名古屋地区

株式会社 ビオ・マーケット
TEL:0120-16-0831
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お届け情報

菊花開

菊の花が咲き始める頃。旧暦では重陽の節供の時期で、菊で長寿を祈願しました。
【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844号 ・ご注文用紙 ・お届け情報
（本紙） ・bioweekly842 ・日配品ご注文表 ・ﾘ
[農産品]
ﾏﾅﾁｭﾗﾙ化粧品ご注文表&11/8は「いい歯の
・有機大根：大根に病気が発生しており、出荷量が減少しております。
日」ﾋﾞｵﾎﾜｲﾄﾃﾞﾝｼｰＳ他ご案内 ・ｱｰｸ＆ｴｺ 朝
・有機カリフラワー：気温が下がったため生育不良を起こしております。
摘みばら水他ご案内 ・こだわり職人の逸品
・有機ミニトマト：気温の低下で生育、色付きが遅くなっています。
・ｿﾈｯﾄｵｰ
・有機黒豆枝豆：先日来の台風で風に叩かれ、水に浸かるなどを繰り返したため収穫が遅れておりま meijiBN菌「ほっといて」ｼﾘｰｽﾞご案内
ｶﾞﾆｯｸ洗剤他ご案内
・ﾊｰﾄの逸品ｼﾙｸ肌ふとん
す。また出荷量も著しく少なくなる見込みです。
・有機種なし柿：気温が高く、過熟なものが多くなり、また品種の切り替わりの時期とも重なってしま 特別企画他ご案内
い、出荷数が減少しております。
☆5%OFF 毎週お届け登録サービスご注文書

10月15日（月）

（きくのはなひらく）
10月13日頃

【お知らせ】
いきいきセットの平飼いたまご

＜ご案内＞

について
◎「今週、お届けのカタログ844号の見どころ
生産者の永田さん、蒼生舎の産地が天候の急激な変動などの理由から鶏の産卵数が落ち回復が遅 は・・・」 北海道のこだわりのお肉を味わうレシ
れており、ご注文分を賄えておりません。代替として黒富士農場の有機卵をお届けさせていただきま ピ、秋の野菜レシピ等々 秋の味覚を楽しみま
しょう(^^♪（P2～5）とポカポカ生姜のあたため
す。
パワー！ 生姜を使ったレシピ、生姜アイテムを
[日配・加工品]
ご案内します。（裏表紙）
・欠品はございません。
◆Organic Winter Gift 2018掲載「国産有機缶ジュースセット」の発送日についてのお知らせ
先週配布の、冬のギフトカタログの2ページに掲載しておりますＰＷ－11「国産有機缶ジュースセット」
につきましては、北海道の震災の影響でトマトジュースの製造が遅れているため、発送が11月初旬以
降となる見込みです。 ご不便をおかけ致しますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
☆本日の野菜セットメニュー☆

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

多菜セット[9996]

約500ｇ 北海道 富良野百我
金時芋 約500ｇ 香川 (株)さぬき有機
れんこん 約200ｇ 佐賀 マルハ園芸
キャベツ 1/2個 長野 大北農業協同組合八坂支所
多菜・フルー
ブロッコリー
1個 長野 塩尻有機栽培研究会
ティーセット
ニラ
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
共通項目
ベビ－リーフ約30ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
えのき 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS

玉葱

[基本野菜セット]
も同一内容です。

フルーティーセット[9997]

有機 キャベツ 1/2個 長野
有機 ブロッコリー 1個 長野
約100ｇ 高知
有機 ニラ
有機 ベビ－リーフ約30ｇ 長野
えのき 約100ｇ 長野
紅玉
2個 青森
有機 みかん 約500ｇ 熊本

大北農業協同組合八坂支所

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
夜間瀬ASS
ナチュラル農究
肥後あゆみの会

多菜・フルー
ティーセット
共通項目

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

キャベツ

いきいきセット[9998]

1/2個 長野 大北農業協同組合八坂支所

1個 長野 ワタミファーム
菊菜
1束 長野 塩尻有機栽培研究会
南瓜
1/4個 北海道 小野寺淳二さん
生姜
約50ｇ 高知 大地と自然の恵み
バナナ 約500g フィリピン シブランオーガニックファーム
みかん 約300ｇ 熊本 肥後あゆみの会
平飼い卵 6個 山梨 黒富士農場
レタス

有機 人参
有機 ごぼう

ゆうきだいすきセット[9994]

