名古屋地区

株式会社 ビオ・マーケット
TEL:0120-16-0831
FAX:050-3737-2323
http://www.biomarche.jp

お届け情報

あやめの花が咲き始める頃。端午の節供に用いる菖蒲(しょうぶ)ではなく、花菖蒲のことで
す。
【本日の野菜・加工品欠品情報とお知らせ他】
・・・ 今週の配布物 ・・・
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828号 ・ご注文用紙 ・お届け情報
（本紙） ・bioweekly826 ・日配品ご注文表 ・ﾘ
[農産品]
ﾏﾅﾁｭﾗﾙ化粧品ご注文表&ﾋﾟｭｱﾐｽﾄ他ご案内 ・
・有機なす：夜間の気温が低いため成育が遅れております。
ﾃﾞｨｵﾆｰ「ﾏｽ･ﾄﾞ･ｼﾞｬﾆｰﾆ」のﾜｲﾝ他ご案内 ・ﾌﾟﾛｽ
・エリンギ：入荷したものに割れが見られたため出荷量が減少致しました。
ﾍﾟﾘﾃｨあゝ懐かしの喫茶店風有機ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｿｰｽ他
・小玉すいか：輸送中に破損のトラブルが発生したため出荷量が減少致しました。
ご案内 ・ｾﾞﾝｹﾝ浄水器・ｶｰﾄﾘｯｼﾞの企画ご案内
・有機ブルーベリー：過熟なものがみられたため出荷量が減少致しました。
・ｸｱﾝﾄﾊﾞｽﾀ無添加のお箸他ご案内 ・ﾊｰﾄ号外
衝撃価格！寝具ご案内 ・ｱｰｸ＆ｴｺ夏の洗濯特
集ご案内
[日配・加工品]
・有機ﾛｲﾔﾙﾅﾊﾞﾘｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ（小・大）：メーカー欠品中のため入荷が遅れています。
☆夏のご紹介キャンペーン 期間限定7/31
（火）まで申込書
・マヨネーズ（チューブ・瓶）：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。
☆新生姜を漬けようご注文表

6月29日（金）
6月29日（金）

菖蒲華

（あやめはなさく）
6月26日頃

＜ご案内＞

◎「今週、お届けのカタログ828号の見どころ
は・・・」 サマーフルーツをご案内します。期間
限定の有機マンゴー、有機パイナップル等々お
見逃しなく‼（Ｐ5）と夏のまとめ買い お求めやす
い価格で企画しました。是非この機会にご利用
くださいませ(^^♪（Ｐ31・裏表紙）

【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
・有機とうもろこし狩り体験＆田んぼ見学in滋賀県大中農友会 開催日：7/14（土）
☆本日の野菜セットメニュー☆

有機
有機
有機
有機
有機
有機

多菜セット[9996]

玉葱 約500ｇ 長崎
じゃが芋 約600ｇ 宮崎
ごぼう 約200g 宮崎
青葱 約100ｇ 長野
レタス
1個 長野
南瓜
1/4個 宮崎
ズッキーニ 1本 大阪
有機 トマト4個（豊作増量） 大阪

転換期間中有機

川内農園
アビオスファーム
霧島オーガニック
塩尻有機栽培研究会
塩尻有機栽培研究会
健康農園萩原
成田ふぁーむ
原田ふぁーむ

フルーティーセット[9997]

有機 青葱 約100ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 レタス
1個 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 南瓜
1/4個 宮崎 健康農園萩原
ズッキーニ 1本 大阪 成田ふぁーむ
有機 トマト4個（豊作増量） 大阪 原田ふぁーむ
有機 バナナ 約300g コロンビア サンタマルタ農園
さくらんぼ 約100ｇ 山形 横尾農園

転換期間中有機

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。

有機
有機
有機
有機
有機
有機

いきいきセット[9998]

ワタミファーム
塩尻有機栽培研究会
健康農園萩原
ミニトマト
鳥越農園
ピーマン 約80ｇ 鹿児島 ＳＯＨファーム
つるむらさき 1束 大阪 原田ふぁーむ
すもも 約250ｇ 和歌山 北田多賀男さん
平飼い卵 6個 岡山 永田康二さん
有機 ミディトマト 約250ｇ 大阪 原田ふぁーむ
紅くるり
レタス
南瓜

防除 0回
豊作ｻｰﾋﾞｽ

ゆうきだいすきセット[9994]

