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お届け情報
今日は二十四節気の一つの小雪に当たります。立冬の後の１５日目で、「小」は寒さはまだ
11月22日（木） 小雪（しょうせつ） 厳しくなく、わずかながら雪が降り始めるようになる頃です。雪国からは雪便りが届き、東
京周辺でも霜が見られ始めます。北風が吹いて冬の到来を実感させます。
【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849号 ・ご注文用紙 ・お届け情報
（本紙） ・bioweekly847 ・日配品ご注文表/ﾍﾞ
ﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ・ｽﾑｰｼﾞｰ・ｽｷﾝｹｱ・ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食品ご
[農産品]
注文表 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注文表 ・ｵｰﾌﾞﾘｰ化
・有機白葱：夏場の干ばつが生育時期と重なったため、太くならず、収穫期を迎えても規格外のもの 粧品ご注文表
・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝご注文
が多く、長野県の産地では終了致しました。
表 ・おもちゃ箱ｸﾘｽﾏｽｷﾞﾌﾄｾﾚｸｼｮﾝ2018ｶﾀﾛｸﾞ
・有機白菜：長野県の産地では収穫が終盤に入ったため出荷量が減少し始めております。
・ﾃﾞｨｵﾆｰ ﾜｲﾝご案内 ・ﾌﾟﾛｽ
・有機しろ菜：台風の被害により、一部産地では予定よりも早めの終了を迎えており、出荷数が減少し &ご注文ｺｰﾄﾞ表
ﾍﾟﾘﾃｨ
有機ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽｴｷｽ使用のど飴他ご案内 ・
ております。
ｱｰｽｸﾙ入浴剤ご案内 ・ﾕｰﾚｯｸｽ ｵｲﾙﾋｰﾀｰご
・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。
案内 ・こだわり職人の逸品 南部鉄器のスグ
レもの！他ご案内 ・ｱｰｸ＆ｴｺ ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ対策
[日配・加工品]
の決定版！ｱﾚﾙGﾌﾟﾗｽﾐｽﾄ他ご案内
・風の鶏：期間限定取扱企画の為、在庫なくなり終了となりました。
☆カタログ881号お正月カタログ&ご注文用紙
（承り期間11/5～12/7）&畑の恵みおせちセット
【お詫び、訂正】
ノンホモ牛乳の熱処理温度について、カタログvol.847、vol.848掲載のノンホモ牛乳【0400】【0401】に 早期割引5％OFF申込書（～11/30まで）
誤りがございました。正しくは「より生乳に近い味わいのノンホモジナイズの低温殺菌牛乳（熱処理：
72℃で15秒間）」となります。申し訳ございません。
＜ご案内＞
富有柿について、カタログvol.847から今期初出荷でご案内しておりますが、vol.848にも誤って今期 ◎「今週、お届けのカタログ849号の見どころ
初出荷マークを付けてご案内しておりました。お詫びして訂正いたします。
は・・・」 12/8は「有機農業の日」 生産者、製
造者応援企画。ｵｰｶﾞﾆｯｸの畑からつながる食
卓、有機の畑が見えるビオ・マルシェオリジナル
商品をご案内します。（Ｐ4・5）とホッとひと息♪
お茶&おやつタイム 和菓子、洋菓子まとめてご
紹介します。（裏表紙）
名古屋地区

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

約700ｇ 北海道 富良野百我

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

玉葱
ごぼう

有機
有機
有機
有機

キャベツ 1/2個 滋賀 大中農友会
サニーレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
ほうれん草 1束 長野/和歌山 塩尻有機栽培研究会/ビオランド紀の川
菊菜
1束 長野 塩尻有機栽培研究会

約200g 岩手
れんこん 約200ｇ 熊本
キャベツ 1/2個 滋賀
サニーレタス 1個 長野
ほうれん草
菊菜

みちのく有機共同農場
福島正明さん
大中農友会
塩尻有機栽培研究会

多菜・フルー
ティーセット
長野/和歌山 塩尻有機栽培研究会/ビオランド紀の川 共通項目

1束
1束 長野 塩尻有機栽培研究会

えのき 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS

[基本野菜セット]
も同一内容です。

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
有機

いきいきセット[9998]

