株式会社 ビオ・マーケット
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お届け情報
煤払い（すすはらい） や餅つきなど、この日から本格的に正月を迎える準備をします。旧暦
12月13日（金） 正月事始め の12月13日は、二十八宿の鬼宿日（きしゅくにち）で、婚礼以外ならすべてのことが吉のめ
でたい日とされています。昔は「松迎え」といって、門松やお雑煮を炊くための薪に必要な
木を恵方の山へ取りに行く日でもありました。
【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952・953（月曜・火曜会員様用・年末特
別号）共通号 ・ご注文用紙 ・お届け情報（本紙）
・bioweekly950 ・日配品ご注文表（952号のみの
[農産品]
お届けとなります。）
・有機セロリ：虫害が発生しており現在出荷を見合わせております。
名古屋地区

【お知らせ】
カタログ951号、952・953共通号に掲載の「い
ちご200g」防除回数誤掲載のお詫びと訂正

・

[日配・加工品]

・グラノラ（フルーツ）：メーカー欠品中のため入荷が遅れており数量が揃いませんでした。
・有機黒米：原料不足の為、在庫無くなり終了となりました。
・ﾌｫｰﾁｭﾝﾌﾞﾛｯｻﾑｽﾊﾟｲｽｵﾆｵﾝﾌﾞﾚﾝﾄﾞ：メーカー欠品中のため入荷が遅れており数量が揃いませんでし ＜ご案内＞
た。
◎「今週、お届けのカタログ952・953共通号の
見どころは・・・」 オーガニックのお正月準備
手作り逸品、もう一品、など…年末年始に欠か
【お知らせ】
お得な！年末年
・ｶﾀﾛｸﾞ951号「訳ありふじ10ｋｇ」生産者記載漏れのお詫び：生産者の記載に漏れがございました。申 せない商品をご案内します。と
始のまとめ買い
もお見逃しなく！（P31）
し訳ございません。正しくは［長野：夜間瀬ASS（最大防除15回） 青森：ナチュラル農究（最大防除22
回）］の生産者からの出荷となります。
☆本日の野菜セットメニュー☆
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多菜セット[9996]

玉葱 約500ｇ 北海道 きたみらい農業協同組合
安納芋 約500ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
ごぼう 約200g 岩手 みちのく有機共同農場
白葱 約300ｇ 鹿児島 アビオスファーム
大根
1/2本 長崎 吾妻旬菜
小松菜
1束 奈良/和歌山 横山秀夫さん/ビオランド
ミニトマト 約120ｇ 熊本 肥後あゆみの会
生姜
約50ｇ 長崎 吾妻旬菜

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]

約300ｇ 鹿児島 アビオスファーム
多菜・フルー
大根
1/2本 長崎 吾妻旬菜
ティーセット
小松菜
1束 奈良/和歌山 横山秀夫さん/ビオランド 共通項目
ミニトマト 約120ｇ 熊本 肥後あゆみの会
生姜
約50ｇ 長崎 吾妻旬菜
バナナ 約300g コロンビア サンタマルタ農園
ふじ
2個 長野 夜間瀬ASS
防除 15回
1個 広島 中原観光農園
有機 レモン
白葱

有機
有機
有機
有機
有機
有機

[基本野菜セット]

も同一内容です。

有機
有機
有機
有機
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いきいきセット[9998]
じゃが芋 約600ｇ 北海道 小野寺淳二さん
さつま芋 約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

豊作増量

約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
ブロッコリー 1個 和歌山 紀ノ川農業協同組合
水菜
1束 島根 赤江・オーガニックファーム
チンゲン菜 1束 和歌山 ビオランド
王林
1個 長野 夜間瀬ASS
防除 15回
平飼い卵 6個 和歌山 蒼生舎
白葱

玉葱

ゆうきだいすきセット[9994]

約400ｇ 北海道 きたみらい農業協同組合
れんこん 約200ｇ 熊本 福島正明さん
青葱 約100ｇ 和歌山 ビオランド
大根
1/2本 長崎 吾妻旬菜

菊菜又はサラダ菊菜 1束 奈良・島根 横山秀夫さん・やさか共同農場

1/4個 北海道 当麻グリーンライフ
いんげん 約70ｇ 鹿児島 池田農園
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
南瓜

