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

まだ青々しい草原や冷たい雪解け水が流れる川の水面を吹き渡る春の風。 春めいた土や
緑なども淡い時期だけに、風の色もまだ淡く、見えるように吹きます。
【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915号 ・ご注文用紙 ・お届け情報
（本紙） ・bioweekly913 ・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
・有機ラディッシュ：長野県の産地の天候が不安定なため生育不良を起こしております。
・有機ブロッコリー：気温が高い時期に一斉に収穫時期が早まったため、各産地とも早めの終了を迎 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
えております。
＜メーカーからのご案内＞
・MIE PROJECTｵｰｶﾞﾆｯｸﾃｨ、ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｰﾋｰ他
･ﾗｲﾌﾞｺｯﾄﾝSAKURA COTTON/びわこｼﾘｰｽﾞ他
【お知らせ】
・ｱｰｸ＆ｴｺ 衣替えの季節の防虫対策&ﾀﾞﾆ・花
・有機にんじん「増量パックでお届けいたします。」
各産地の生育が順調で豊作になっております。今週は、400ｇ・1.2㎏をご注文いただいた皆さまに通 粉他
常規格×約1.5倍の増量パックでお届けさせていただきます。
＜ご案内＞
[日配・加工品]
◎「今週、お届けのカタログ915号の見どころ
は・・・」 季節の変わり目にからだのメンテナン
・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾎﾟｰｸ ﾛｰｽｽﾗｲｽ：メーカー都合のため（倉庫火災）出荷再開が遅れております。
ス 栄養たっぷり！旬の食材を摂り入れましょう
・ﾏﾇｶ･ﾛｾﾞｲﾝMG110+：期間限定取扱商品につき在庫なくなり終了となりました。
♪（P3）とプラスワン！ビオ・マルシェのおすす
・有機干し芋/有機干し芋（切甲）：季節取扱商品につき在庫無くなり終了となりました。
め商品と体に優しい甘み 蜂蜜をご紹介しま
・ﾌｧﾋﾞｭﾗｽ ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ：メーカー在庫不足の為、数量が揃いませんでした。
す。（P31）

3月28日（木）

清風（せいふう）

☆本日の野菜セットメニュー☆

有機
有機
有機
有機
有機
有機
転換期間中有機
転換期間中有機

多菜セット[9996]

約400ｇ 宮崎
約200g 岩手
れんこん
約200ｇ 熊本
葉玉葱（2本） 1束 長崎
大根
1本 長崎
セロリ（1本）1パック 沖縄
ほうれん草
1束 愛知
塩ミニトマト 約80ｇ 熊本

人参
長芋

日向オーガニック倶楽部
みちのく有機共同農場
福島正明さん
吾妻旬菜
吾妻旬菜/川内農園 多菜・フルー
ティーセット
沖縄畑人村
共通項目
野菜の城
肥後あゆみの会

[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 葉玉葱（2本） 1束 長崎
1本 長崎
有機 大根
有機 セロリ（1本）1パック 沖縄
ほうれん草
1束 愛知
塩ミニトマト 約80ｇ 熊本
有機 キウイフルーツ 1個 山梨
王林
2個 青森
有機 清見オレンジ 2個 熊本

転換期間中有機
転換期間中有機

吾妻旬菜
吾妻旬菜/川内農園
沖縄畑人村
野菜の城
肥後あゆみの会

フルーツグローアー澤登

ナチュラル農究
福島柑橘園

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

有機
多菜・フルー 有機
ティーセット
有機
共通項目
有機
有機
有機
防除 24回 有機
[基本野菜セット]

も同一内容です。

ごぼう

青葱

いきいきセット[9998]

約200g 青森

あおもり南部有機生活組合

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

大根
1/2本 長崎 川内農園
セロリ（1本）1パック 沖縄 沖縄畑人村

小松菜

いんげん

１束 島根 赤江・オーガニックファーム

約70ｇ

鹿児島 池田農園

山梨 フルーツグローアー澤登
清見オレンジ 1個 熊本 福島柑橘園
平飼い卵 6個 和歌山 蒼生舎
キウイフルーツ 1個

ゆうきだいすきセット[9994]

