名古屋地区
鴻雁北

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

っていく頃。雁は夏場をシベリアで、冬は日本で過ごす渡り鳥です。
【本日の野菜・加工品欠品情報とお知らせ他】
・・・ 今週の配布物 ・・・
・カタログ917号 ・ご注文用紙 ・お届け情報
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。
（本紙） ・bioweekly915 ・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
・有機リーフレタス：天候が安定せず生育に遅れがでております。
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
・有機フルーツトマト：日照時間が安定せず収穫量にばらつきがみられます。
・有機ピーマン：気温があがり出荷量は徐々に増えてきましたが生育にバラツキがみられるため全体 ＜メーカーからのご案内＞
的に少ない状況です。
・ｼｽﾞｰｼﾞｭ 赤紫蘇ｵｲﾙ配合ｺｽﾒ /福岡県芦屋町
の海と里山からの贈り物 ・ｴﾝﾊﾞﾗﾝｽ 鮮度保持
・有機スナップエンドウ：夜間が低温であったため出荷数が減少しております。
容器他 ・ｾﾞﾝｹﾝ 浄水器・ｶｰﾄﾘｯｼﾞの企画 ・こ
だわり職人の逸品 ①MADE IN JAPAN木工製
[日配・加工品]
品/春のｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ特集・②meijiBN菌「ほっとい
・欠品はございません。
て」ｼﾘｰｽﾞ他 ・ｱｰｸ＆ｴｺ ﾀｵﾙも衣類も ｽｯｷﾘお
洗濯特集
【お知らせ】
皆さまからのご要望にお応えして、ビオ・マルシェの人気ギフト商品の通年取り扱いを開始致しまし ☆京都式軟化栽培 有機京たけのこ 数量限定
た。限られた種類ではございますが、結婚祝い、仏事、出産祝い、病気見舞いやそのお返しなどにぜ （916・917ｗ） ご注文表
ひご利用ください。（※インターネットからのご注文もいただけますが、ご連絡いただきましたら、ギフト ☆有機畑育ちのおみそ汁 特別価格 （916～
カタログと注文書をお届けさせていただきますのでよろしくお願いします。）
920ｗ）ご注文表（賞味期限間近の為）

4月10日（水）

（こうがんかえる）
4月10日頃

が

雁 北へ帰

「白菜漬け（有機白菜使用）」欠品のお詫び

＜ご案内＞

カタログvol.917(お届け日4/22-4/26)まで、期間限定スポット商品としてご案内しております「白菜漬け ◎「今週、お届けのカタログ917号の見どころ
（有機白菜使用）」【販：グリーンリーフ】ですが、予想を上回るご注文をいただいたためメーカー在庫終 は・・・」 5月5日 こどもの日限定のおやつ企画
了となり、4/12（金）お届け分より欠品となります。すでにご注文をいただいている会員様につきまして です。(Ｐ28・Ｐ31）ご注文受付は今週限り、お届
は、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。季節限定商品のため次回ご案内は来冬以降となり けは4/29～5/3となります。お見逃しなく！と Ｇ
ます。たくさんのご注文誠にありがとうございました。
Ｗﾗﾝﾁの助っ人！人気商品をSALE まとめ買い
でお得なご案内です。（裏表紙）
☆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

多菜セット[9996]

新玉葱 約600ｇ 長崎 長崎有機農業研究会
ごぼう 約200g 岩手 みちのく有機共同農場
れんこん

青葱

ほうれん草

熊本 福島正明さん
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
約200ｇ

1束 和歌山/島根

ビオランド紀の川/やさか共同農場 多菜・フルー

小松菜
１束 島根 やさか共同農場
ミニトマト 約80ｇ 高知 大地と自然の恵み
生姜
約50ｇ 高知 大地と自然の恵み

青葱
ほうれん草

フルーティーセット[9997]

