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
お月見、名月、中秋の名月、芋名月とも呼ばれます。昔は、月の満ち欠けにより月日を知
り、農事を行いました。十五夜の満月の夜は祭儀の行われる大切な節目でもあったようで
十
五
夜
9月13日（金）
す。 満月に見立てたお団子と魔除けの力があるといわれるすすきをお供えします。
・・・ 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939号 ・ご注文用紙 ・お届け情報（本
紙） ・bioweekly937 ・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注文
[農産品]
・ｵｰﾌﾞﾘｰ化粧品ご注文表 ・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸ
・有機ブロッコリー：収穫時に病気や傷み等による規格外のものが多く見られるため、出荷量が減少し 表
ﾅﾌﾟｷﾝご注文表
ております。
・有機にがうり：気温の高さと先日からの雨により一部産地で傷みが発生しております。
＜メーカーからのご案内＞
・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 国産有機青汁四重奏他 ・ｱﾑﾘﾀｰﾗ
・有機コリアンダー：天候の不順により生育不良を起こしております。
日本人のお肌のための国産ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｽﾒ ・山
・有機かぼす：収穫始めのため出荷量が安定しておりません。
繊 ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ寝具他・ｱｰｸ＆ｴｺ 竹炭から生
・有機巨峰：朝晩の寒暖差がないため色づきに遅れがでております。
まれた小さな空気清浄機他
・ネオマスカット：雨や曇天での日照不足が続いたため病気が発生しております。
※初めてネット注文をご利用される会員様への
ご案内
[日配・加工品]
・有機水ようかん（抹茶・こし）：季節取扱商品につき在庫なくなり終了となりました。
＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ939号の見どころ
は・・・」 ビオ・マルシェのお惣菜特集です。ﾛﾝ
【ご案内】
ｸﾞｾﾗｰ商品、隠れた逸品など、おすすめ商品を
・LINE ビオ・マルシェの宅配 お友達大募集‼
お友達大募集‼
お買い得価格でご案内します。この機会に是非
お試しください。(^^♪（Ｐ5）と季節の変わり目
【お知らせ（お願い）】
を。ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪおすすめ商
・会員様への弊社からのご連絡（電話）について：ご注文の確認のため、本社０６－６８６６－１５８３の からだのメンテナンス
品をご案内します。（P31）
番号よりおかけすることがございます。何卒、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
名古屋地区

☆本日の野菜セットメニュー☆
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多菜セット[9996]

約500ｇ 北海道 野澤利秋さん
約300g 鹿児島 かごしま有機生産組合
れんこん 約300ｇ 熊本 福島正明さん
キャベツ 1/2個 長野 大北農業協同組合
ほうれん草 1束 長野 塩尻有機栽培研究会
ミニトマト 約150ｇ 北海道/島根 当麻グリーンライフ/やさか共同農場
生姜 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
えのき 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS
玉葱
安納芋

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。

フルーティーセット[9997]

キャベツ 1/2個 長野 大北農業協同組合
ほうれん草 1束 長野 塩尻有機栽培研究会 多菜・フルー
ティーセット
ミニトマト 約150ｇ 北海道/島根 当麻グリーンライフ/やさか共同農場 共通項目
生姜 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
えのき 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS
ゼスプリ
有機 キウイフルーツ 2個
あかね
1個 青森 みちのく有機共同農場 防除 19回
二十世紀 1個 奈良 王隠堂農園
防除 16回

[基本野菜セット]

も同一内容です。

ニュージーランド

有機
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いきいきセット[9998]

南瓜
1/4個 鹿児島 かごしま有機生産組合
きゅうり
2本 三重 木村 貢さん
ミニトマト 約150ｇ 北海道 当麻グリーンライフ
パプリカ
1個 佐賀 アビオスファーム
オクラ 約100ｇ 和歌山 ビオランド紀の川

生椎茸（菌床）約100ｇ 岐阜 和良農産

柚子
2個 高知 大地と自然の恵み
平飼い卵 6個 和歌山 蒼生舎
有機 モロヘイヤ 約50ｇ 滋賀 垣見農園

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

豊作ｻｰﾋﾞｽ

ゆうきだいすきセット[9994]

量目変更、価格補填
玉葱 約400ｇ 北海道 野澤利秋さん
じゃが芋 2個 北海道 一心生産組合
青葱 約100ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
小松菜
1束 島根 赤江・オーガニックファーム
ミニトマト 約100ｇ 北海道 当麻グリーンライフ
なす
2本 和歌山 ビオランド/ビオランド紀の川
カラーピーマン約120ｇ 宮崎 アビオスファーム
ベビーリーフ 約30ｇ 奈良 山口農園
バナナ 約300g コロンビア サンタマルタ農園

