAX 050-3737-8136 / vegemaodr@gmail.com
＜予告なく価格や容量が変わる場合がございます＞

品
目
北海道_良治） にんじん
北海道_渡辺） サニーレタス
大阪_角田農園） たまねぎ
大阪_角田農園） ツルムラサキ
大阪_角田農園） モロヘイヤ
大阪_角田農園） 赤おくら
大阪_農園きたの） おくら
大阪_農園きたの） 丸おくら
大阪_農園きたの） 赤玉ねぎ
大阪_農園きたの） 千両ナス
大阪_農園たかはし） いちじく
大阪_農園たかはし） いちじく（2コ）
大阪_農園たかはし） きゅうり（バラ）
大阪_農園たかはし） ドライいちじく
大阪_農園たかはし） ピーマン
大阪_農園たかはし） 千両茄子（バラ）
奈良_HG宇陀） えだまめ「豆太鼓」
奈良 セレクトファーム） ゴーヤ
奈良 セレクトファーム） ミニパプリカ
奈良_セレクトファーム） アンデスレッド(じゃがいも)
奈良_セレクトファーム） きゅうり
奈良_セレクトファーム） ミニトマト（黄）
奈良_セレクトファーム） ミニトマト（赤）
奈良_セレクトファーム） 空芯菜
奈良_セレクトファーム） 大玉トマト
奈良_セレクトファーム） 万願寺とうがらし
奈良_山口農園） ベビーリーフ
奈良_山口農園） ベビーリーフ 1kg
奈良_山口農園） ルッコラ
奈良_廣淵農園） 青ナス
奈良_廣淵農園） ピーマン
奈良_廣淵農園） バジル
奈良_廣淵農園） バターナッツ
奈良_廣淵農園） 紫じゃがいも（シャードークイーン）
奈良_エトファルト） ブルーベリー
奈良_エトファルト） ブルーベリー(Ｌ)
京都_城山共同） きたあかり
京都_城山共同） みにじゃが（きたあかり）
沖縄_中村） 島にんにく
三重_伊有協） にんにく1kg
三重_伊有協） グランドペチカ
三重_伊有協） ノーザンルビー
三重_伊有協） プッチーニ（かぼちゃ）
三重_伊有協） ミニカボチャ
三重_伊有協） ミニ冬瓜
三重_伊有協） メークイン
三重_伊有協） 雪化粧（かぼちゃ）
三重_伊有協） 雪化粧（かぼちゃ）1/2
千葉_押方） コリンキー
千葉_平山） ミックスキャロット