熊本 オーガニックステーションＹＯＵ
ニラ
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
菊菜
1束 和歌山 ビオランド
水菜
1束 島根 赤江オーガニックファーム
ほうれん草 1束 長野 塩尻有機栽培研究会
バナナ 約300g コロンビア サンタマルタ農園
王林
1個 長野 夜間瀬ASS
防除 14回
平飼い卵 6個 和歌山 蒼生舎
有機 大根 1本（豊作ｻｰﾋﾞｽ） 滋賀 大中農友会

有機
有機
有機
有機
有機

ミニ白菜

1個

ゆうきだいすきセット[9994]

1個 北海道 富良野百我
じゃが芋 2個 北海道 小野寺淳二さん
れんこん 約200ｇ 熊本 福島正明さん
玉葱

1/2本 滋賀 大中農友会
キャベツ 1/2個 長野 大北農業協同組合八坂支所
えのき 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS
ふじ
2個 長野 夜間瀬ASS
防除 14回
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 みかん 約600ｇ 和歌山 九鬼オレンジファーム
有機 ニラ
ふじ
1個 長野 夜間瀬ASS
防除 14回
有機 みかん 約300ｇ 和歌山 九鬼オレンジファーム
[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・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機菊菜・えのき約100 ※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。
ｇ
※セット変更のお知らせ：有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜（気温が高く一部産地では虫害が発生しており、出荷数が減少しております。） 有機南瓜（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。）
●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：（変更ございません。） ・共通項目（基本野菜セット）：有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜⇒有機菊菜 ●い
きいきセット：有機南瓜1/4個⇒有機ほうれん草 ○ゆうきだいすきセット：変更ございません。
＜スタッフつぶやき＞ 色付いた樹々の葉が散り始めました。近所の小学校のイチョウ木のまわりにも扇のような形の葉が落ち葉となって山になってい
ました。イチョウは約2億年前から地球に存在している「生きた化石」だそうです。紅葉した葉が風に舞って…ちょっと寂しさを感じる風景。ただ、落ち葉
を拾い集め終わっても、後ろを見たら…もう一度戻って掃除のし直しです。
[基本野菜セット]

も同一内容です。

転換期間中有機

大根

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆
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

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・
1個・富有 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 ん約50ｇ・ じ1個・有機みかん約300ｇ・
い 6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機人 1本・有機金時 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・ 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

本体価格\2,400/税込￥2,592

王林

柿

げ

本体価格\2,400/税込￥2,592

平飼

ふ

卵

参

芋

王林

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

12/3～12/7

有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機菊菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機里芋約400ｇ・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】 有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機菊菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（国産）1個・有機みかん約300
ｇ・ﾗ･ﾌﾗﾝｽ1個
いきいきセット【9998】 有機ﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・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・ 1個・ い 6
個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機 葱1個・有機
約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機小松菜・有機 菜・有機南瓜1/4個・有機いん ん約50ｇ・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・有機大根1/2本・有機菊菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ
（基本野菜セット[9995]も同一内容）
※天候や畑の で変更する が ります。 週のセットメ ーを されたい時は、注文週の金 後に 定しますので、お でお い 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。
※ のメ ーからご のセットをお びいただけます。ご予約セットと なる場 は、注文 ードをご記入ください。セット不 の には、「予約セット
」とご記入ください。

本体価格\2,400/税込￥2,592
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◇おすすめコーナー◇

今回のイチオシは『有機純米料理酒』 成された清 のような かな風味を ち、まろやかな塩味としっかりした 味、および味を き めるすっきり
した 味を とします。和食には かせないですね！
◇「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）
・12月、2019年1月の開催予定 12/7（金）/17（月） 1/11（金）/21（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
熟

酸

特徴

酒

豊
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旨
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欠

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
「ひだまりマルシェvol.6」

・

11/30（金）10：30～14：00 新川地域文化広場カルチバ新川大ホール前（ｴﾝﾄﾗﾝｽ） 清須市寺野美鈴60番地
かわいいハンドメイド・おいしい食べ物がたくさん！

◇「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 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 c ool A O 知県清須市清 2 目1 8 ｼﾝ ｲﾋﾞﾙ501
・「産後の母親教室」 週木o 金 日 10：00～11：50（週1回 5回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 名古屋市中 区
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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（

）