1本 長野 塩尻有機栽培研究会

約200g 宮崎 かごしま有機生産組合

サニーレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 ほうれん草 1束 三重 木村 貢さん
有機 南瓜
1/4個 北海道 小野寺淳二さん
防除 24回 有機 モロッコいんげん約100ｇ 岡山 永田康二さん
有機 ベビ－リーフ約30ｇ 広島 寺岡有機農場
有機 キウイフルーツ 1個
ゼスプリ
ジョナゴールド 1個 長野 夜間瀬ASS
転換期間中有機

[基本野菜セット]

も同一内容です。

ニュージーランド

防除 12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。
有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・え ※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。
のき約100ｇ
※セット変更のお知らせ：有機松本一本葱（生育過程で台風、長雨などで天候が不順であったため、収穫、選別の時点で折れ、徒長などの生育状態
が悪いものが多くでています。） 有機いんげん（気温の低下で生育が遅くなっています。）
○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）：変更ございません。
○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：有機松本一本葱約200ｇ⇒有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ 有機いんげん約50ｇ⇒有機ﾓﾛｯｺいん
げん約100ｇ
＜スタッフつぶやき＞ 今年の秋はどうなってしまったのか？秋晴れでスカッとした日がなかなかありません。せっかくお弁当を作ってお出かけの予定
をしても…。ちょっと気分が盛り上がりません。旬の食材を使って種々のおかずを作り、みんなで集まりお弁当を分け合って一緒に食べる。互いを拘束
しない緩やかなコミュニケーションがとれる場となる。お弁当の魅力の一つですね。
☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．843 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

10/22～10/26

有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機菊菜・有機いんげん約50ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機人参約400ｇ・有機じゃが芋約700
ｇ・有機ごぼう約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機菊菜・有機いんげん約50ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・ｼﾅﾉｽｲｰﾄ2個・有機み
かん約300ｇ
いきいきセット【9998】 有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機いんげん約80ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（NZ）1個・ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ
1個・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機玉葱約300ｇ・有機じゃが芋2個・有機青葱約100ｇ・有機白菜1/4個・有機ﾚﾀｽ又は有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機菊菜又は有機水
菜・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・有機みかん約300ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機南瓜1/4個・有機いんげん約50ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ

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

10/29～11/2

有機ほうれん草・有機水菜・有機坊ちゃん南瓜・有機生姜約50ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機さつま
芋約600ｇ・有機れんこん約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ほうれん草・有機水菜・有機坊ちゃん南瓜・有機生姜約50ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（NZ）1個・紅玉1
個・ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ2個
いきいきセット【9998】 有機ﾐﾆ白菜・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機菊菜・有機南瓜1/4個・えのき約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・有機みかん約300ｇ・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・有機安納芋約300ｇ・有機大根1/2本・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機南瓜1/4個・ｼﾞｮﾅ
ｺﾞｰﾙﾄﾞ1個・有機みかん約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・有機坊ちゃん南瓜・有機生姜約50ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ
（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◇

国産有機菜種で作った希少な一番しぼりの『国産有機菜の花畑（なたね油）』 ◆昔ながらの圧縮一番搾りです ◆オレイン酸たっぷり ◆低エルカ酸
（エルシン酸）品種キザキノナタネを使用 消費者の方に、安心して口にでき、しかも美味しい本物の油をお届けしたい、昔ながらのなたね天ぷら油を復
活させたいと思い、作り上げた商品です。
◇「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）
・10月、11月の開催予定 10/15（月） 11/2（金）/19（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
「おからこんにゃくを作ろう！」
話題 「ビューティー発酵飲料で腸内環境を整えよう！KOMBUCHA」

・
Mori cofe（単発教室） 10/26（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
・今 の
11/2（金）10：30～14：30 ｷｯﾁﾝCocona 岐阜市柳津町本郷5-37
KOMBUCHAをふんだんに使ったマクロ美ビューティーランチ付き(^^♪
・「バーミキュラ ライスポット料理教室」 11/10（土）10：30～13：30 ｸﾘﾅｯﾌﾟｷｯﾁﾝﾀｳﾝ名古屋 名古屋市中区錦1-16-20ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1Ｆ
・「ナチュぱん＆スイーツ講座」 通常レッスン 10：00～12：30 レッスンで作ったパンとスイーツの軽食ランチ付き
・ﾚｯｽﾝ2 11/13（火） きんぴらごぼうと海苔のﾊﾟﾝ、甘栗ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ ・ﾚｯｽﾝ3 12/11（火） ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰにｻﾗﾀﾞﾋﾟｻﾞ、苺ﾑｰｽｹｰｷ
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501
・「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（

）

