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お届け情報
11月の初冬は寒くなり冷たい北風が吹きますが、大陸高気圧が移動して風も弱まり、穏や
小春日和
かでまるで春のように暖かい晴天の日が訪れます。この日を小春日和と言います。同じ季
11月16日（金）
（こはるびより）
語で北米ではインデアン・サマ－があります。
【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848号 ・ご注文用紙 ・お届け情報
（本紙） ・bioweekly846 ・日配品ご注文表 ・ﾘ
[農産品]
ﾏﾅﾁｭﾗﾙ化粧品ご注文表&生姜と椿油の養毛料
・有機小かぶ：一部の産地で台風の影響によりハウスがダメージを受けるなどの被害がでたため、収 ｵｰｶﾞﾆｯｸﾍｱﾄﾆｯｸ他ご案内
・ﾅﾄﾗｹｱﾌｧｰｽﾄｷｯﾄ
穫時期に遅れが出ております。
おまけ付き他ご案内
・ｲﾀﾘｱ産ｱﾙﾁｪﾈﾛ有機グ
・有機モロッコいんげん：気温の安定した時期に生育がいっきに進み収穫時期が前にずれたため、今 ルテンフリーパスタ他ご案内 ・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ有機ｱ
期早めの終了となりました。
ﾏﾆ油他ご案内 ・ｸｱﾝﾄﾊﾞｽﾀ薬剤・化学物質無
・むつ：生育期の天候不順のため今期は実成りが少なく間もなく終了となります。
添加のお箸他ご案内 ・優しい暖かさに癒され
るｷｬﾒﾙ商品他ご案内 ・ﾐｰﾚ社掃除機ﾛｰﾀｽﾎﾜ
[日配・加工品]
ｲﾄご案内
・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾋﾞｰﾌ切り落し：原料の入荷が遅れており数量が揃いませんでした。
・土の鶏：期間限定取扱企画の為、在庫なくなり終了となりました。
☆2018クリスマスケーキ事前予約申込書/予約
・(有)鹿北製油 全商品：一部の商品で表示と異なる原材料を使用していたことが判明したため商品 品お届け：12/17～12/21
の販売を休止致します。
＜ご案内＞
【お知らせ】
◎「今週、お届けのカタログ846号の見どころ
は・・・」 グルテンフリーパスタ 100％オーガ
今日の野菜セットメニューについて
ニック・イタリア産のパスタをご案内します。今週
長野県・塩尻有機栽培研究会さんの有機レタス、有機リーフーレタスが10月・11月の天候が良いため 限りの企画です。（Ｐ5）と旬の果物
お得な、訳
大豊作を迎えております。今回は生産者から、日頃の感謝を込め、皆様に沢山召し上がっていただき ありふじ・訳あり有機バナナ・有機小玉キウイフ
たいとのご厚意で、一部の野菜セットになりますが、有機レタスまたは有機リーフレタスを１つプラスし ルーツもお見逃しなく！（裏表紙）
てお届けをさせていただきます。
名古屋地区

☆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
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

人参

多菜セット[9996]

約400ｇ 北海道 北海道有機農業協同組合
安納芋 約400ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
れんこん 約200ｇ 熊本 福島正明さん
青葱
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

大根 1本（豊作増量） 長野/長崎 塩尻有機栽培研究会/高坂農園/吾妻旬菜
菊菜
1束 和歌山 ビオランド

しろ菜
1束 大阪 成田ふぁーむ
南瓜
1/2個 北海道 小野寺淳二さん
リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
フルーティーセット[9997]

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

[基本野菜セット]
も同一内容です。

いきいきセット[9998]

レタス

1個 長野

塩尻有機栽培研究会

チンゲン菜

1束 奈良

喜多清文さん
喜多清文さん
山口農園
みちのく有機共同農場 防除 19回
佐藤果樹園
防除 17回
永田康二さん
塩尻有機栽培研究会 豊作ｻｰﾋﾞｽ

ほうれん草 1束 長野/三重 塩尻有機栽培研究会/木村貢さん
いんげん 約70ｇ 奈良
ベビ－リーフ約30ｇ 奈良
きおう
1個 青森
ラ・フランス 1個 山形

平飼い卵
6個 岡山
豊作ｻｰﾋﾞｽ 有機 リーフレタス 1個 長野

青葱
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
大根 1本（豊作増量） 長野/長崎 塩尻有機栽培研究会/高坂農園/吾妻旬菜