約300ｇ 北海道 ツチカラ農場
約200g 岩手 みちのく有機共同農場
約200g 青森 あおもり南部有機生活組合
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
水菜
1束 和歌山 ビオランド
ミニトマト 約80ｇ 熊本 吉水農園
いんげん 約50ｇ 沖縄 沖縄畑人村
王林
1個 青森 ナチュラル農究
防除 24回
有機 清見オレンジ 1個 熊本 福島柑橘園
玉葱
長芋
ごぼう
青葱

[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。
有機葉玉葱（2本）1束・有機大根・有機ｾﾛﾘ（1本）1パック・転換期間中有機 ※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。
ほうれん草・転換期間中有機塩ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ
※セット変更のお知らせ：有機小松菜（虫害（アブラムシ）の発生のため収穫量が一時的に減少しております。） 有機ﾋﾟｰﾏﾝ（天候が不安定なため生育
不良を起こしております。）
●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）：有機小松菜⇒有機ｾﾛﾘ
（1本）1パック 有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ⇒転換期間中有機塩ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ 有機大根1/2本⇒有機大根1本（価格調整の為） ○いきいきセット：変更ござい
ません。 〇ゆうきだいすきセット：変更はございません。
◇おすすめコーナー◇

どんな素材ともよく合う 『山田養蜂場の有機アカシア蜂蜜』 養蜂大国ルーマニアで採取した「有機アカシア蜂蜜」は穏やかでふくよかな香りとあっさり
とした上品な甘み、プラチナのような輝きの美しい色調が特徴です。（ｶﾀﾛｸﾞ915号Ｐ31でお買い得価格でご案内）
☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．914 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

4/1～4/5

有機白葱約150ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機水菜・有機いんげん約70ｇ・えのき約100ｇ・有機新玉葱約500ｇ・有機人参約400ｇ・有
機新じゃが芋約500ｇ

フルーティーセット【9997】 有機白葱約150ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機水菜・有機いんげん約70ｇ・えのき約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・有機甘夏約1㎏

本体価格\2,400/税込￥2,592

いきいきセット【9998】

有機新じゃが芋約300ｇ・有機紅くるり・有機水菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・有機ﾊﾟｰﾙ
柑1個・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機新玉葱1個・有機人参1本・有機新じゃが芋2個・有機紅くるり・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機生姜約50ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ
約300ｇ・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150ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機水菜・有機いんげん約70ｇ・えのき約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．915 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

4/8～4/12

有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機生姜約50ｇ・有機新玉葱約600ｇ・有機ごぼう約200
ｇ・有機れんこん約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機生姜約50ｇ・ふじ2個・有機たんかん約400ｇ

本体価格\2,400/税込￥2,592

いきいきセット【9998】

有機人参約400ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機小松菜・王林1個・有機甘夏1個・平飼い卵6個
ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機新玉葱1個・有機長芋約200ｇ・有機白葱約150ｇ・有機大根1/2本・有機水菜・有機いんげん約50ｇ・えのき約100ｇ・有機ｷ
ｳｲﾌﾙｰﾂ（国産）1個・有機甘夏1個
[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・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機生姜約50ｇ
（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
「清洲城マルシェ vol.1」

・

4/13（土）10：00～15：00 清州城周辺遊歩道多目的広場 愛知県清須市朝日城屋敷1-1
◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画」のご案内
・2019春夏ｼｰｽﾞﾝ「ナチュぱん＆スイーツ講座」 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1 4/26（金） 簡単3ｽﾃｯﾌﾟ！混ぜるだけでﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷとｸｯｷｰ、さくらﾊﾟﾝ ・ﾚｯｽﾝ2 5/24（金） ｸﾘｰﾑも簡単&ﾍﾙｼｰﾏﾌｨﾝと豆乳ｸﾘｰﾑ、豆乳ｸﾘｰﾑ
ﾊﾟﾝ ・ﾚｯｽﾝ3 6/21（金） お鍋ひとつで簡単ﾌﾟﾘﾝ、ｽｺｰﾝ、ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽとｵﾘｰﾌﾞのﾌｫｶｯﾁｬ
開催場所：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
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）

