
九州発大分むらおかファームの有機野菜のご案内

弊社(株)むらおかファームは大分県臼杵市野津町にある自社有機認定農場にて現在ベビーリーフを

主体にハーブ、ほうれん草等の葉物野菜等を栽培、出荷しております。

本年からは40品目の葉物、根物野菜の少量多品目栽培を計画しております。安全、安心、美味しいを基本に

有機JaS認定圃場で環境保全に努め、愛情をもつて栽培し安定供給ができるように努めてまいります。

お問合せ;emale　info@muraokafarm.ne.jp    url  http:www.muraokafarm.co.jp

☎0974-32-7528　　📠0974-32-7580　📱090-2584-9195

ご注文は上記メール又はFAXでお願い致します。

むらおかファームホームページ むらおかファーム

消費税、配送料別途になります。 納品日

商品№商品写真 商品名 産地 規格 価格 出荷 注文数 金額

セット商品
1 有機ＪＡＳ おまかせ有機野菜セット8～9品目 大分他 8～9品目 2,500 ◎

2 有機ＪＡＳ おまかせ有機野菜セット15品目 大分他 １５品目 3,500 ◎

単品商品
有機ＪＡＳ 一品＆一個からのご注文もできます。少量生産の為欠品の場合もありますのでご了承ください。

業務用でのご注文、ご相談は別途上記☎又はメールでお願いいたします。

諸品名 産地 規格 価格 出荷 注文数 金額

3 有機ＪＡＳ ベビーリーフ 大分 ５０ｇ 200 ◎

4 有機ＪＡＳ ベビーリーフ 大分 １００ｇ 350 ◎

5 有機ＪＡＳ ベビーリーフハーブミックス 大分 ５０ｇ 200 ◎

6 有機ＪＡＳ ベビーリーフハーブミックス 大分 １００ｇ 350 ◎

7 有機ＪＡＳ ほうれん草 大分 １５０ｇ 200 ◎

9 有機ＪＡＳ 小松菜 大分 １５０ｇ 200 ◎

10 有機ＪＡＳ 水菜 大分 １５０ｇ 200 ◎

11 有機ＪＡＳ サラダほうれん草 大分 １００ｇ 200 ◎

13 有機ＪＡＳ サラダ水菜 大分 １００ｇ 200 ◎

14 有機ＪＡＳ サラダ小松菜 大分 １００ｇ 200 ◎

15 有機ＪＡＳ フレッシュハーブティ用３品目 大分 ３０ｇ 500 ◎

16 有機ＪＡＳ フレッシュハーブ　ペパーミント 大分 １０ｇ 250 ３月

17 有機ＪＡＳ フレッシュハーブスペアミント 大分 １０ｇ 250 ３月

19 有機ＪＡＳ フレッシュハーブイタリアンパセリ 大分 １０ｇ 250 ３月



20 有機ＪＡＳ フレッシュハーブタイム 大分 １０ｇ 250 ◎

21 有機ＪＡＳ フレッシュハーブローズマリー 大分 １０ｇ 250 ◎

22 有機ＪＡＳ フレッシュハーブセージ 大分 １０ｇ 250 3月

23 有機ＪＡＳ フレッシュハーブフェンネル 大分 １０ｇ 250 3月

24 有機ＪＡＳ 乾燥ハーブハーブティー用3品種 大分 20ｇ 500 ◎

25 有機ＪＡＳ 乾燥ハーブローズマリー 大分 5ｇ 300 ◎

26 有機ＪＡＳ 乾燥ハーブタイム 大分 5g 300 ◎

27 有機ＪＡＳ グリ-ンリーフレタス 大分 約１8０ｇ 200 ◎

28 有機ＪＡＳ サニーレタス 大分 約１8０ｇ 200 ◎

29 有機ＪＡＳ ミニはくさい 大分 約５００ｇ 250 ◎

30 有機ＪＡＳ 玉レタス 大分 約１8０ｇ 250 ◎

31 有機ＪＡＳ フリルレタス 大分 約１8０ｇ 200 ◎

32 有機ＪＡＳ 青梗菜 大分 約２００ｇ 200 ◎

33 有機ＪＡＳ カリフラワー 大分 約１５０ｇ 200 ◎

34 有機ＪＡＳ キャベツ 大分 約８００ｇ 250 ◎

35 有機ＪＡＳ 人参 大分 約４００ｇ 250 ◎

36 有機ＪＡＳ 玉ねぎ 北海道 約４００ｇ 250 ◎

37 有機ＪＡＳ 馬鈴薯 大分 約４００ｇ 250 ◎

38 有機ＪＡＳ こかぶ 大分 ３玉～４玉 200 ◎

39 有機ＪＡＳ いんげん 大分 ９０ｇ 200 ◎

40 有機ＪＡＳ さといも 鹿児島 約400g 200 ◎

41 有機ＪＡＳ 深ネギ 鹿児島 2～3本 200 ◎

42 有機ＪＡＳ さつまいも紅はるか 大分 約４００ｇ 250 ◎

43 有機ＪＡＳ ピーマン 鹿児島 約１５０ｇ 200 ◎