[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。
有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ほうれん草・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ・有機生姜約100ｇ・ ※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。
えのき約100g
※セット変更のお知らせ：有機なす（気候が不安定なため生育に遅れが出ております。） 有機ﾚﾀｽ（高温と大雨が重なったため生育不良と傷みが発生
しており、収穫量が少ない状況です。） 有機山ほうれん草（気候が不安定なため産地にて品質不良を起こしております。） 有機ﾋﾟｰﾏﾝ（長雨と暑さの
影響で傷みが発生し、また生育不良も起こしております。
○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）：変更ございません。 ●
いきいきセット：有機ﾚﾀｽ⇒有機南瓜1/4個 有機山ほうれん草⇒有機きゅうり2本 有機なす2本⇒有機生椎茸（菌床）約100ｇ ●ゆうきだいすきセッ
ト：有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ⇒有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ
◇おすすめコーナー◇
ｶﾀﾛｸﾞ939号（P5）お惣菜特集から「大地うまみこい豚シューマイ」です。国産の豚肉、玉ねぎ、長ねぎに調味料を合わせて、ジューシーに仕上げた人気
のお惣菜です。増量目的の植物性たんぱくなど、余計なものは使用せず、素材を生かした、名前の通り、うまみこい味わいのシューマイです。お弁当
にもぴったりの小さめのサイズです。（2ﾊﾟｯｸｾｰﾙ企画となっております。）
☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．938 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

9/16～9/20

有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機枝豆約200ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機人参約500ｇ・有機じゃが芋約
500ｇ・有機長芋約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機枝豆約200ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・つがるりんご2個・
二十世紀1個
いきいきセット【9998】 有機人参約400ｇ・有機青葱約100ｇ・有機つるむらさき・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機枝豆約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・豊水1
個・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機玉葱約300ｇ・有機れんこん約200ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ｵｸﾗ約100ｇ・えのき
約100ｇ・有機柚子2個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機枝豆約200ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ

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

9/23～9/27

有機ﾚﾀｽ・有機つるむらさき・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機ﾓﾛｯｺいんげん約150ｇ・有機人参約500ｇ・有機さ
つま芋約500ｇ・有機ごぼう約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ﾚﾀｽ・有機つるむらさき・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機ﾓﾛｯｺいんげん約150ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（NZ）2個・つ
がるりんご1個・豊水1個
いきいきセット【9998】 有機玉葱約300ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ほうれん草・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機いんげん約70ｇ・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】 有機人参約300ｇ・有機さつま芋1本・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機南瓜1/2個・有機いんげん約70ｇ・有機生姜約50ｇ・有機ﾍﾞ
ﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・あかね1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾚﾀｽ・有機つるむらさき・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機ﾓﾛｯｺいんげん約150ｇ
（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。
◇「ﾌｫｰｸｽ･ｵｰﾊﾞｰ･ﾅｲﾌﾞｽ いのちを救う食卓革命」上映会＆ｵｰｶﾞﾆｯｸｾﾐﾅｰ 主催：ﾄｰﾀﾙﾗｲﾌOWL
9/19（木） 10：30～12：30 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。）
◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画」のご案内
・「オプティマルクッキング」 食品の選び方、食をお伝えします。ｵｰｶﾞﾆｯｸ野菜を使い一緒にｸｯｷﾝｸﾞしましょう(^^♪
【四日市開催】 ﾀｶﾗ整体・四日市店 三重県四日市市東坂部町53-1 10/27(日）12/22（日）10:30～14:00
【知立開催】 愛知県知立市昭和付近 9/22（日）11/24(日）10:30～14:00
・「ナチュぱん＆スイーツ講座」 2019秋冬ｼｰｽﾞﾝ
ﾅﾁｭぱん＆ｽｲｰﾂ ﾗﾝﾁ会 9/18（水）10：00～13：00 ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪの宅配の美味しい食材を使ったﾗﾝﾁ、ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌﾟﾁｾﾐﾅｰ、お土産付き お子様連れOK
ﾅﾁｭぱん＆ｽｲｰﾂ ﾚｯｽﾝ 10：00～13：00頃 レッスンで作ったパンとスイーツの軽食ランチ付き お子様連れOK
・ﾚｯｽﾝ1 10/16（水）ﾏﾛﾝｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ、ﾓﾝﾌﾞﾗﾝﾀﾙﾄ ・ﾚｯｽﾝ2 11/20（水）秋野菜の焼きｶﾚｰﾊﾟﾝ、焼きﾘﾝｺﾞとｱｰﾙｸﾞﾚｰのﾑｰｽｹｰｷ
・ﾚｯｽﾝ3 12/18（水）ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞのｸﾘｽﾏｽﾘｰｽﾊﾟﾝ、ｻﾞｯﾊﾄﾙﾃ
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

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

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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） お名前（

）

