
　

有機
金時芋　　　　400ｇ

香川 さぬき有機生産組合  有機
玉ねぎ　　　　400ｇ

北海道  きたみらい農業協同組合 

　

有機

里芋　　　　　　300ｇ

熊本  吉水農園 有機
金時芋　　　　300ｇ

香川 さぬき有機生産組合 　

有機
ごぼう　　　　　200ｇ

岩手
みちのく有機共同組合

　 有機
青ねぎ　　　　　１束

和歌山

ビオランド 　

有機
青ねぎ　　　　　１束

和歌山

ビオランド

　

有機 大根　　　　　　1本 滋賀 垣見農園

　

有機 小かぶ　　　　　1束 滋賀 垣見農園 　 有機 菜の花　　　　　1束 高知 大地と自然の恵み 　

有機
ブロッコリー　　1個

和歌山

紀ノ川有機農業組合 　 有機 生姜　　　　　　1P 長崎 吾妻旬菜 　

有機
小松菜　　　　　1束

和歌山

 ビオランド紀の川  　
ふじ　　　　　　　1個

長野 よませＡＳＳ

防除　15回

有機 生椎茸　　　　　1P 岐阜 和良農産 　 　

平飼い卵　  　　6個

和歌山

蒼生舎

　

　

     　 　 　 　 　

有機
青ねぎ　　　　　１束

和歌山

ビオランド

　

有機
じゃが芋　  　600ｇ

長崎 吾妻旬菜
豊作増量

有機 小かぶ　　　　　1束 滋賀 垣見農園 　 有機
金時芋　　　　300ｇ

香川 さぬき有機生産組合

　

有機
ブロッコリー　　1個

和歌山

紀ノ川有機農業組合 　 有機
洗いごぼう　　200ｇ

青森

あおもり南部有機生産組合

　

有機
小松菜　　　　　1束

和歌山

 ビオランド紀の川  有機
きゃべつ　　　　1/2

滋賀 大中農友会 　

有機 生椎茸　　　　　1P 岐阜 和良農産 　 有機
ブロッコリー　　1個

和歌山

紀ノ川有機農業組合 　

有機 キウイ　　　　　2個 山梨

フルーツグローリア澤登

 有機
小松菜　　　　　1束

和歌山

 ビオランド紀の川 　

　
ふじ　　　　　　　1個

長野 よませＡＳＳ
防除　15回

有機
いんげん　　　　1Ｐ

鹿児島

池田農園 　

有機 みかん　　　　600ｇ

和歌山

松弥園 　 有機 生姜　　　　　　1P 長崎 吾妻旬菜 　

　 　 　 　 　 有機 みかん　　　　300ｇ

和歌山

九鬼 オレンジファーム 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

有機
青ねぎ　　　　　１束

和歌山

ビオランド

　

有機 小かぶ　　　　　1束 滋賀 垣見農園 　

有機
ブロッコリー　　1個

和歌山

紀ノ川有機農業組合 　

有機
小松菜　　　　　1束

和歌山

 ビオランド紀の川  

有機 生椎茸　　　　　1P 岐阜 和良農産 　

     

