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

黄鴬睍
黄鴬睍睆

山里で鴬が鳴き始める頃。春の訪れを告げる鴬は「春告鳥」（はるつげどり）とも呼ばれます。
【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909号 ・ご注文用紙 ・お届け情報
（本紙） ・bioweekly907 ・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 ・ｵｰﾌﾞﾘｰ化粧
・有機小かぶ：一部の産地でアブラムシが発生しており収穫数が減少しております。
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
・有機レタス：生産者の都合により現在出荷を見合わせております。
・ﾃﾞｨｵﾆｰ ﾜｲﾝ他ご案内 ・華密恋 薬用ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ
・どんこ椎茸：朝晩の冷え込みが厳しく、椎茸が凍結しているため収穫量が減少しております。
ｰｽﾞ他ご案内 ・ｸｱﾝﾄﾊﾞｽﾀ くりぬき弁当箱他
・有機キンカン：先日の寒波と日照の不足も伴い、各産地とも色づきに遅れが出始めております。 ｼﾘ
ご案内 ・こだわり職人の逸品meijiBN菌「ほっと
いて」ｼﾘｰｽﾞ他ご案内 ・ｱｰｸ＆ｴｺ タオルも衣類
【お知らせ】
スッキリお洗濯特集ご案内
いきいきセットの平飼いたまごについて
生産者の永田さん、蒼生舎ともに産卵数が落ちており、ご注文分を賄えておりません。代替として黒 ☆なたね油・なたねｻﾗﾀﾞ油の取扱い開始しまし
富士農場の有機卵をお届けさせていただきます。
た
有機レタスの欠品について
☆わが家のみそ作りご注文表
生産者（うずしお：兵庫県）の販売休止についてのお詫びを、本日別紙にてご案内いたしました。
＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ909号の見どころ
は・・・」 朝からしっかり食べて脳活！（Ｐ4）、時
[日配・加工品]
短にお役立ち！アイテム活用術（裏表紙） ビ
・欠品はございません。
オ・マルシェのおすすめ商品をご案内します。

2月11日（月）

（うぐいすなく）
2月9日頃

☆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]
じゃが芋 約500ｇ 北海道 工藤孝一さん

長芋
ごぼう

約200g 青森 あおもり南部有機生活組合
約200g 岩手 みちのく有機共同農場

さぬき有機
セロリ（1本）1パック 福岡 鳥越農園ネットワーク 多菜・フルー
ティーセット
ほうれん草 1束 愛知/大阪 野菜の城/原田ふぁーむ 共通項目
ミニトマト
約80ｇ 熊本 肥後あゆみの会
有機 葉にんにく 約100ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
紅くるり

1本 香川

[基本野菜セット]

転換期間中有機

も同一内容です。

フルーティーセット[9997]

有機 紅くるり
1本 香川 さぬき有機
有機 セロリ（1本）1パック 福岡 鳥越農園ネットワーク 多菜・フルー
有機 ほうれん草 1束 愛知/大阪 野菜の城/原田ふぁーむ ティーセット
共通項目
ミニトマト
約80ｇ 熊本 肥後あゆみの会
有機 葉にんにく 約100ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
有機 キウイフルーツ 1個 山梨 フルーツグローアー澤登
王林
1個 青森 ナチュラル農究
防除 24回
有機 パール柑 約700ｇ 熊本 肥後あゆみの会

転換期間中有機

[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
有機
有機

人参

約400ｇ 長崎 吾妻旬菜
九条葱 約150ｇ 大阪 原田ふぁーむ
白菜
1/4個 宮崎 野口オーガニックファーム
水菜
1束 京都 ワタミファーム
チンゲン菜 1束 和歌山 ビオランド
バナナ 約300g コロンビア サンタマルタ農園
デコポン
1個 熊本 肥後あゆみの会
平飼い卵
6個 山梨 黒富士農場

有機 玉葱
転換期間中有機

有機
有機
有機
有機
有機
有機

いきいきセット[9998]

ゆうきだいすきセット[9994]

1個 北海道 きたみらい農業協同組合
安納芋 約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
長芋
約200g 青森 あおもり南部有機生活組合
水菜
1束 愛知/島根 野菜の城/ぐり～んは～と
菜の花
1束 高知 四万十有機農業者ネットワーク
葉にんにく 約100ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
えのき 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS

