
　

有機
玉ねぎ　　　　500ｇ

北海道

ちいむれグロリア農園  有機
さつま芋　　　300ｇ

鹿児島

鹿児島有機生産組合

　

有機

じゃが芋　  　　500ｇ
北海道

小野寺　淳二 有機 レタス　　　　　1個 長野 塩尻有機研究会 　

有機 蓮根　　　　　300ｇ 熊本 福島  正明 有機 水菜　　　　　　1束 島根

赤江オーガニックファーム

　

有機 なす　　　　　　2本

和歌山

 ビオランド紀の川 

　

有機 トマト　　　　　　1個 岐阜 畑田農園

　

有機
ほうれん草　　　1束

長野 塩尻有機研究会 　 有機 生姜　　　　　　1P 高知 大地と自然の恵み  

有機
にら　　　　　　　1束

高知 大地と自然の恵み 　 有機 生椎茸　　　　　1P 岐阜 和良農産 　

有機
坊ちゃん南瓜　1個

北海道

小野寺　淳二  有機 キウイ　　　　　2個

ニュージーランド

 セスプリ・インターナショナル 

　

　
えのき　　　　　　1P

長野 よませＡＳＳ 　 　

平飼い卵　  　　6個

和歌山

蒼生舎

　

　

有機 いんげん　　　　1P 奈良 喜多  清文  　 　 　 　 　

有機 なす　　　　　　2本

和歌山

 ビオランド紀の川 

　

有機
玉ねぎ　　　　300ｇ

北海道

ちいむれグロリア農園 　

有機
ほうれん草　　　1束

長野 塩尻有機研究会 　 有機
じゃが芋　  　　２個

北海道

小野寺　淳二

　

有機
にら　　　　　　　1束

高知 大地と自然の恵み 　 有機

松本一本ねぎ　1束

長野 塩尻有機研究会

　

有機
坊ちゃん南瓜　1個

北海道

小野寺　淳二  有機
ほうれん草　　　1束

長野 塩尻有機研究会 　

　
えのき　　　　　　1P

長野 よませＡＳＳ 　 有機 南瓜　　　　　　1/4

北海道

生産センター百我 　

有機 いんげん　　　　1P 奈良 喜多  清文  有機 トマト　　　　　　2個

北海道

当麻グリーンライフ

Sサイズ

有機
バナナ　　　　500ｇ

コロンビア

 サンタマルタ農園  有機 種なし柿　　　 2個

和歌山

 かつらぎ町有機 

　 紅玉　　　　　　1個 長野 よませＡＳＳ
防除　15回

有機 なす　　　　　　2本

和歌山

 ビオランド紀の川 　

有機 種なし柿　　　 2個

和歌山

 かつらぎ町有機 　 有機
バナナ　　　　300ｇ

コロンビア

 サンタマルタ農園 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

有機 なす　　　　　　2本

和歌山

 ビオランド紀の川 

　

有機
ほうれん草　　　1束

長野 塩尻有機研究会 　

有機
にら　　　　　　　1束

高知 大地と自然の恵み 　

有機
坊ちゃん南瓜　1個

北海道

小野寺　淳二  

　 えのき　　　　　　1P 長野 よませＡＳＳ 　

有機 いんげん　　　　1P 奈良 喜多  清文  

有機野菜の宅配 ビオ・マルシェ

お届け情報

株式会社ﾋﾞｵ・マーケット

TEL:0120-66-1183

FAX:092-611-5462

http://www.biomarche.jp

10月2日（水）
【本日の野菜・加工品欠品情報】【本日の野菜・加工品欠品情報】【本日の野菜・加工品欠品情報】【本日の野菜・加工品欠品情報】
・大根 →　・大根 →　・大根 →　・大根 →　先日の大雨で大根に水やけが発生しており収穫量が減少しており
ます。
・カリフラワー →　・カリフラワー →　・カリフラワー →　・カリフラワー →　先日までの猛暑により虫害が発生しているため収穫量が減
少しております。 少量・欠品となります。
・ブロッコリー →　・ブロッコリー →　・ブロッコリー →　・ブロッコリー →　黒斑細菌病が広がり出したため出荷量がさらに減少してお
ります。 少量・欠品となります。
・パセリ →　・パセリ →　・パセリ →　・パセリ →　一部産地ではうどんこ病で枯れが多く発生しているため収穫量が
減少しております。 入荷状況により、少量・欠品となります。
・有機枝豆 →　・有機枝豆 →　・有機枝豆 →　・有機枝豆 →　気温が下がってきたため生育不良を起こしております。 入荷
状況により、少量・欠品となります。
・ブラウンマッシュルーム　/　ホワイトマッシュルーム　→　・ブラウンマッシュルーム　/　ホワイトマッシュルーム　→　・ブラウンマッシュルーム　/　ホワイトマッシュルーム　→　・ブラウンマッシュルーム　/　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。
・有機竹の子ｽﾗｲｽ100g →　・有機竹の子ｽﾗｲｽ100g →　・有機竹の子ｽﾗｲｽ100g →　・有機竹の子ｽﾗｲｽ100g →　終了　規格変更のため (株)ｸﾛｰﾊﾞｰ食品 有機竹
の子ｽﾗｲｽ80g をご注文ください。
・チクノキューブ　→　・チクノキューブ　→　・チクノキューブ　→　・チクノキューブ　→　在庫切れの為、欠品です。