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

12月25日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　一年間のご愛顧有難うございました。※　一年間のご愛顧有難うございました。※　一年間のご愛顧有難うございました。※　一年間のご愛顧有難うございました。
【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】
・有機金時芋 →　気温が低下し金時芋に傷みが出始めたため少量・欠品と・有機金時芋 →　気温が低下し金時芋に傷みが出始めたため少量・欠品と・有機金時芋 →　気温が低下し金時芋に傷みが出始めたため少量・欠品と・有機金時芋 →　気温が低下し金時芋に傷みが出始めたため少量・欠品と
なりました。なりました。なりました。なりました。
・有機サニーレタス　→　気温が低下したため生育に遅れがでております。・有機サニーレタス　→　気温が低下したため生育に遅れがでております。・有機サニーレタス　→　気温が低下したため生育に遅れがでております。・有機サニーレタス　→　気温が低下したため生育に遅れがでております。
・有機ミニ白菜 →　例年に比べ気温が高いため虫害が発生しており出荷量・有機ミニ白菜 →　例年に比べ気温が高いため虫害が発生しており出荷量・有機ミニ白菜 →　例年に比べ気温が高いため虫害が発生しており出荷量・有機ミニ白菜 →　例年に比べ気温が高いため虫害が発生しており出荷量
が減少しております。 少量・欠品となります。が減少しております。 少量・欠品となります。が減少しております。 少量・欠品となります。が減少しております。 少量・欠品となります。
・どんこ椎茸（原木） →　気温の低下による生育不良のため収穫量が減少し・どんこ椎茸（原木） →　気温の低下による生育不良のため収穫量が減少し・どんこ椎茸（原木） →　気温の低下による生育不良のため収穫量が減少し・どんこ椎茸（原木） →　気温の低下による生育不良のため収穫量が減少し
ております。 欠品となります。ております。 欠品となります。ております。 欠品となります。ております。 欠品となります。
・有機ジンジャーエール 180ml 休止　季節終了のため・有機ジンジャーエール 180ml 休止　季節終了のため・有機ジンジャーエール 180ml 休止　季節終了のため・有機ジンジャーエール 180ml 休止　季節終了のため
・有機みかんジュース缶 190g 休止　在庫不足のため 再開未定・有機みかんジュース缶 190g 休止　在庫不足のため 再開未定・有機みかんジュース缶 190g 休止　在庫不足のため 再開未定・有機みかんジュース缶 190g 休止　在庫不足のため 再開未定
・有機黒米 200g 休止　原料不足のため 2020年12月以降再開予定・有機黒米 200g 休止　原料不足のため 2020年12月以降再開予定・有機黒米 200g 休止　原料不足のため 2020年12月以降再開予定・有機黒米 200g 休止　原料不足のため 2020年12月以降再開予定
・有機ﾑｰﾝﾛｯｸｾｶﾝﾄﾞﾌﾗｯｼｭ 60g 終了　規格見直しのため・有機ﾑｰﾝﾛｯｸｾｶﾝﾄﾞﾌﾗｯｼｭ 60g 終了　規格見直しのため・有機ﾑｰﾝﾛｯｸｾｶﾝﾄﾞﾌﾗｯｼｭ 60g 終了　規格見直しのため・有機ﾑｰﾝﾛｯｸｾｶﾝﾄﾞﾌﾗｯｼｭ 60g 終了　規格見直しのため
・有機鍋スープ醤油味 66g 欠品　在庫不足のため 。・有機鍋スープ醤油味 66g 欠品　在庫不足のため 。・有機鍋スープ醤油味 66g 欠品　在庫不足のため 。・有機鍋スープ醤油味 66g 欠品　在庫不足のため 。

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ 　003ｗ号

・お届け情報（本紙）

・ご注文用紙　003ｗ

・bioweekly　　952ｗ

・・ロゴナ

・オーブリー

・ベビー

・ナトラケア

・味噌ノート(B4：両面)

 

・・・　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】

・サニーレタス　→　菜の花　（気温が低下したため生育に遅れがでております。　）

・サニーレタス　→　菜の花　（気温が低下したため生育に遅れがでております。　）・サニーレタス　→　菜の花　（気温が低下したため生育に遅れがでております。　）

・サニーレタス　→　菜の花　（気温が低下したため生育に遅れがでております。　）

・南瓜1/4　→　洗いごぼう　（傷みが出ており選別出荷になっております　）

・南瓜1/4　→　洗いごぼう　（傷みが出ており選別出荷になっております　）・南瓜1/4　→　洗いごぼう　（傷みが出ており選別出荷になっております　）

・南瓜1/4　→　洗いごぼう　（傷みが出ており選別出荷になっております　）



【材料】

【材料】【材料】

【材料】

●●●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．002ｗお届け期間　1/6～1/10カタログＮＯ．002ｗお届け期間　1/6～1/10カタログＮＯ．002ｗお届け期間　1/6～1/10カタログＮＯ．002ｗお届け期間　1/6～1/10

多菜セット
有機人参500ｇ　・　有機じゃが芋600ｇ　・　有機さつま芋500ｇ　・　有機大根　・　有機キャベツ1/2

・　有機春菊　・　有機チンゲン菜　・　えのき【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット
有機大根　・　有機キャベツ1/2　・　有機春菊　・　有機チンゲン菜　・　えのき　　・　有機バナナ

500ｇ　・　ふじ1個　・　有機スイートスプリング500ｇ【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜基本野菜基本野菜基本野菜
有機大根　・　有機キャベツ1/2　・　有機春菊　・　有機チンゲン菜　・　えのき

　　　　

いきいきセット
有機金時人参　・　有機じゃが芋　・　有機キャベツ1/2　・　有機ブロッコリー　・　有機小松菜　・

有機いんげん　・　有機みかん300ｇ　・　平飼い卵【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット
有機玉ねぎ300ｇ　・　有機金時人参　・　有機青ネギ　・　有機大根1/2　・　有機水菜　・　有機チン

ゲン菜　・　有機ミニトマト　・　有機生椎茸（菌床）　・　はっさく1個【9994】\2,324（冷蔵）

カタログＮＯ．003ｗお届け期間　1/13～1/17カタログＮＯ．003ｗお届け期間　1/13～1/17カタログＮＯ．003ｗお届け期間　1/13～1/17カタログＮＯ．003ｗお届け期間　1/13～1/17

多菜セット
有機玉ねぎ500ｇ　・　有機長芋200ｇ　・　有機れんこん200ｇ　・　有機長ネギ　・　有機サニーレタス

・　有機ニラ　・　有機水菜　・　有機いんげん【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット
有機長ネギ　・　有機サニーレタス　・　有機ニラ　・　有機水菜　・　有機いんげん　・　王林１個　・