キウイフルーツ 1個

スイートスプリング約300ｇ

山梨 フルーツグローアー澤登
熊本 肥後あゆみの会

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。
有機紅くるり・有機ｾﾛﾘ（1本）1パック・有機ほうれん草・転換期間中有機ﾐﾆ ※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。
ﾄﾏﾄ約80ｇ・有機葉にんにく約100ｇ
※セット変更のお知らせ：有機ﾆﾗ（前回の寒波の影響で生育に遅れがでております。）
●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）：有機ﾆﾗ約100ｇ⇒有機
葉にんにく約100ｇ ○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：有機ﾆﾗ約100ｇ⇒有機葉にんにく約100ｇ
[多

◇おすすめコーナー◇

お好みの野菜と炒めるだけ！さっと美味しい一品ができあがります。「青椒肉絲、回鍋肉、もやし味噌炒めの素」（ｶﾀﾛｸﾞ909号裏表紙セール価格でご
案内） 化学調味料、たんぱく加水分解物、酵母エキス、着色料は不使用で、安心してお使いいただけます。食べた後にベタッと残るような嫌な甘さな
どがありません。醤油や塩などの調味料にもこだわっており、ストックしておくと、ちょっとした時にとても便利です。
☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．908 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

2/18～2/22

有機白菜1/4個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機菜の花・有機いんげん約50ｇ・有機玉葱約700ｇ・有機人参約500ｇ・有機
じゃが芋約700ｇ

フルーティーセット【9997】 有機白菜1/4個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機菜の花・有機いんげん約50ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・有機はるか約500ｇ

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

有機ごぼう約200ｇ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機菜の花・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・ふじ1個・有機ﾊﾟｰﾙ柑1個・平飼い卵6個ﾊﾟｯ

ｸ

ット【9994】 有機玉葱1個・有機人参1本・有機白葱約300ｇ・有機大根1/2本・有機白菜1/4個・有機ほうれん草・有機いんげん約50ｇ・有
機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・有機伊予柑1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機白菜1/4個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機菜の花・有機いんげん約50ｇ
ゆうきだいすきセ

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

2/25～3/1

有機白葱約300ｇ・有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・えのき約100ｇ・有機安納芋約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】 有機白葱約300ｇ・有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・えのき約100ｇ・ふじ2個・有機ﾃﾞｺﾎﾟﾝ約500ｇ

本体価格\2,400/税込￥2,592

いきいきセット【9998】

有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草又は有機水菜・有機いんげん約70ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（国
産）1個・有機はるみ約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・有機じゃが芋2個・有機青葱約100ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機生姜約50ｇ・ふじ1個・
有機ﾃﾞｺﾎﾟﾝ1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機白葱約300ｇ・有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・えのき約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\1,952/税込￥2,108

◇「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.7」
金 1
～1

・

2/22（ ） 0：00 4：00 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！天候を気にせずゆっくりお買物♪
◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画」のご案内
”オーガニック大豆”で、美味しいお味噌を手作りしてみませんか(^^♪
・「簡単！手作り味噌教室 やさか共同農場ｽﾍﾟｼｬﾙ講座」 2/20（水）10：00～12：30 13：30～16：00 ｳｨﾙあいち2階 名古屋市東区上堅杉町1
・「簡単！手作り味噌教室」 3/2（土）10：00～12：30 13：30～16：00 ｳｨﾙあいち2階 名古屋市東区上堅杉町1
・「ｵｰｶﾞﾆｯｸ味噌作りとﾗﾝﾁ会！」（ﾛﾊｽｽﾀｲﾙ） 2/26（火）10：00～14：00 長久手文化の家食文化室 長久手市野田農201
・「季節の手しごと教室」（ｶﾝﾄﾘｰﾃｰﾌﾞﾙ小林美香） 2/26（火）10：30～13：30 東邦ｶﾞｽｼｮｰﾙｰﾑﾘﾍﾞﾅｽ今池 名古屋市千種区今池1-8-8 今池ｶﾞｽﾋﾞﾙ
・「手作り・簡単『おから味噌』講座」（一般社団法人日本豆腐ﾏｲｽﾀｰ協会認定・おから味噌講座） 2/18（月）10：30～13：00 会場：理論で学ぶ資格と天
然酵母ﾊﾟﾝ教室PAPUCO 清須市清洲2-18 ・3/26（火）10：30～13：00 会場：清須市市内
・「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（

）