[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。
有機白葱約300ｇ・有機大根1/2本・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機 ※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。
生姜約50ｇ
※セット変更のお知らせ：変更ございません。
○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：変更ございません。 ○ゆうきだいすきセット：変更ございません。
◇おすすめコーナー◇
『有機醤油』

年末年始も大活躍♪
有機大豆と有機小麦を使用し、天然醸造によりじっくり時間をかけて発酵・熟成させました。うまみ・香りともバランス
のいいコクのある醤油です。是非ご利用ください♪

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆
カタログＮＯ．951 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

12/16～12/20

有機白菜1/4個・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機南瓜1/2個・えのき約100ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約600ｇ・有機
じゃが芋約600ｇ

フルーティーセット【9997】 有機白菜1/4個・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機南瓜1/2個・えのき約100ｇ・有機みかん約500ｇ・ﾗ･ﾌﾗﾝｽ1個

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】

有機人参約400ｇ・有機小かぶ・有機白菜1/4個・有機小松菜・有機南瓜1/2個・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（国産）2
個・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機人参約300ｇ・有機里芋約300ｇ・有機白葱約300ｇ・有機白菜1/4個・有機水菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機生
椎茸（菌床）約100ｇ・王林1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機白菜1/4個・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機南瓜1/2個・えのき約100ｇ

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．952・（953：月・火コースのみ） お届け期間 12/23～12/27・（12/28（土）：月コース 12/29（日）：火コース）

多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機青葱約100ｇ・有機小かぶ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ菜・有機小松菜・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機金時芋約400ｇ・有機里芋
約300ｇ・有機ごぼう約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機青葱約100ｇ・有機小かぶ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ菜・有機小松菜・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（国産）2個・ふじ1
個・有機みかん約600ｇ
いきいきセット【9998】 有機玉葱約400ｇ・有機金時芋約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機生姜約50ｇ・ふじ2個・平飼い卵6
個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機じゃが芋約400ｇ・有機金時芋約300ｇ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・有機いんげん約
50ｇ・有機生姜約50ｇ・有機みかん約300ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機青葱約100ｇ・有機小かぶ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ菜・有機小松菜・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。

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

◇「マルシェ 他 出店イベント予定」のご案内
「第7回ママの文化祭」

・

12/18（水）10：00～15：00 春日井市総合体育館 春日井市鷹来町4196-3
～見つかる つながる ママのネットワーク～ ﾏﾏの得意を活かした「ﾏﾏﾌﾞｰｽ」&子育て応援「企業ﾌﾞｰｽ」がいっぱいです。
◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画」のご案内
・「さくらいろSmileステーション」 12/13（金） 20.1/17（金）10：00～13：00 ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ竜泉寺北店(2Ｆ廊下) 名古屋市守山区桔梗平1-101-1
地域の情報から子育て情報まで幅広くお伝えします。
・「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 12/22（日）10:30～14:00
・「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
・「ほうろく菜種油の天然せっけん『Mocchi』発売記念 「ほうろく菜種油」 堪能ﾌﾟﾁﾗﾝﾁ会」
ｶﾌｪ･ﾋﾟﾙｴｯﾄ（PA・DU・DUE内） 一宮市猿海道1丁目9番20号 12/16（月） ①10：30～12：00 ②12：45～14：15
・「begebio kitchen 年末ｲﾍﾞﾝﾄ企画」 POT STUDIO 春日井市若草通1-10-1 12/20（金） ①11：00～12：45 ②13：00～14：45
ﾋﾞｰｶﾞﾝﾊﾞｰｶﾞｰ付きﾛｰｽｲｰﾂ食べ放題 有機野菜のｻﾗﾀﾞbyﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪ ﾎﾟﾗｲﾄ珈琲
・「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。

紙面への掲載に同意していただければ、【掲載OK】 に丸印をお願いいたします。 希望掲載名 ペンネーム：
コース番号（

曜日

コース） 会員番号（

） お名前（

）

