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お届け情報
桐の葉が一枚落ちる光景を見て、秋の訪れを感じること。他の木よりも落葉の早い桐の落
葉は秋を象徴するもので、和歌や俳句によく用いられていました。また転じて、わずかな前
桐一葉
（きりひとは）
9月27日（金）
兆から全体の動きをいち早く知ることの例えとしても使われます。
【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941・942号（共通） ・ご注文用紙 ・お届
け情報（本紙） ・bioweekly939 ・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
[農産品]
品ご注文表 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注文表 ・ｵｰﾌﾞﾘｰ
・有機大根：産地（北海道）では2週間前の大雨で水やけが起きており出荷量が減少しています。 食
化粧品ご注文表 ・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝご注文
・有機カリフラワー：先日までの猛暑による虫害の発生のため収穫が遅れております。
・有機ブロッコリー：病気（花蕾腐敗病）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 表
減少しております。
＜メーカーからのご案内＞
・有機コリアンダー（ﾊﾟｸﾁｰ）：天候の不順により生育不良を起こしております。
・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 国産有機青汁四重奏他 ・ｱｰｽｸﾙ ｼ
ﾘｶ配合の入浴剤他 ・こだわり職人の逸品 暮ら
有機ﾌﾞﾗｳﾝﾏｯｼｭﾙｰﾑ・有機ﾎﾜｲﾄﾏｯｼｭﾙｰﾑ：生育不良のため出荷を見合わせております。
しを彩る日本の陶器他
・有機ブラックオリンピア：天候不良による色づきの遅れのため収穫量が安定しておりません。
・有機ピアレス：日照不足により生育不良を起こしております。
<お詫び、訂正＞
・豊水：過熟なものが多くなってきたため出荷量が減少致しました。
カタログ941・942号から掲載開始の有機レモン
で今季から出荷がなくなった産地（愛媛・三皿
園）を誤って掲載しておりました。大変申し訳ご
ざいません。
【お知らせ】
＜ご案内＞
・有機かぼすについて：大分の産地で収量が不足したため、熊本県産（肥後あゆみの会）の約200ｇ入 ◎「今週、お届けのカタログ941・942号（共通）
りを代替としてお届けさせていただきます。
の見どころは・・・」 秋の感謝祭セール！。日頃
の感謝を込めて、たくさんのおすすめ商品をお
買い得価格でご案内します。今回限定の別価
[日配・加工品]
格のセットもお見逃しなく！
・欠品はございません。
名古屋地区

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

有機 人参 約500ｇ 北海道 ちいむれグロリア農園
有機 さつま芋 約500ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
有機 ごぼう 約200g 鹿児島 かごしま有機生産組合
有機 松本一本葱 約300ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 つるむらさき 1束 大阪 原田ふぁーむ
有機 ミニトマト 約120ｇ 北海道 当麻グリーンライフ
有機 トマト（2Ｓ） 2個 北海道 当麻グリーンライフ

いきいきセット[9998]

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]

有機 松本一本葱 約300ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 つるむらさき 1束 大阪 原田ふぁーむ
有機 ミニトマト 約120ｇ 北海道 当麻グリーンライフ
有機 トマト（2Ｓ） 2個 北海道 当麻グリーンライフ
ゼスプリ
有機 キウイフルーツ 2個
つがる
1個 長野 夜間瀬ASS
豊水
1個 奈良 王隠堂農園

有機 玉葱 約300ｇ 北海道 富良野・百我
有機 リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 ほうれん草 1束 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 坊ちゃん南瓜 1個 北海道 富良野・百我
有機 トマト（2Ｓ） 3個 熊本 肥後あゆみの会
2本 三重 木村 貢さん
有機 きゅうり
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 蒼生舎

ゆうきだいすきセット[9994]

