
A ランク （最高品質） 有機野菜の基準

・ モアークでは、 あくまでも味と栄養価、 そして安全性という実質的な 「品質」 にこだわるため、 有機 JAS 基準の上に、 独自に４つ

の 「品質基準」 を設けています。 これがモアーク A ランクの基準です。 モアークの最高基準、 A ランク有機野菜は一般に流通してい

る有機野菜と比べても、 栄養価が高く、 人体の機能に適合する質の良いビタミン ・ ミネラル ・ 酵素 ・ フィトケミカルといった

栄養成分をふんだんに含んでいます。 この違いは 「土の力の差」 によるものだと考えられます。 化学肥料を使った土と人工化合物

を一切使用せず伝統的な農法で土地にあった作物をつくると育った野菜の栄養価も違ってきます。 

【モアーク農園商品の注文に関して】
・当直送商品は配送料が株式会社マームからの出荷分とは別に計算されます。合計金額・重量に関係なく別途の地域ごとの基本料金をご負担頂きます。
・納期は受注日より約 2～ 3日 ( 土曜日・祝祭日は除く )ですが、畑・野菜の状況によりこの限りではありません。
・天候及び気象に影響をうけ、生育状態・供給量・出荷品目が影響を受ける場合があります。
・到着時、すみやかに商品（良・不良）のご確認をお願いいたします。

伝統草農法と草堆肥づくり 

                                                    ・ モアークでは、 栽培過程で農薬や化学肥料を使用せず、 堆肥づくりも

                                                    自然にある土着菌を活用し、 人工培養されたものは一切使用せず歴史に

                                                    学びながらの伝統的な草農法を行っています。 草農法とは農薬や化学肥料

                                                    が使用されるより以前、 世界中で古来より行われてきた伝統的な農法です。

                                                    自然界では、 植物は枯れた後、 土壌動物や菌類、 微生物などにより分解

                                                    され、 腐葉土と呼ばれる土になります。 この腐葉土は長い時間をかけ更に

分解され、 再び植物の栄養となります。

 半年がかりで作りあげるモアークこだわりの土には、 大自然の三つの恵みが隠されています。 一つ目は自然循環を壊さない農法を行

うために、 草を主原料とする堆肥づくりです。 自然な味わいを引き出すために目

をつけたのは川原の草です。 農場近くの小貝川には、 イネ科やマメ科など生命力

の強い野草が豊富に生えています。 カルシウム豊かなスギナに、 窒素が多く含ま

れるクローバーなどです。 栄養分が豊富で、 除草剤などを使用していない

安全な草を探し出し仕入れています。 毎年初夏になると河川事務所が洪水防止の

ため草刈をします。 この草を毎年 175 トン譲り受け農場で撒く一年分のたい肥の

原料として使用しています。 



ご注文日

 お客様コード：

 TEL： 納品希望日

 住所：

注文単位
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・お客様情報をご記入の上、この用紙をコピーしてお使いください。

FAX.03-(5625)-2664

361302 有機栽培
[訳あり限定分]ビーツ B品

傷、割れなど、歩留まり70～80％の目安です。
\220/袋

【備考】

【コンビニ決済によるお支払い】
・株式会社マームのお取引において、決済条件が「代金引き換え」の場合、直送品のお支払いはコンビニ決済となります。コンビニエンスストアでお支払い
いただける払込票をお届けしますので、記載された期限内にお支払いください。

