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

みみずが地上に出てくる頃。畑土をほぐしてくれるみみずは、動き始めるのが少し遅めで
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 ・・・
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922号 ・ご注文用紙 ・お届け情報
（本紙） ・bioweekly920 ・日配品ご注文表 ・ﾘ
ﾏﾅﾁｭﾗﾙ化粧品ご注文表
[農産品]
・有機大根：九州産地が気温上昇のため予定より早く終了、切替わりの長野産地は低温により生育が ＜メーカーからのご案内＞
遅れており出荷量がまだ不安定です。
・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ UV対策 ｻﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀｰｸﾘｰﾑ他 ・ｱﾑﾘ
・有機グリーンアスパラ：北海道ではアスパラの生育温度に満たない日が続いているため収穫量が安 ﾀｰﾗ 日焼け止めとﾒｲｸ下地が同時に叶う他化
粧品ご案内 ・ｿﾈｯﾄ 台所用洗剤他・ｴｺﾜﾝ ｴｺなｸ
定しておりません。
ﾘｰﾝ用品特集 ・こだわり職人の逸品 ﾏﾙｼｪﾊﾞｯｸ
・有機ピーマン：病害虫が発生しているため収穫量が増えておりません。
他/新茶を楽しむ日本の道具 ・ｱｰｸ＆ｴｺ 空気
清浄機 ﾌﾞﾙｰﾃﾞｵ新登場/ｱｳﾛのお掃除特集
[日配・加工品]
・欠品はございません。
＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ922号の見どころ
は・・・」 有機サラダ菊菜＆有機スプラウトが仲
間入り！天然のサプリメントといわれるほど栄
養豊富な「発芽野菜」が新登場となりました。
（裏表紙）と0.4％の国産有機大豆を食べて応援
しましょう！（P31）

5月13日（月）

蚯蚓出

（みみずいずる）
5月10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]

新玉葱 約700ｇ 長崎
人参 約500ｇ 宮崎
新じゃが芋 約500ｇ 宮崎
サニーレタス １個 大阪
ほうれん草 1束 三重
水菜
1束 奈良

吾妻旬菜
かごしま有機生産組合
日向オーガニック倶楽部
原田ふぁーむ
多菜・フルー
木村 貢さん
ティーセット
山口農園
共通項目
トマト2個（豊作増量） 熊本 肥後あゆみの会
有機 スナップエンドウ 約70ｇ 和歌山 ビオランド

[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 サニーレタス １個 大阪 原田ふぁーむ
多菜・フルー
有機 ほうれん草 1束 三重 木村 貢さん
ティーセット
1束 奈良 山口農園
有機 水菜
共通項目
トマト2個（豊作増量） 熊本 肥後あゆみの会
有機 スナップエンドウ 約70ｇ 和歌山 ビオランド
有機 キウイフルーツ 3個 和歌山 かつらぎ町有機栽培実践グループ
有機 グレープフルーツ2個 熊本 肥後あゆみの会

[基本野菜セット]

転換期間中有機

も同一内容です。

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

いきいきセット[9998]

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
1個 長野 塩尻有機栽培研究会
ズッキーニ 1本 和歌山 あゆみ農園
ミニトマト 約150ｇ 福岡 鳥越農園
ベビーリーフ 約40ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
青葱
レタス

キウイフルーツ 2個

和歌山 かつらぎ町有機栽培実践グループ

豊作増量

バナナ 約500g コロンビア サンタマルタ農園
平飼い卵 6個 岡山 永田康二さん

有機 新玉葱
有機 ごぼう

ゆうきだいすきセット[9994]

3個 鹿児島 かごしま有機生産組合
約200g 岩手 みちのく有機共同農場
リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 サラダ菊菜 1束 島根 やさか共同農場
1束 奈良 山口農園
有機 水菜
有機 トマト
2個 熊本 肥後あゆみの会

豊作増量

転換期間中有機

有機 スナップエンドウ又は絹さや約70ｇ 和歌山 ビオランド
有機 バナナ 約300g コロンビア サンタマルタ農園
有機 グレープフルーツ1個 熊本 肥後あゆみの会

[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。
有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機水菜・転換期間中有機ﾄﾏﾄ2個（豊作 ※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。
増量）・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ
※セット変更のお知らせ：有機ﾋﾟｰﾏﾝ（病害虫が発生しているため収穫量が増えておりません。） 有機大根（九州産地が気温上昇のため予定より早く
終了、切替わりの長野産地は低温により生育が遅れています。） 有機甘夏（気温が高くなり傷みが多くなってきたため入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（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）：有機ﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ⇒有
機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ ○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：有機大根1/2本⇒有機ｻﾗﾀﾞ菊菜 有機甘夏1個⇒有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌ
ﾙｰﾂ1個
◇おすすめコーナー◇
『国産有機薄力粉』
（ｶﾀﾛｸﾞ922号P4
案内しております。）

希少な国内産の
どん、お好み焼きなどにどうぞ。

希少な国内産の有機小麦粉をそれだけで粉にしました。あらゆるお料理に活躍する、香り高い小麦です。パン、う
使って応援！風味豊かな国産有機小麦粉で強力粉、中力粉、全粒粉も合わせてお買い得価格でご
☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．921 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

5/20～5/24

有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約80ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機新玉葱約500ｇ・有機人参約
400ｇ・有機長芋約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約80ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ有・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ3個・有機甘夏
2個
いきいきセット【9998】 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・有機ﾄﾏﾄ（Ｌ）2個・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ1個・河内晩柑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・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｻﾝｺﾞｰ
ﾙﾄﾞｷｳｲ1個・河内晩柑1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約80ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

本体価格\2,600/税込￥2,808

本体価格\2,152/税込￥2,324

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

カタログＮＯ．922 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

5/27～5/31

有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ2個・有機新玉葱約600ｇ・有機新じゃが芋約500
ｇ・有機ごぼう約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ2個・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・河内晩柑3個

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】

有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約50ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（国産）2個・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・
平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機新じゃが芋約300ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ2個・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約80ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約50ｇ・えのき約100
ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・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] 有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ2個
（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\2,600/税込￥2,808

本体価格\2,152/税込￥2,324

◇「マルシェ他出店イベント予定」のご案内
「丘のﾏﾙｼｪ 星が丘ポタジュ」

・

5/25（土） 26（日）10：00～17：00 星が丘テラス（雨天時：星ヶ丘三越1Fﾋﾟﾛﾃｨ） 名古屋市千種区星が丘元町16-50
自然に寄り添った豊かで健康な暮らしのご提案。街と共に共栄していくことを目標にしたマルシェです。

◇「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」

2019春夏ｼｰｽﾞﾝ
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
・「ロハスタイルお料理教室」 5/28（火）10：00～14：00 長久手文化の家 食文化室 長久手市野田農201
第一弾 やっぱり万能しょうゆたれ活用術 「ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪの有機野菜」など使用し、5品ほど作ります。
・「有機野菜を使った簡単・ﾍﾙｼｰな料理教室」 5/30（木）10：00～12：30 ﾚﾝﾀﾙｼｪｱﾊｳｽ ｴﾙｼｪﾊｰﾄ 土岐市泉岩畑町1-9-1
mori café教室 森貴子さんと合同企画 「ゆうきだいすきセット」を使ってどんな献立ができるかな？
・「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（

）