2個 長崎 吾妻旬菜
キャベツ 1/2個 長野 塩尻有機栽培研究会
ほうれん草 1束 長野 塩尻有機栽培研究会
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
有機 ニラ
有機 きゅうり
2本 和歌山 ビオランド
有機 トマト
4個 三重 木村 貢さん
防除 19回 有機 枝豆 約200ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
有機 ベビーリーフ約40ｇ 広島 寺岡有機農場
有機 キウイフルーツ 2個
ゼスプリ

多菜・フルー
ティーセット
共通項目

有機 じゃが芋

1本 京都
1個 長野
1/4個 宮崎
約80ｇ 福岡

転換期間中有機
転換期間中有機

[基本野菜セット]

も同一内容です。

豊作増量

ニュージーランド

※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。
[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)
有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機南瓜1/4個・転換期間中有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有 ※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。
機ﾄﾏﾄ4個（豊作増量）
※セット変更のお知らせ：有機ｵｸﾗ（夜間の気温が低く、成育が遅れています。） 河内晩柑（運送便の遅れのため出荷数が減少致しました。）
○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）：変更ございません。
●いきいきセット：有機ｵｸﾗ約100ｇ⇒有機つるむらさき 河内晩柑1個⇒すもも約250ｇ ●ゆうきだいすきセット：河内晩柑1個⇒有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ2個

＜スタッフつぶやき＞ 週末、ショックなことがおきました。僅か数個とはいえ順調に大きくなり色もついていた桃が、一夜のうちに無くなってしまいまし
た。落ちた袋の中は、ほぼ何も無い状態。こんなことは初めてです。ノラ猫くらいしか動物はいないはず、数日前に虫の被害にあったものを味見した時
は甘みもあったのに…。誰の仕業だ⁉

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆
カタログＮＯ．827
カタログＮＯ．827 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

7/2～7/6

有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機きゅうり2本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｵｸﾗ約
有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機きゅうり2本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｵｸﾗ約100
本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｵｸﾗ約100ｇ・有機人参約
100ｇ・有機人参約3
ｇ・有機人参約300ｇ・有機長芋約200ｇ・
有機ごぼう約200
有機ごぼう約200ｇ
200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機きゅうり2本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｵｸﾗ約100ｇ・河内晩柑約600ｇ・すもも約300ｇ

本体価格\2,400/税込￥2,592

いきいきセット【9998】

有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機きゅうり2本・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ（Ｓ）1個・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・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・有機大根1/2本・有機ﾚﾀｽ又は有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ又は有機ｽﾞｯ
ｷｰﾆ・有機南瓜1/4個・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（ＮＺ）1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機きゅうり2本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｵｸﾗ約100ｇ

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．828 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

7/9～7/13

有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ（Ｍ）
有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ（Ｍ）1個・有機枝豆約200ｇ
有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ（Ｍ）1個・有機枝豆約200ｇ・有機玉葱約
1個・有機枝豆約200ｇ・有機玉葱約5
・有機玉葱約500ｇ・有機人参約4
00ｇ・有機人参約400ｇ・有
機じゃが芋約7
700ｇ
機じゃが芋約

フルーティーセット【9997】 有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ（Ｍ）1個・有機枝豆約200ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・桃1個

本体価格\2,400/税込￥2,592

いきいきセット【9998】

有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約40ｇ・すもも約250ｇ・平
飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機赤玉葱1個・有機じゃが芋2個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ又は有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約40ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾄﾏﾄ（Ｍ）1個・
有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機ｵｸﾗ約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ（Ｍ）1個・有機枝豆約200ｇ
（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\1,952/税込￥2,108

◇おすすめコーナー◇

非加熱なのでクセがなく美味しい『有機エキストラバージンココナッツオイル』 有機JAS認証を取得しているココナッツオイルです。有機栽培したココ
ナッツの皮をむき、低温圧搾し、遠心分離しています。製造過程で一切熱を加えていないので、自然のココナッツの香りをお楽しみいただけます。
◇「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）
・7月、8月の開催予定 7/6（金）/11（水）/16(月）、8/10（金）/20（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
「有機野菜を使った簡単・ﾍﾙｼｰな料理教室」
3

・

7/1 （金）10：30～13：00 ｱﾝｼﾞｪﾘｹ ﾕｲｯﾄ 名古屋市東区泉3-24-7
mori café教室 森貴子さんと合同企画 夏野菜を使って、ｻﾗﾀﾞ・野菜ｽｰﾌﾟ・副菜・ﾃﾞｻﾞｰﾄなど6～7品作ります。
・「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（

）

