名古屋地区

8月27日（月）

綿柎開
（わたのはなしべひらく）
8月23日頃

株式会社 ビオ・マーケット
TEL:0120-16-0831
FAX:050-3737-2323
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お届け情報

綿を包むガクが開き始める頃。綿の実がはじけ白いふわふわが顔をのぞかせた様子。

・・・ 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837号 ・ご注文用紙 ・お届け情報
（本紙） ・bioweekly835 ・日配品ご注文表/ﾍﾞ
[農産品]
ﾞｰﾌｰﾄﾞ・ｽﾑｰｼﾞｰ・ｽｷﾝｹｱ・ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食品ご
・有機ｹｰﾙ：高温の日が続き葉焼け等がでており雨も不足しているため成育不良を起こしております。 ﾋ注文表
・ｵｰﾌﾞﾘｰ化粧品ご注文表 ・ﾛｺﾞﾅ化粧
・有機冬瓜：雨の不足により果焼けが発生しはじめており収穫量が大幅に減少しております。
品ご注文表 ・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝご注文表
・有機ズッキーニ：日照り続きで雨が不足したため成育不良をおこし始めております。
・岩深水ご案内 ・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ国産有機皮付もち
・有機トマト：北海道産地の天候不順の影響が大きく全体の収穫量が減少しております。
麦ｽ他ご案内 ・こだわり職人の逸品「日本製の
・有機なす：先日の台風の風の影響で果皮に傷がついているため出荷量が減少しております。
防災対策グッズ特集」他ご案内 ・ｴｺﾜﾝ選りす
・有機ﾋﾟｰﾏﾝ：先日の大雨の影響で葉枯れや病気が発生しており収穫量が減少しております。
・有機まんがんじ唐辛子：雨が少なく高温による日照りが続いているため成育不良を起こしております。ぐり防災グッズ特集ご案内
☆お得！な 月1回定期購入のご案内 ＜岩深
・有機モロッコいんげん：雨不足のため成育状況が悪く収穫量が減少しております。
水＞＜有機野菜・果実ミックスジュース＞申込
・有機国立シードレス：天候の影響で生育遅れており収量が少ない状況です。
【本日の野菜・加工品欠品情報とお知らせ他】

書

[日配・加工品]

＜ご案内＞

・レモンポテト：期間限定取扱企画のため在庫無くなり終了となりました。

◎「今週、お届けのカタログ837号の見どころ
は・・・」 秋の味覚たっぷり！秋の収穫祭を企
画しました。秋の実り、豊富な野菜、果物を使っ
たレシピのご案内と秋のお彼岸レシピ（裏表紙）
をご案内します。(^^♪

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

有機 人参 約300ｇ 北海道 大雪を囲む会
有機 じゃが芋 約500ｇ 長崎 吾妻旬菜
有機 長芋 約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場
有機 リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
多菜・フルー
有機 きゅうり
2本 長野 高坂農園
ティーセット
有機 ズッキーニ 1本 長野 高坂農園
共通項目
大北農業協同組合八坂支所
有機
長野
有機 オクラ 約100ｇ 三重 木村 貢さん

[基本野菜セット]

ミニトマト約120ｇ（量目増価格調整）

も同一内容です。

フルーティーセット[9997]
リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会

有機
有機 きゅうり
2本 長野
有機 ズッキーニ 1本 長野
有機
長野
有機 オクラ 約100ｇ 三重
有機 キウイフルーツ 2個
すもも 約400ｇ 山梨
ミニトマト約120ｇ（量目増価格調整）

ニュージーランド

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

有機
高坂農園
有機
高坂農園
有機
大北農業協同組合八坂支所
有機
木村 貢さん
有機
ゼスプリ
有機
勝沼平有機果実組合 防除 8回 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。

いきいきセット[9998]

キャベツ 1/2個 長野 大北農業協同組合八坂支所
サニーレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会

つるむらさき 1束 大阪 原田ふぁーむ
なす
2本 和歌山 ビオランド

ピーマン

枝豆

約80ｇ 大阪 原田ふぁーむ

約200ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
ゼスプリ
6個 和歌山 蒼生舎

キウイフルーツ 2個

平飼い卵

玉葱

ニュージーランド

ゆうきだいすきセット[9994]