有機八朔１個　・　有機ネーブル500ｇ【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜基本野菜基本野菜基本野菜
有機長ネギ　・　有機サニーレタス　・　有機ニラ　・　有機水菜　・　有機いんげん

　　　　

いきいきセット
有機玉ねぎ500ｇ　・　有機里芋400ｇ　・　有機小かぶ　・　有機白菜1/4　・　有機チンゲン菜　・　え

のき　・　有機バナナ500ｇ　・　平飼い卵【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット
有機じゃが芋400ｇ　・　有機ごぼう200ｇ　・　有機長ネギ　・　有機白菜1/4　・　有機キャベツ1/2　・

有機ブロッコリー　・　有機小松菜　・　えのき　・　ふじ１個【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。

　　【丸ごと白菜グリル】　　【丸ごと白菜グリル】　　【丸ごと白菜グリル】　　【丸ごと白菜グリル】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※※※　　　　丸丸丸丸ごとごとごとごと白菜白菜白菜白菜グリルグリルグリルグリル

白菜…1/2個分（約700g）　・　ミニトマト…4個　・　オリーブオイル…大さじ2白菜…1/2個分（約700g）　・　ミニトマト…4個　・　オリーブオイル…大さじ2白菜…1/2個分（約700g）　・　ミニトマト…4個　・　オリーブオイル…大さじ2白菜…1/2個分（約700g）　・　ミニトマト…4個　・　オリーブオイル…大さじ2
塩・胡椒…適量　・　ベーコン…4枚塩・胡椒…適量　・　ベーコン…4枚塩・胡椒…適量　・　ベーコン…4枚塩・胡椒…適量　・　ベーコン…4枚
にんにく…2個　・　パセリ…少々にんにく…2個　・　パセリ…少々にんにく…2個　・　パセリ…少々にんにく…2個　・　パセリ…少々
オリーブオイル（仕上げ用）…適宜　・　揚げ油…適量オリーブオイル（仕上げ用）…適宜　・　揚げ油…適量オリーブオイル（仕上げ用）…適宜　・　揚げ油…適量オリーブオイル（仕上げ用）…適宜　・　揚げ油…適量

　①　白菜は縦1/4にカットする。塩・胡椒をし、熱したフライパンに並べ、オリーブオ　①　白菜は縦1/4にカットする。塩・胡椒をし、熱したフライパンに並べ、オリーブオ　①　白菜は縦1/4にカットする。塩・胡椒をし、熱したフライパンに並べ、オリーブオ　①　白菜は縦1/4にカットする。塩・胡椒をし、熱したフライパンに並べ、オリーブオ
イルをかけて中火で焼く。焼き色がついたら、返して反対面も香ばしく焼く。イルをかけて中火で焼く。焼き色がついたら、返して反対面も香ばしく焼く。イルをかけて中火で焼く。焼き色がついたら、返して反対面も香ばしく焼く。イルをかけて中火で焼く。焼き色がついたら、返して反対面も香ばしく焼く。

　②　ミニトマトは半分にカットし、白菜同様にグリルする。ベーコンは5mm幅に切り、　②　ミニトマトは半分にカットし、白菜同様にグリルする。ベーコンは5mm幅に切り、　②　ミニトマトは半分にカットし、白菜同様にグリルする。ベーコンは5mm幅に切り、　②　ミニトマトは半分にカットし、白菜同様にグリルする。ベーコンは5mm幅に切り、
フライパンでじっくりと脂を出しながらカリカリになるまで炒める。フライパンでじっくりと脂を出しながらカリカリになるまで炒める。フライパンでじっくりと脂を出しながらカリカリになるまで炒める。フライパンでじっくりと脂を出しながらカリカリになるまで炒める。

　③　にんにくは芯を取り除いて薄切りにし、油でこんがりと揚げ、にんにくチップを　③　にんにくは芯を取り除いて薄切りにし、油でこんがりと揚げ、にんにくチップを　③　にんにくは芯を取り除いて薄切りにし、油でこんがりと揚げ、にんにくチップを　③　にんにくは芯を取り除いて薄切りにし、油でこんがりと揚げ、にんにくチップを
作る。作る。作る。作る。

　④　白菜とミニトマトを皿に盛り、ベーコンとにんにくチップをトッピングしてパセリを　④　白菜とミニトマトを皿に盛り、ベーコンとにんにくチップをトッピングしてパセリを　④　白菜とミニトマトを皿に盛り、ベーコンとにんにくチップをトッピングしてパセリを　④　白菜とミニトマトを皿に盛り、ベーコンとにんにくチップをトッピングしてパセリを
添える。仕上げにオリーブオイルを回しかける。添える。仕上げにオリーブオイルを回しかける。添える。仕上げにオリーブオイルを回しかける。添える。仕上げにオリーブオイルを回しかける。

　　　　