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
1束 和歌山/島根

ビオランド紀の川/やさか共同農場

小松菜
１束 島根 やさか共同農場
ミニトマト 約80ｇ 高知 大地と自然の恵み
生姜
約50ｇ 高知 大地と自然の恵み
ふじ
2個 青森 ナチュラル農究
有機 たんかん 約400ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

ティーセット
共通項目

[基本野菜セット]
も同一内容です。

人参 約400ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
青葱 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
大根 （小さめ） 1本 長崎 吾妻旬菜
ほうれん草
1束 和歌山 ビオランド紀の川
小松菜
１束 和歌山 ビオランド紀の川
王林
1個 青森 ナチュラル農究
防除 24回
1個 広島 中原観光農園
有機 甘夏
平飼い卵 6個 和歌山 蒼生舎

有機
有機
有機
有機
有機
防除 24回 有機

多菜・フルー
ティーセット
共通項目

[基本野菜セット]

も同一内容です。

いきいきセット[9998]

有機
有機
有機
有機
有機

新玉葱
長芋
白葱
大根
水菜
いんげん
えのき

ゆうきだいすきセット[9994]

1個 長崎 川内農園
約200g 青森 あおもり南部有機生活組合
約150ｇ 鹿児島 アビオスファーム
1/2本 長崎 吾妻旬菜
1束 奈良 山口農園
約50ｇ 鹿児島 池田農園
約100ｇ 長野 夜間瀬ASS

有機 キウイフルーツ 1個 山梨 フルーツグローアー澤登
1個 広島 中原観光農園
有機 甘夏

※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。
[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)
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 ※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。
姜約50ｇ
※セット変更のお知らせ：変更ございません。
○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。 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◇
風味 『国内産 有機麦茶（ティーバッグ）』 国

ばしい の
内産有機六条大麦で作ったほんのり甘い麦茶。水出しでもお湯出しでも美味しくお召し上がり
いただけます。ノンカフェインのため小さなお子様にもおすすめです。（ｶﾀﾛｸﾞ917号Ｐ26でご案内 特別ｾｰﾙ中！）
香

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．916 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,400/税込￥2,592

4/15～4/19

有機大根1/2本・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ・有機人参約400ｇ・有機新じゃが
芋約400ｇ・有機長芋約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機大根1/2本・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・河内晩柑約700ｇ

本体価格\2,400/税込￥2,592

いきいきセット【9998】

有機新玉葱約400ｇ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機いんげん約50ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（国産）2個・有機ｸﾞ
ﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ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・有機ごぼう約200ｇ・有機青葱約100ｇ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機生椎茸（菌床）約
100ｇ・ふじ1個・有機ﾊﾟｰﾙ柑1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機大根1/2本・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ

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

4/22～4/26

有機小松菜・有機菊菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機新玉葱約500ｇ・有機人参
約500ｇ・有機ごぼう約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機小松菜・有機菊菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（国産）2個・有機ｸﾞ
ﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ2個
いきいきセット【9998】 有機人参1本・有機大根1/2本・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ（Ｓ）2個・有機絹さや約50ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・有機パール柑1個・平飼
い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機人参1本・有機新じゃが芋2個・有機大根1/2本・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾄﾏﾄ（Ｓ）2個・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・有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機小松菜・有機菊菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ
（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。
◇「Natural Organic ビギナーズセミナー」 主催：ﾄｰﾀﾙﾗｲﾌOWL（協賛：ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪの宅配）
・2019年4月、5月の開催予定 4/10（水）・5/8（水） 10：30～12：00 名古屋市瑞穂区 (※ご予約された方へ別途詳細お伝えいたします。）
（【初級編】：4/26・5/24 【中級編】：4/19・5/29 の講座もございます。）
基本の「ｵｰｶﾞﾆｯｸとは？」の話から、お買い物の際助かる添加物の話など知っておくと生活にちょっと役立つ知恵や正しい知識を聞いたり質問できるｾ
ﾐﾅｰです。

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

◇「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

コース） 会員番号（

） お名前（

）