1個 北海道 野澤利秋さん

じゃが芋
金時芋

2個 長崎
1本 香川

吾妻旬菜

ＭＯＡ自然農法中讃研究会

小松菜

1束 奈良

山口農園

れんこん 約200ｇ 佐賀 マルハ園芸
ベビ－リーフ約30ｇ 長野
きゅうり
2本 長野

ミニトマト

豊水

塩尻有機栽培研究会
高坂農園
約80ｇ 島根 やさか共同農場
1個 大分 太郎良農園

防除 14回

[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) ※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。
有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機きゅうり2本・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ（量目増、 ※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。
価格調整の為）・有機ｵｸﾗ約100ｇ
※セット変更のお知らせ：有機とうもろこし（日照り続きで生育不良、虫害の発生も多くなっており収量が少なくなっています。） 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（雨が不足
しているため成育状況が悪く収穫量が減少しております。） 幸水（雨が不足しているため成育状況が悪く収穫量が減少しております。）
●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）：有機とうもろこし⇒有
機ｽﾞｯｷｰﾆ（有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ⇒約120ｇ：量目増、価格調整の為） ○いきいきセット：変更ございません。 ●ゆうきだいすきセット：有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ⇒有機
れんこん約200ｇ 幸水⇒豊水
＜スタッフつぶやき＞ 台風が去ったあとにまた暑さが戻ってきました。8月も今週一週間ですね。厳しい残暑が続くようですが、夜、虫の声も聞こえて
きます。巨峰、梨、りんご等々、秋の果物のお届けも始まりました。味覚の秋、楽しみですね(^^♪
☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．836 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

9/3～9/7

有機れんこん約200ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機ｵｸﾗ約100ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機人参約500
ｇ・有機じゃが芋約500ｇ

フルーティーセット【9997】 有機れんこん約200ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機ｵｸﾗ約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・豊水2個

本体価格\2,400/税込￥2,592

いきいきセット【9998】

有機金時芋約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ｵｸﾗ約100ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・つがるりんご1個・
平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機人参1本・有機ごぼう約200ｇ・有機ﾚﾀｽ又は有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機なす2本・有機ｵｸﾗ約
100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（ＮＺ）1個・つがるりんご1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機れんこん約200ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約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．837 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

9/10～9/14

有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・有機玉葱約500ｇ・有機安納芋約500ｇ・有機ごぼ
う約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（NZ）1個・あかね1個・二十世紀2個

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・有機山ほうれん草・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（ＮＺ）1個・豊水1個・平
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・有機じゃが芋2個・有機さつま芋約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機小松菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・えのき約100ｇ・有
機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・あかね1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ
（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

飼

本体価格\1,952/税込￥2,108

◇おすすめコーナー◇
秋のお彼岸、手づくりおはぎに『国産有機小豆』

ぞ。普通に豆ご飯として炊くのもおすすめです。

古来より行事や儀式にも用いられてきた小豆。おはぎ、赤飯、餡（あん）、お汁粉、和菓子などにどう

◇「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）
・9月、10月の開催予定 9/7（金）/12（水）/17（月） 10/5（金）/15（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。

◇「マルシェ他出店イベント予定」のご案内
テレビ愛知主催「ハンドメイド市場」

・9/1（土）2（日）
11：00～17：00 吹上ホール第一ファッション展示場 名古屋市千種区吹上2丁目6-3
フランスのマルシェの様に旬の有機野菜を色とりどりご用意いたします。楽しく美味しいオーガニックライフを始めましょう！
その他にも人気のハンドメイド作家やアーティストによるオリジナリティ溢れる作品が沢山出店されます。
・9/8（土）第1回「Kurashiフェア」 10：00～15：00 大和エネルフ㈱ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ 春日井市瑞穂通6-17-1 主催：ＮＰＯ法人あいちかすがいっこ
防・食・住・遊など あなたの暮らしの「発見」がたくさん！
◇「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」通常ﾚｯｽﾝ3
・「ナチュぱん＆スイーツ講座」通常ﾚｯｽﾝ3
秋冬シーズン講座も始まります。 ビオ・マルシェフェア 9/11（火）国産有機のえだまめパン、有機にんじんのスパイスケーキ

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（

）

