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お届け情報

蟷螂生

かまきりが卵からかえる頃。ピンポン球ほどの卵から数百匹の子が誕生します。
・・・ 今週の配布物 ・・・
【本日の野菜・加工品欠品情報とお知らせ他】
下記商品は、記載の理由により、お届けができませんでした。申し訳ございません。
・カタログ825号 ・ご注文用紙 ・お届け情報
（本紙） ・bioweekly823 ・日配品ご注文表/ﾍﾞ
ﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ・ｽｷﾝｹｱ・ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食品ご注文表 ・
[農産品]
ｵｰﾌﾞﾘｰ化粧品ご注文表 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注文
・有機大根：夜間の温度が低いため生育にばらつきが出ております。
表 ・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝご注文表 ・meiji こ
・有機ブロッコリー：虫害が発生しており収穫量が減少しております。
だわり職人の逸品ＢＮ菌「ほっといて」ｼﾘｰｽﾞご
案内 ・ｴｺﾜﾝこだわり暮らし応援ｸﾞｯｽﾞ特集ご案
＜お知らせ＞
内
・「有機キャベツについて」
成育にﾊﾞﾗﾂｷがあり少量出荷が続いております。本日はｸﾞﾘｰﾝﾎﾞｰﾙを代替でお届け致します。今後
も入荷状況によって代替でお届けする場合がございます。何卒、よろしくお願い申し上げます。
☆「梅仕事ノート」ご案内

6月7日（木）
6月7日（木）

（かまきりしょうず）
6月5日頃

[日配・加工品]

＜ご案内＞

・マヨネーズチューブ：メーカー製造都合で入荷が遅れており数量が揃いませんでした。

◎「今週、お届けのカタログ825号の見どころ
は・・・」 こだわりの放牧豚 北海道「希望農場」
のご紹介と、トントン拍子で作れる「うんまい放
牧豚メニュー」をご案内します。（Ｐ4・Ｐ5）
.

【ご案内】
・Organic Summer Gift 2018 早期割引ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ承り中 7/6（金）まで
・有機南瓜 825wより出荷再開です。
・有機青梅梅干し用は825・826wでお届け致します。
☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

玉葱 約500ｇ 和歌山 ビオランド紀の川
じゃが芋 約400ｇ 長崎 長崎有機農業研究会
長芋 約200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合
グリーンボール1個 長野 塩尻有機栽培研究会
多菜・フルー
ニラ
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
ティーセット
ほうれん草 1束 長野 塩尻有機栽培研究会 共通項目
ピーマン 約80ｇ 宮崎 アビオスファーム
いんげん 約50ｇ 宮崎 健康農園萩原

有機
有機
有機
有機
有機

グリーンボール1個 長野
ニラ
約100ｇ 高知
ほうれん草 1束 長野
ピーマン 約80ｇ 宮崎

[基本野菜セット]
も同一内容です。

フルーティーセット[9997]

塩尻有機栽培研究会
大地と自然の恵み
塩尻有機栽培研究会
アビオスファーム
いんげん 約50ｇ 宮崎 健康農園萩原
河内晩柑 2個 熊本 肥後あゆみの会
有機 びわ 約150ｇ 和歌山 内芝和哉さん

いきいきセット[9998]

有機 サニーレタス 1個 兵庫 氷上ポランの会
有機 小松菜
1束 島根 赤江オーガニックファーム
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
有機 ニラ
ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ 約80ｇ 京都 つくだ農園/パープルファーム藤岡
有機 トマト
1個 熊本 肥後あゆみの会
有機 そら豆 約250ｇ 和歌山ビオランド紀の川
有機 バナナ 約300g コロンビア サンタマルタ農園
平飼い卵 6個 和歌山 蒼生舎

有機/転換期間中有機

有機
有機
有機
有機
有機
防除 1回 有機
有機
有機

多菜・フルー
ティーセット
共通項目

[基本野菜セット]

も同一内容です。

[多菜・フルーティーセット共通品目(基本野菜セット[9995]も同一内容)
有機ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞｰﾙ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ほうれん草・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機
いんげん約50ｇ

ゆうきだいすきセット[9994]

玉葱
1個 長崎
人参
1本 宮崎
青葱 約100ｇ 長野
大根
1/2本 長野
リーフレタス 2個 長野
ほうれん草 1束 長野

川内農園
かごしま有機生産組合
塩尻有機栽培研究会
吉沢文隆さん
塩尻有機栽培研究会 豊作増量
塩尻有機栽培研究会
ミニトマト 約80ｇ 福岡 鳥越農園
ベビーリーフ約40ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
河内晩柑 1個 熊本 肥後あゆみの会
防除 1回