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ 　942ｗ号

・お届け情報（本紙）

・ご注文用紙　942ｗ

・bioweekly　　940ｗ

●リマナチュラル

・・・　本日の野菜セット　・・・・・・　本日の野菜セット　・・・・・・　本日の野菜セット　・・・・・・　本日の野菜セット　・・・
多菜セット多菜セット多菜セット多菜セット いきいきセットいきいきセットいきいきセットいきいきセット

フルーティーセットフルーティーセットフルーティーセットフルーティーセット ゆうきだいすきセットゆうきだいすきセットゆうきだいすきセットゆうきだいすきセット

　基本野菜　セット　基本野菜　セット　基本野菜　セット　基本野菜　セット     

※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。

※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。

【本日の野菜セット変更】

【本日の野菜セット変更】【本日の野菜セット変更】

【本日の野菜セット変更】

・ブロッコリー　→　なす2本　（黒斑細菌病が広がり出したため出荷量がさらに減少しております。　）

・ブロッコリー　→　なす2本　（黒斑細菌病が広がり出したため出荷量がさらに減少しております。　）・ブロッコリー　→　なす2本　（黒斑細菌病が広がり出したため出荷量がさらに減少しております。　）

・ブロッコリー　→　なす2本　（黒斑細菌病が広がり出したため出荷量がさらに減少しております。　）

・モロッコいんげん　→　種なし柿　（出荷始めのため収穫量が安定しておりません。　）

・モロッコいんげん　→　種なし柿　（出荷始めのため収穫量が安定しておりません。　）・モロッコいんげん　→　種なし柿　（出荷始めのため収穫量が安定しておりません。　）

・モロッコいんげん　→　種なし柿　（出荷始めのため収穫量が安定しておりません。　）

・枝豆　→　なす2本　（気温が下がってきたため生育不良を起こしております。　）

・枝豆　→　なす2本　（気温が下がってきたため生育不良を起こしております。　）・枝豆　→　なす2本　（気温が下がってきたため生育不良を起こしております。　）

・枝豆　→　なす2本　（気温が下がってきたため生育不良を起こしております。　）



【材料】　（2人分）

【材料】　（2人分）【材料】　（2人分）

【材料】　（2人分）

●●●野菜セット予想メニュー●●●●●●野菜セット予想メニュー●●●●●●野菜セット予想メニュー●●●●●●野菜セット予想メニュー●●●
カタログＮＯ．941Ｗお届け期間　10/7～10/11カタログＮＯ．941Ｗお届け期間　10/7～10/11カタログＮＯ．941Ｗお届け期間　10/7～10/11カタログＮＯ．941Ｗお届け期間　10/7～10/11

多菜セット
有機人参500ｇ　・　有機じゃが芋500ｇ　・　有機長芋200ｇ　・　有機サニーレタス　・　有機水菜　・

有機パプリカ　・　有機いんげん　・　有機生椎茸（菌床）【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット
有機サニーレタス　・　有機水菜　・　有機パプリカ　・　有機いんげん　・　有機生椎茸（菌床）　・　有機キウイ

2個　・　千秋1個　・　有機種なし柿500ｇ【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜基本野菜基本野菜基本野菜
有機サニーレタス　・　有機水菜　・　有機パプリカ　・　有機いんげん　・　有機生椎茸（菌床）

　　　　

いきいきセット
有機れんこん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　・　有

機黒豆枝豆　・　有機ベビーリーフ　・　有機バナナ300ｇ　・　平飼い卵【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット
有機にんじん300ｇ　・　有機里芋300ｇ　・　有機れんこん200ｇ　・　有機リーフレタス　・　有機オクラ

・　有機いんげん　・　有機生姜　・　有機ベビーリーフ　・　紅玉1個【9994】\2,324（冷蔵）

カタログＮＯ．942Ｗお届け期間　10/14～10/18カタログＮＯ．942Ｗお届け期間　10/14～10/18カタログＮＯ．942Ｗお届け期間　10/14～10/18カタログＮＯ．942Ｗお届け期間　10/14～10/18

多菜セット
有機玉ねぎ500ｇ　・　有機安納芋500ｇ　・　有機里芋400ｇ　・　有機松本一本ねぎ　・　有機しろ菜

・　有機南瓜1/4　・　有機オクラ　・　有機モロッコいんげん【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット
有機松本一本ねぎ　・　有機しろ菜　・　有機南瓜1/4　・　有機オクラ　・　有機モロッコいんげん　・　有機バ

ナナ500ｇ　・　紅玉1個　・　有機みかん400ｇ【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜基本野菜基本野菜基本野菜
有機松本一本ねぎ　・　有機しろ菜　・　有機南瓜1/4　・　有機オクラ　・　有機モロッコいんげん