有機 人参 約300ｇ 北海道 ちいむれグロリア農園
多菜・フルー 有機 さつま芋
1本 鹿児島 かごしま有機生産組合
ティーセット
約200g 鹿児島 かごしま有機生産組合
共通項目 有機 ごぼう
1束 島根 やさか共同農場
有機 小松菜
有機 南瓜
1/4個 北海道 富良野・百我
有機 パプリカ(S） 1個 佐賀 アビオスファーム
約50ｇ 高知 大地と自然の恵み
防除 9回 有機 生姜
防除 16回 有機 ベビーリーフ 約30ｇ 広島 寺岡有機農場
あかね
1個 青森 みちのく有機共同農場 防除 19回
※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)
有機松本一本葱約300ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機つるむらさき・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約 ※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。
120ｇ・有機ﾄﾏﾄ（2S）2個
※セット変更のお知らせ：有機ﾚﾀｽ（長雨の影響で畑の準備ができず植え付けが遅れ、一時的に収量が少なくなっています。） 有機ﾋﾟｰﾏﾝ（長雨の影
響で傷みが発生し、生育不良を起こしております。） 有機ﾓﾛｯｺいんげん（気温が下がってきたため生育が遅れています。） 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（病気（花蕾
腐敗病）や傷み等による規格外のものが多く見られるため、出荷量が減少しております。） 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ（一部産地では気温の低下と日照不足のため
色づきが遅れており収穫量が減少しております。） 有機いんげん（気温が下がってきた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）：有機ﾚﾀｽ⇒有機有機ﾘｰ
ﾌﾚﾀｽ 有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ⇒有機トマト（2Ｓ）2個 有機ﾓﾛｯｺいんげん約150ｇ⇒有機松本一本葱約300ｇ ●いきいきセット：有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ⇒有機坊ちゃ
ん南瓜 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ⇒有機ﾄﾏﾄ(2S）3個 有機いんげん約70ｇ⇒有機きゅうり2本 ●ゆうきだいすきセット：有機ﾚﾀｽ⇒有機ごぼう約200ｇ 有機
いんげん約70ｇ⇒有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ(S）
◇おすすめコーナー◇
いちおし！「野菜ブイヨン」。国産野菜を使った洋風だしの素、「野菜ブイヨン」はいかがでしょうか。塩味を抑えてうま味をUPしました。さっと溶ける顆粒
タイプで、個包装ではないので、お料理に合わせて分量を調整できます。スープだけではなく、炒飯や洋風卵焼きなどの味付けとしても使えてとっても
便利です。（秋の感謝祭セール 表紙でご案内しております。）
ニュージーランド

[基本野菜セット]

も同一内容です。

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆
カタログＮＯ．940 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

9/30～10/4

有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機坊ちゃん南瓜・えのき約100ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機じゃが芋約500
ｇ・有機れんこん約300ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機坊ちゃん南瓜・えのき約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・紅玉1個・有機種なし
柿約400ｇ
いきいきセット【9998】 有機さつま芋約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(L)1個・有機生姜約50ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ
（NZ）2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1個・有機じゃが芋2個・有機松本一本葱約300ｇ・有機ほうれん草・有機南瓜1/4個・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ﾓﾛｯｺいん
げん約100ｇ・有機枝豆約200ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機坊ちゃん南瓜・えのき約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．941 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

10/7～10/11

有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・有機いんげん約50ｇ・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・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・有機いんげん約50ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（NZ）2個・千秋1個・
有機種なし柿約500ｇ
いきいきセット【9998】 有機れんこん約200ｇ・有機つるむらさき・有機坊ちゃん南瓜・有機ﾓﾛｯｺいんげん約100ｇ・有機黒豆枝豆約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰ
ﾘｰﾌ約30ｇ・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・有機里芋約300ｇ・有機れんこん約200ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ｵｸﾗ約100ｇ・有機いんげん約50ｇ・有機生姜
約50ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・紅玉1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・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・有機いんげん約50ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ
（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。
◇「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 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 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（
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）

