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

紅花栄

紅花の花が咲きほこる頃。紅花は染料や口紅になり、珍重されました。
・・・ 今週の配布物 ・・・
【本日の野菜・加工品欠品情報とお知らせ他】
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924号 ・ご注文用紙 ・お届け情報
（本紙） ・bioweekly922 ・日配品ご注文表 ・ﾘ
ﾏﾅﾁｭﾗﾙ化粧品ご注文表
[農産品]
・有機キャベツ：虫害と病気が発生しているため出荷を見合わせております。
＜メーカーからのご案内＞
・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ﾋﾞｵ ﾎﾜｲﾄﾃﾞﾝｼｰＳ ・日本ｵﾘｰﾌﾞ ｴｷｽ
・有機グリーンアスパラ：気温の変動が大きいため、産地では生育不良を起こしております。
ﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ ｲｪｸﾗ ・ｴﾝﾊﾞﾗﾝｽ 新鮮ﾗｯﾌﾟ
鮮度保持容器他・ｾﾞﾝｹﾝ 浄水器・ｶｰﾄﾘｯｼﾞの企
【お知らせ】
・ｱｰｸ＆ｴｺ 梅雨時期の「ｶﾋﾞ・除菌・調湿」対
・有機玉葱について：各産地、生育順調で豊作となっております。今週は約500g規格を約800gに増量 画
策
してお届けさせていただきます。
☆有機青梅で梅ｼﾛｯﾌﾟ・梅甘酢漬けを作ろう
（924ｗまで）＆梅仕事ノート
[日配・加工品]
・欠品はございません。
☆豊かな香り、とろける甘さ有機アムスメロン
数量限定
☆オーガニック 夏ギフト 2019 カタログ
承り期間：5月27日（月）～8月16日（金）

5月27日（月）

（べにばなさかう）
5月26日頃

7月5日（金）までの早期割引《5％OFF》

【ご案内】
・有機青梅お届けのスケジュール
梅干し用は925ｗ、926ｗ
・「ビオ・マルシェ夏ギフト」2019が始まりました。 切

梅シロップ用は923・924ｗ、
た、オーガニックギフトを送りませんか？

＜ご案内＞

◎「今週、お届けのカタログ924号の見どころは
…」 体が喜ぶ！朝のフルーツ週間♪ 果物の
カタログでご案内いたします。
もつ成分が体や脳の働きを助けます。期間限
大 なあの方へ、食材へのこだわりと愛情がつまっ 定！旬のフルーツ
もお見逃しなく。（裏表紙）

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

有機 新玉葱約800ｇ（豊作増量） 和歌山 ファームゆうき
有機 新じゃが芋 約500ｇ 宮崎 日向オーガニック倶楽部
有機 ごぼう 約200g 青森 あおもり南部有機生産組合
有機 青葱 約100ｇ 島根 ぐり～んは～と
リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会 多菜・フルー
有機 ほうれん草 1束 長野 塩尻有機栽培研究会/吉沢文隆さんティーセット
共通項目
有機 ズッキーニ 1本 鹿児島 かごしま有機生産組合
有機 トマト
2個 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 青葱
転換期間中有機

有機
有機
有機
有機

フルーティーセット[9997]

約100ｇ 島根

ぐり～んは～と
リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会 多菜・フルー
ティーセット
ほうれん草 1束 長野 塩尻有機栽培研究会/吉沢文隆さん共通項目
ズッキーニ
1本 鹿児島 かごしま有機生産組合
トマト
2個 熊本 肥後あゆみの会
バナナ 約500g コロンビア サンタマルタ農園
河内晩柑 3個 熊本 肥後あゆみの会
防除 1回

[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 レタス
有機 小松菜
転換期間中有機

なす

いきいきセット[9998]

1個 長野

1束 奈良

2本 高知

高坂農園
横山秀夫さん
大地と自然の恵み
鳥越農園
塩尻有機栽培研究会

有機 ミニトマト 約80ｇ 福岡
有機 ベビーリーフ 約50ｇ 長野
ゼスプリ
有機 キウイフルーツ 2個
有機 バナナ 約300g コロンビア サンタマルタ農園
平飼い卵
6個 和歌山/岡山 蒼生舎/永田康二さん
ニュージーランド

ゆうきだいすきセット[9994]

有機 新じゃが芋 約300ｇ 長崎 吾妻旬菜
リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
1束 島根 赤江・オーガニックファーム
有機 水菜
有機 トマト
2個 熊本 肥後あゆみの会
有機 スナップエンドウ 約80ｇ 長野 高坂農園
有機 ベビーリーフ 約50ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
えのき 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS
有機 バナナ 約300g コロンビア サンタマルタ農園
ゼスプリ
有機 サンゴールドキウイ1個

転換期間中有機

ニュージーランド

※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・転換期間中有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ｽﾞｯｷｰ ※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。
ﾆ・有機ﾄﾏﾄ2個
※セット変更のお知らせ：有機ｽﾞｯｷｰﾆ（雨が少なく高温の日が続いているため一部の産地では生育不良を起こしており、収穫量が減少しております。）
有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ（入荷したものに傷みがみられ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（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：有機ｽﾞｯｷｰﾆ⇒有機なす2本 ●ゆうきだいすきセット：有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ1個⇒有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ1個

◇おすすめコーナー◇
ビオ・マルシェ 2019夏ギフト ◎盛夏旬の畑丸かじりセットＡ

日本各地から、とびきりのおいしいを詰め込みました。とれたて旬の有機野菜や有機平

飼いたまごなど、農家さんが心をこめて育てたものをお届けします。

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．923 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

6/3～6/7

有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機いんげん約70ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約40ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機人参約
500ｇ・有機長芋約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機いんげん約70ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約40ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（NZ）3個・有機び
わ約150ｇ
いきいきセット【9998】 有機玉葱2個・有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ2個・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（NZ）2個・河内晩柑1個・平飼い卵6個

本体価格\2,600/税込￥2,808

本体価格\2,600/税込￥2,808

ﾊﾟｯｸ

ット【9994】 有機玉葱1個・有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ
（NZ）1個・河内晩柑1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機いんげん約70ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約40ｇ
ゆうきだいすきセ

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．924 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

6/10～6/14

有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機きゅうり2本・有機ﾄﾏﾄ3個・有機玉葱約400ｇ・有機人参約500ｇ・有機じゃ
が芋約600ｇ

フルーティーセット【9997】 有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機きゅうり2本・有機ﾄﾏﾄ3個・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・すもも約350ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】

本体価格\2,600/税込￥2,808

有機じゃが芋2個・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機きゅうり2本・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・すもも約250ｇ・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・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機きゅうり2本・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約
30ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機きゅうり2本・有機ﾄﾏﾄ3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。
ゆうきだいすきセ

本体価格\2,152/税込￥2,324

◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画予定」のご案内
・
春夏 ｰｽ 「ナチュぱん＆スイーツ講座」

2019 ｼ 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？
・「食についてのミーティング
」 6/13（木）or7/5（金）10：20～11：30 はる日和or志段味会場
・「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
美味しく食べることがテーマ！

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（

）