有機
多菜・フルー 有機
ティーセット
菊菜
1束 和歌山 ビオランド
有機
共通項目
しろ菜
1束 大阪 成田ふぁーむ
有機
有機
南瓜
1/2個 北海道 小野寺淳二さん
ラ・フランス 1個 山形 佐藤果樹園
防除 17回 有機
ジョナゴールド又は千秋2個 長野・青森 夜間瀬ASS・ナチュラル農究 防除12回・24回 有機
有機 リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会 豊作ｻｰﾋﾞｽ 有機
[基本野菜セット]

も同一内容です。

玉葱

ゆうきだいすきセット[9994]

1個 北海道 富良野百我

さつま芋 約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

白菜
1/4個 長野 塩尻有機栽培研究会
サニーレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
菊菜
1束 長野/三重 塩尻有機栽培研究会/木村貢さん
水菜
1束 愛知/奈良 野菜の城/山口農園

長崎 吾妻旬菜
バナナ 約300g コロンビア サンタマルタ農園
千秋
1個 青森 ナチュラル農究
有機 レタス
1個 長野 塩尻有機栽培研究会
ブロッコリー

1個

防除 24回
豊作ｻｰﾋﾞｽ

[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。
有機青葱約100ｇ・有機大根1本（豊作増量）・有機菊菜・有機しろ菜・有機 ※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。
南瓜1/2個・（有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ：豊作ｻｰﾋﾞｽ）
※セット変更のお知らせ：有機ﾐﾆ白菜（例年よりも気温の高い日が続き、いっきに成長して収穫、出荷時期が前にずれたため、現在圃場の切り替わり
に入り、出荷量が減少しております。） 富有柿（入荷したものに過熟なものが多かったため出荷数が減少致しました。） 有機坊ちゃん南瓜（現在入荷
しているもので傷みが多く出始めたため出荷量が減少しております。） 北斗・むつ（生育期の天候不順のため今期は実成りが少なく間もなく終了とな
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：富有柿2個⇒ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ又は千秋2個） ・共通項目（基本野菜セット）：有機
ﾐﾆ白菜⇒有機菊菜 ●いきいきセット：北斗1個⇒きおう1個 富有柿1個⇒ﾗ･ﾌﾗﾝｽ1個 ●ゆうきだいすきセット：有機坊ちゃん南瓜⇒有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ む
つ1個⇒千秋1個
＜スタッフつぶやき＞ 休日に干し柿づくりをしました。気温が下がるのを待っていたら、柿に傷みが出始めてしまいちょっとあわてて…。なんとか風も
少し冷たさを感じ、夜の気温も下がってきたのでまずはひと安心。産地からの便りにも、今年は例年以上に気候の変化が読みづらいことが伝わってき
ます。そんな中でも季節に合わせた出荷に日々努力してしていただいていることに感謝です。一年を通して、少しづつでも季節を感じる生活を探し、続
けていきたいですね。

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆
カタログＮＯ．847 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

11/19～11/23

有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・えのき約100ｇ・有機玉葱約700ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有
機れんこん約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・えのき約100ｇ・ふじ2個・有機みかん約600ｇ

本体価格\2,400/税込￥2,592

いきいきセット【9998】

本体価格\2,400/税込￥2,592

有機ﾐﾆ白菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機菊菜・有機水菜・有機南瓜1/4個・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・王林1個・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

セット【9994】 有機玉葱1個・有機じゃが芋2個・有機れんこん約200ｇ・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・ふじ
1個・有機みかん約300ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・えのき約100ｇ
ゆうきだいすき

本体価格\1,952/税込￥2,108

カタログＮＯ．848 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

（基本野菜セット[9995]も同一内容）
11/26～11/30

有機ﾐﾆ白菜・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ又は有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ
有機ﾐﾆ白菜・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ又は有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機玉葱約500ｇ・
有機ｻﾆｰﾚﾀｽ又は有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機玉葱約500ｇ・
有機じゃが芋約700ｇ・有機金時芋約500ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ﾐﾆ白菜・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ又は有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・
王林1個・富有柿2個
いきいきセット【9998】 有機れんこん約200ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機小松菜・有機いんげん約50ｇ・ふじ1個・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】 有機人参1本・有機金時芋約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・えのき約100ｇ・有機ｷｳｲ
ﾌﾙｰﾂ（国産）1個・王林1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾐﾆ白菜・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ又は有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・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◇
ビオ・マルシェオリジナルの「マヨネーズ」

蒼生舎の平飼い卵を使い、床分酢の有機リンゴ酢をアクセントにしています。その他の原料にも、なたね油
は非遺伝子組み換えのもの、砂糖も洗双糖を使い、他にはない、安全で美味しいマヨネーズができました。酸味は少なく、濃厚な卵感があり、野菜によ
く合うお味です。
◇「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）
・11月、12月の開催予定 11/19（月） 12/7（金）/17（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」

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（

）