※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。

※セット変更のお知らせ：有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（虫害が発生しており収穫量が減少しております。） 有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜（気温の上昇で産地では傷みが発生しており
ます。） 有機きゅうり（夜間低温により生育に遅れがでています） 有機枝豆（夜間の温度が低いためさやの実の成育が遅れております。） 有機小葱
（虫害のため減収となっております。） 有機ｷｬﾍﾞﾂ（夜間の温度が低いため生育にばらつきが出ております。）
●多菜セット：（根菜ｾｯﾄ：変更ございません。） ●ﾌﾙｰﾃｨｰｾｯﾄ：（ﾌﾙｰﾂｾｯﾄ：変更ございません。） ・共通項目（基本野菜セット）：有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ⇒有機
ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞｰﾙ 有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜⇒有機ほうれん草 ●いきいきセット：有機きゅうり2本⇒有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約80ｇ 有機枝豆約200ｇ⇒有機そら豆約250ｇ ●
ゆうきだいすきセット：有機小葱約80ｇ⇒有機青葱約100ｇ 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個⇒有機大根1/2本
＜スタッフつぶやき＞ 先日、どんどん伸びる藤のつるを整理していたところ、なにやらﾌﾗｽｺのような形で錆びた焦げ茶色のものがつるに付いている
のを見つけました。周りには何もいないのでつるごと落としてみたら、中に幼虫が… 蜂の巣でした。数年前にもｷｲﾛｽｽﾞﾒﾊﾞﾁに巣（ﾏｰﾌﾞﾙ模様で綺麗で
した）を作られていたのですが、形も模様も違うので、調べてみるとｺｶﾞﾀｽｽﾞﾒﾊﾞﾁの巣でした。巣の中に女王蜂もいたのかなぁ？ちょっとかわいそうな気
もしましたが、働き蜂がいなくて助かりました。

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆
カタログＮＯ．824 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

6/11～6/15

有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機きゅうり2本・有機ﾄﾏﾄ約200ｇ・有機人参約400ｇ・有機じゃが芋約500ｇ・
有機ごぼう約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機きゅうり2本・有機ﾄﾏﾄ約200ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（ＮＺ）3個・すもも（肥後あゆ
みの会）約250ｇ
いきいきセット【9998】 有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機いんげん約50ｇ・すもも（肥後あゆみの
会）約250ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機じゃが芋2個・有機紅くるり又は有機枝豆約200ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機きゅうり2本・有機ﾄﾏﾄ
（Ｓ）1個・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・すもも（肥後あゆみの会）約250ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機きゅうり2本・有機ﾄﾏﾄ約200ｇ

本体価格\2,400/税込￥2,592

本体価格\2,400/税込￥2,592

本体価格\1,952/税込￥2,108

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

カタログＮＯ．825 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

6/18～6/22

有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機いんげん約50ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約40ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機人参約
400ｇ・有機長芋約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機いんげん約50ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約40ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・河内晩柑約700
ｇ
いきいきセット【9998】 有機赤玉葱1個・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機きゅうり2本・有機ﾄﾏﾄ（Ｓ）2個・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約40ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（ＮＺ）
2個・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機玉葱1個・有機人参1本・有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機いんげん約50
ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機いんげん約50ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約40ｇ
（基本野菜セット[9995]も同一内容）
※天候や畑の状況で変更する事があります。翌週のセットメニューを確認されたい時は、注文週の金曜午後に確定しますので、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。

本体価格\2,400/税込￥2,592

本体価格\2,400/税込￥2,592

本体価格\1,952/税込￥2,108

◇おすすめコーナー◇

テレビでも取り上げられました『有機アマニ油』 有機アマニ油はα-リノレン酸が豊富に含まれているオメガ３系オイルです。α-リノレン酸は体の中で
作ることができない必須脂肪酸で、食品から摂取する必要があります。容器は使いやすさとフレッシュさを適える二重構造ボトルです。また、遮光性ラベ
ル・アルミ袋・脱酸素剤で包装し、なるべく空気と光の影響を受けないようにしました。アマニ油は匂いが気になってという方も多いかと思いますが、こ
ちらの油は癖がなく食べやすいとご好評いただいております。ぜひお試しください。
◇「オーガニック連続セミナー」 ﾄｰﾀﾙﾗｲﾌOWL主催（協賛：ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪの宅配）
・6月、7月の開催予定 6/8（金）/13（水）/18（金）、7/6（金）/11（水）/16(月） 名古屋市瑞穂区 地下鉄：瑞穂区役所前4番出口から徒歩5分
ｵｰｶﾞﾆｯｸﾗｲﾌの楽しさ日々の暮らしに役立つ情報を様々なの内容でお届けいたします。

◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画予定」のご案内
・「ナチュぱん＆スイーツ講座」

7/4（水） 9/5（水） 10：00～12：30 卵・乳製品・白砂糖不使用、簡単にできる手作りﾅﾁｭぱん＆ｽｲｰﾂ。
資格と天然酵母の手ごねパン教室cooking school PAPUCO 愛知県清須市清洲2丁目1-8 ｼﾝﾒｲﾋﾞﾙ501LESSON１
・「産後の母親教室」 毎週木or金曜日 10：00～11：50（週1回×5回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 名古屋市中村区 演劇練習館ｱｸてﾉﾝ

皆様からのお便りをお待ちしております。いただいたお便りは紙面でご紹介する他、今後の参考とさせていただきますので、
是非ご意見、ご要望等、なんでもお寄せください。

コース番号（

曜日

コース） 会員番号（

） お名前（

）