内
容
待ってました。摩周湖の伏流水で育った良治さんの爽やかな人参。
北海道から(日ハムなみに移動距離がすごい)レタス、人気です。
500g
辛みおだやかで加熱すると甘い。
150g
加熱するとヌメリが出て葉も茎も肉厚でコリコリ。冷やしてお浸しに。
150g
アラビア語で「王様の野菜」 驚きの栄養価です。
100g
彩りのいい真っ赤なオクラ。加熱すると色落ちするので生で板ずりして。
100g
食物繊維が多く栄養豊富。ネバネバで夏バテ防止に。
100g
15cm程の長さでやわらかい、角のないオクラです。
500g
スライスしてサラダやサンドイッチの彩りに。かつお節とポン酢も美味。
2-3本
焼いても蒸しても煮ても漬けても美味しい夏のお野菜。
11‐12コ 消毒わずか１回。皮まま食べれて甘くてとろけます！
ご要望が多いので小売りしちゃいます。
1本
太くてとってもフルーティ。歯触りも香りもいい。
60g
そのまま食べても、お菓子などに入れても美味しいです。
4-5コ
夏野菜のシーズン到来。柔らかく肉厚です。
1本
農園たかはしの茄子は皮が柔らかい！
200g
夏だ、ビールだ、エダマメだ！ 濃厚な風味と旨味の黒枝豆です。
苦味がクセになります。
120-140ｇ 赤・黄・橙など3～5コ。肉厚で甘く小さめなので使いやすい。
400g
中の果肉は粉質で少し黄色。加熱するとホクホクした食感です。
300g
新鮮なきゅうりはフルーティ、でも痛い・・・（イボイボ）
150g
赤より甘いと言われていますが・・・ 食べ比べてみては。
150g
細長い形の真っ赤なミニトマトです。
140g
油と相性抜群で炒めた時のポリポリ感が!! もちろんお浸しでも。
2コ
ずっしり重くて赤い、これぞまさにトマト。路地育ちの自然なお味です。
150g
やわらかく肉厚で甘みがあり煮ても焼いても美味。京の伝統野菜。
60g
もっと食べたいの声で2割増。これだけでお洒落サラダのできあがり。
摘み取った葉なのにどーしてこんなに持ちがいいんですか？
ほのかなゴマの香りと独特の食味。サラダ、付合せ、肉・魚のトッピングに。
50g
2本
千両ナスより甘いと評判。日本料理では引っ張りだこです。
150g
ピーマン臭くないけどしっかりピーマンです。
50g
新鮮＝香りが強いです。
スープがいちばんのおすすめ。冷たくしてどうぞ。
400g
中まで紫。加熱しても紫色はしっかり残ります。
125g
凍らせても "ベリー" Good！ 風雨の日は収穫できない繊細な実です。
250g
アイスにヨーグルトにドリンクにジャムに、沢山使えるお得な2倍パック。
掘りたてほくほく、しばらく寝かすとしっとり。何にでも使えます。お得な10kgも。
500ｇ
300ｇ
ひと口サイズだから、丸まま素揚げやジャガベーやポトフにも◎
2-3コ
約70g。小さくてもガッツリとした味と風味でペペロンチーノ最強！
土つきのままだからお値打ち価格です。
400g
皮のまだら模様から「デストロイヤー」とも呼ばれる。黄味がかった果肉。
400g
どんな風に料理しても萌えてしまう、可愛さMAX桃色おじゃが。
レンジでチンしてすぐ食べられる甘～いプチかぼちゃ。器にしても◎
BBQはもちろん、冷たいスープも、煮て冷やして頂いても美味。
手ごろなサイズだから保存もできるし使い切りもできます。
500g
煮崩れしにくいしっとり系と言えばコレ。夏はBBQやカレーに・・・
表面が白く美しいほくほく系のかぼちゃです。
表面が白く美しいほくほく系のかぼちゃです。
さくっとやわらかく生で食べれるサラダかぼちゃ。
4本
細長い人参、4本です。

奈良_田中エッグ） たまご
兵庫_All's-One） 乾燥きくらげ
京都_城山共同） 丹波黒小まめ
京都_丹波ハピー農園） なっとう
京都_辻雅） 乾燥しいたけ
大阪_大阪屋） 和食の友だし（有機むらさき）
京都_野崎） ひのひかり玄米 5kg
京都_野崎） ひのひかり五分搗(玄米5kgを精米)
京都_野崎） ひのひかり白米(玄米5kgを精米)

10個
15g
100g
88g
100g
350cc

400g

知事賞受賞。黄身がしっかりして混ざりにくいです。
西脇市からコリっコリのきくらげが登場。ビタミンＤや鉄分が豊富。
小豆より小さいサイズで調理しやすい。豆ご飯レシピ付き。
歯触りがよく、風味も旨みも濃厚です。
肉厚で香りも旨みも抜群！煮物に他の干椎茸は考えられない。
麺つゆ、すき焼き、照り焼き、丼、和え物など、これ1本で味付け要らず。
ご予約でお値引きあり！西区なら配達無料です！
ご予約でお値引きあり！西区なら配達無料です！
ご予約でお値引きあり！西区なら配達無料です！

□上記入荷日にタカムラへご来店
12:00～19:30 （
：
時頃）

価格
270
300
250
230
230
210
230
230
270
240
1,600
280
80
640
210
80
320
210
210
230
210
240
240
210
240
210
180
2,200
160
260
210
200
360
240
340
650
250
150
300
2,300
280
280
350
340
400
260
600
320
340
250

注文数

金

額

350
380
290
280
1,330
680
4,100
4,100
4,100

／ □下記住所に発送希望
送料120ｻｲｽﾞ760円＋夏季ｸｰﾙ別途

受取方法
□下記住所へ配達希望
5,000円以上無料配達いたします。それ未満は＋400円にて承ります。
お名前

（TEL または maiｌ ：

ご住所（発送/配達の場合）
※天候・気候など諸事情により欠品や容量・価格変動がございます。ご了承ください。
※ご予約承りのお返事は、収穫数がほぼ確定する土曜日以降とさせていただきます。ご理解ください。
※店頭でお引き取りの場合は、お野菜を見てから棚に戻していただいてもＯＫです。
※コレが欲しい！など、入荷表に記載がないものは早めにご相談ください。

ご注文は・・・

メール： vegemaodr@gmail.com ／ FAX： 050-3737-8136

)