　　　　

いきいきセット
有機人参400ｇ　・　有機じゃが芋400ｇ　・　有機長ネギ300ｇ　・　有機リーフレタス　・　有機ほうれ

ん草　・　有機生椎茸（菌床）　・　千秋1個　・　平飼い卵【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット
有機玉ねぎ1個　・　有機さつま芋1本　・　有機青ネギ　・　有機レタス　・　有機春菊　・　有機水菜

・　有機黒豆枝豆　・　えのき　・　有機バナナ300ｇ【9994】\2,324（冷蔵）

※天候や畑の状況で変更する事があります。ご注文前にセットメニューを確認されたい時は、お手数ですが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。

【パプリカのライスグラタ【パプリカのライスグラタ【パプリカのライスグラタ【パプリカのライスグラタ
ン】ン】ン】ン】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※※※　　　　食欲食欲食欲食欲のののの秋秋秋秋　　　　パプリカのライスグラタンパプリカのライスグラタンパプリカのライスグラタンパプリカのライスグラタン

パプリカ…1個　・　ご飯…約120g　・　玉ねぎ…1/8個　・　ベーコンスライス…1枚パプリカ…1個　・　ご飯…約120g　・　玉ねぎ…1/8個　・　ベーコンスライス…1枚パプリカ…1個　・　ご飯…約120g　・　玉ねぎ…1/8個　・　ベーコンスライス…1枚パプリカ…1個　・　ご飯…約120g　・　玉ねぎ…1/8個　・　ベーコンスライス…1枚
ブラックオリーブ粒…3個　・　オーガニックホワイトルゥ…1/2袋ブラックオリーブ粒…3個　・　オーガニックホワイトルゥ…1/2袋ブラックオリーブ粒…3個　・　オーガニックホワイトルゥ…1/2袋ブラックオリーブ粒…3個　・　オーガニックホワイトルゥ…1/2袋
牛乳…100ml　・　チーズ…少々　・　塩・こしょう…少々牛乳…100ml　・　チーズ…少々　・　塩・こしょう…少々牛乳…100ml　・　チーズ…少々　・　塩・こしょう…少々牛乳…100ml　・　チーズ…少々　・　塩・こしょう…少々
オリーブオイル…適量　・　ベビーリーフやサニーレタス…お好みでオリーブオイル…適量　・　ベビーリーフやサニーレタス…お好みでオリーブオイル…適量　・　ベビーリーフやサニーレタス…お好みでオリーブオイル…適量　・　ベビーリーフやサニーレタス…お好みで

　①　パプリカはへたつきで縦に半分に切り種をとる。玉ねぎ、ベーコンはみじん切　①　パプリカはへたつきで縦に半分に切り種をとる。玉ねぎ、ベーコンはみじん切　①　パプリカはへたつきで縦に半分に切り種をとる。玉ねぎ、ベーコンはみじん切　①　パプリカはへたつきで縦に半分に切り種をとる。玉ねぎ、ベーコンはみじん切
り、オリーブは輪切りにする。り、オリーブは輪切りにする。り、オリーブは輪切りにする。り、オリーブは輪切りにする。

　②　温めた牛乳にホワイトルゥを入れて溶かす。　②　温めた牛乳にホワイトルゥを入れて溶かす。　②　温めた牛乳にホワイトルゥを入れて溶かす。　②　温めた牛乳にホワイトルゥを入れて溶かす。

　④　③に②とオリーブを加える。塩、こしょうで味をととのえる。　④　③に②とオリーブを加える。塩、こしょうで味をととのえる。　④　③に②とオリーブを加える。塩、こしょうで味をととのえる。　④　③に②とオリーブを加える。塩、こしょうで味をととのえる。

　⑤　パプリカに④をつめ、チーズを上にのせてオーブントースターで15～20分焼　⑤　パプリカに④をつめ、チーズを上にのせてオーブントースターで15～20分焼　⑤　パプリカに④をつめ、チーズを上にのせてオーブントースターで15～20分焼　⑤　パプリカに④をつめ、チーズを上にのせてオーブントースターで15～20分焼
く。皿に盛り、レタスやベビーリーフを添える。く。皿に盛り、レタスやベビーリーフを添える。く。皿に盛り、レタスやベビーリーフを添える。く。皿に盛り、レタスやベビーリーフを添える。

　③　フライパンにオリーブオイルを入れ中火にし、玉ねぎ、ベーコンを炒める。ご　③　フライパンにオリーブオイルを入れ中火にし、玉ねぎ、ベーコンを炒める。ご　③　フライパンにオリーブオイルを入れ中火にし、玉ねぎ、ベーコンを炒める。ご　③　フライパンにオリーブオイルを入れ中火にし、玉ねぎ、ベーコンを炒める。ご
飯を加えほぐすように炒める。飯を加えほぐすように炒める。飯を加えほぐすように炒める。飯を加えほぐすように炒める。