361295 有機栽培
[訳あり限定分]紫大根 B品

傷、割れなど、歩留まり70～80％の目安です。
\180/袋

361297 有機栽培
[訳あり限定分]赤大根 B品

傷、割れなど、歩留まり70～80％の目安です。
\180/袋

361156 彩野菜セット S 他の生産者のものとのミックスです。彩や変わり
野菜がおまかせ5～7種です。 \1.900/ｾｯﾄ

361154 彩野菜セット M 他の生産者のものとのミックスです。彩や変わり
野菜がおまかせ9～11種です。 \2.750/ｾｯﾄ

361118 有機栽培
ベビーレッドオーク

トレビス色のきれいな葉です。
種の種類ではレッドオークまたはレッドサマー。

\3.500/kg

361119 \850/pk

361112 有機栽培
ベビーピノグリーン

ミニサイズの小松菜です。 \3.500/kg

361113 \850/pk

361124 有機栽培
ベビー赤リアス

別名　赤からしミズナ　夏の暑さで色がくすみ
ますがそれまではきれいな紫色のミズナです。

\3.500/kg

361125 \850/pk

361116 有機栽培
ベビーデトロイト

春になり、赤軸ホウレンソウからデトロイトに変更
です。
葉脈（葉の軸）が赤い綺麗な葉です。

\3.500/kg

361117 \850/pk

361096 有機栽培
ベビー ルッコラ セルバティカ

ベビーリーフと同じサイズで収穫、掃除の必要が
ありません。イタリアの味に近づけるための工夫
を重ね本当のルッコラの辛味があります。

\3.500/kg

361097 \850/pk

361089 有機栽培
マイクロ ルッコラ 18g \300/pk

361094 有機栽培
オールミックス ベビーリーフ

ピノグリーン･ターサイ･ビート･ルッコラ･ロロロッ
サなど7種類以上を常時ブレンド、水耕栽培もの
と違い葉っぱ一枚一枚がしっかり味がします。

\3.500/kg

361095 \850/pk

361087 有機栽培
マイクロ赤カイワレ 18g

冬季はアマランサスがお休み。代わりに紫色でピ
リッと辛い赤カイワレがおすすめです。 \300/pk

361083 有機栽培
マイクロ スイスチャードイエロー18g

蛍光色の黄色い軸はかわいさを倍増させます。
単色での出荷はモアークオリジナル。 \300/pk

361086 有機栽培
マイクロ ピノグリーン 18g

小松菜のマイクロサイズリーフ。緑色が鮮やかで
す。 \300/pk

361081 有機栽培
マイクロ デトロイト 60g

ミニミニサイズですが土耕でしっかり育ててい
るのでお皿の上での存在感は抜群です。 \800/pk

361082 有機栽培
マイクロ フダンソウ 60g

軸がピンク色の綺麗な緑の葉っぱです。
\800/pk

361080 有機栽培
マイクロ リーフミックス 60g

ミニミニサイズですが土耕でしっかり育ててい
るのでお皿の上での存在感は抜群です。 \800/pk

商品ID 商品名 備考 数量 単価

MoARC[モアーク農園]　直送有機野菜専用オーダーシート　2019年11月版(1)

・お届け先・

2019年　　月　　　　　日
 店舗名：

2019年　　月　　　　　日



ご注文日

 お客様コード：

 TEL： 納品希望日

 住所：

注文単位
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有機栽培
赤カブ

\190/本

361214 有機栽培
黄色カブ

香りが高く、甘味があります。切ったときは乳白
色ですが、火を通 すと皮と同じ黄色に \190/本

【備考】

【モアーク農園直送野菜の納期について】
・納期は受注日より営業日で約2～3日ですが、収穫の状況によりこの限りではありません。
・天候及び気象に影響をうけ、生育状態・供給量・出荷品目が影響を受ける場合があります。

・お客様情報をご記入の上、この用紙をコピーしてお使いください。

FAX.03-(5625)-2664

361183 有機栽培
黄色にんじん

\640/kg

361185 有機栽培
紫にんじん

361225 無農薬栽培
ノーザンルビー(じゃがいも)

北海道
\620/kg

361226 無農薬栽培
シャドークイーン(じゃがいも)

北海道
\620/kg

361212 有機栽培
なるとビーツ

白色の断面に、白の筋が渦巻きのような模様に
なっている珍しいビーツ。約300～350g/個 \1.240/kg

361215 無農薬栽培
鈴かぼちゃ

成熟する前に収穫され、生で食べられます。
\450/個

361208 有機栽培
ビーツ

\680/kg

361210 有機栽培
イエロービーツ

\1.240/kg

361201 有機栽培
紫大根

品種、味一番紫　　きれいです
\260/本

361203 有機栽培
赤大根

品種、もみじスティック　きれいなピンクの中身
\260/本

361182 有機栽培
にんじん

\340/kg

361188 有機栽培
たまねぎ

\320/kg

361170 有機栽培
ズッキーニ

\800/kg

361159 無農薬栽培
山形県産ブラウンマッシュルーム

\480/pk

361131 無農薬栽培
ケール

\280/pk

361166 有機栽培
ミニロメインレタス

一時中断
\190/pk

361148 有機栽培
ミニ日野菜(ヒノナ)カブ

10本～のご注文でお願いします。
\60/本

361133 無農薬栽培
カーリーケール

キャベツの原種　サラダでも加熱調理でも
\230/pk

\640/kg

361213

361146 有機栽培
ミニダイコン

10本～のご注文でお願いします。
\55/本

361147 有機栽培
ミニあやめ雪カブ

10本～のご注文でお願いします。
\60/本

361141 有機栽培
紅白ラディッシュ

10本～のご注文でお願いします。
\55/本

361145 有機栽培
ミニカブ

10本～のご注文でお願いします。
\60/本

361138 有機栽培
ラディッシュ

10本～のご注文でお願いします。
\55/本

361137 有機栽培
ロングラディッシュ

10本～のご注文でお願いします。 10月中旬ごろ
再開 \60/本
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