名古屋地区

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

款冬華

雪の下からふきのとうが顔をだす頃。香りが強くほろ苦いふきのとうは早春の味。
・・・ 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006号 ・ご注文用紙 ・お届け情報（本
紙） ・bioweekly004 ・日配品ご注文表 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗ
ﾙ化粧品ご注文表 ・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝご注
[農産品]
文表 （ｶﾗｰﾁﾗｼ）
・欠品はございません。
＜メーカーからのご案内＞
・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ ｱﾏﾆ油他 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾋﾞｭｰ
ﾃｨｴｯｾﾝｽ他 ・こだわり職人の逸品 浅草ｱｰﾄﾌﾞﾗ
[日配・加工品]
ｼ社製品他
・豊穀スープ：製造と仕入れの都合で入荷が遅れており数量が揃いませんでした。
・あいのかぜ（緑）720ML：在庫と仕入れの都合で数量が揃いませんでした。
・ｵｰｶﾞﾆｯｸ ｱｻｲﾍﾞﾘｰﾃｨｰ：メーカー取り扱い終了のため在庫無くなり終了となりました。
＜ご案内＞
・ﾀﾞｰｸﾁｮｺﾚｰﾄ 100%：予想を上回るご注文と入荷時にパッケージ不良が発生したため数量が揃いませ ◎「今週、お届けのカタログ006号の見どころは
んでした。
…」 大切な人へ想いを伝える とっておきのご
ちそうを準備しましょう(^^♪ ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾚｼﾋﾟをご
紹介します。（Ｐ2・Ｐ3）と 冬の健康対策 寒さ
【お知らせ】 「ダークチョコレート 100%」欠品のお詫び
ビオ・マルシェ
・カタログNo003、No004の別チラシでご案内の「ダークチョコレート 100%」が予想を上回るご注文と入 や乾燥をからだの内から外から
おすすめ商品をご案内します。（Ｐ4）
荷時にパッケージ不良が発生したため欠品となります。たいへん申し訳ございません。

1月21日（火）

（ふきのはなさく）
1月20日頃

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

人参

約500ｇ 熊本 吉水農園
じゃが芋 約600ｇ 長崎 吾妻旬菜
ごぼう 約200g 岩手 みちのく有機共同農場
青葱 約100ｇ 和歌山 ビオランド
紅くるり
1本 香川 さぬき有機
ブロッコリー
1個 兵庫 うずしお

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

青葱 約100ｇ 和歌山 ビオランド
紅くるり
1本 香川 さぬき有機
ブロッコリー
1個 兵庫 うずしお

小松菜
生姜
パセリ

多菜・フルー
ティーセット
共通項目

1束 奈良/島根 山口農園/赤江・オーガニックファーム
約50ｇ 長崎 吾妻旬菜
約30ｇ 高知 大地と自然の恵み
豊作ｻｰﾋﾞｽ

[基本野菜セット]

有機
有機
有機
有機
有機
有機

も同一内容です。

フルーティーセット[9997]

有機
多菜・フルー 有機
ティーセット
共通項目 有機
奈良/島根
山口農園/赤江・オーガニックファーム
小松菜
1束
有機
生姜
約50ｇ 長崎 吾妻旬菜
有機
コロンビア
バナナ 約300g
サンタマルタ農園
有機
ポンカン 約500ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
有機
レモン 約200ｇ 和歌山 内芝和哉さん
有機
パセリ
約30ｇ 高知 大地と自然の恵み
豊作ｻｰﾋﾞｽ 有機
[基本野菜セット]

も同一内容です。

いきいきセット[9998]
じゃが芋 約500ｇ 長崎 吾妻旬菜
金時芋 約300g 香川 さぬき有機

約100ｇ 和歌山 ビオランド
1本 滋賀 垣見農園
菜の花
1束 高知 大地と自然の恵み
生姜 約100ｇ 長崎 吾妻旬菜
ふじ
1個 長野 夜間瀬ASS
平飼い卵 6個 和歌山 蒼生舎
青葱
大根

ゆうきだいすきセット[9994]

約300ｇ 熊本
金時芋 約300g 香川
長芋
約200g 青森
大根
1/2本 滋賀
ミニトマト 約120ｇ 熊本
ニラ
約100ｇ 高知
菜の花
1束 高知
生姜
約50ｇ 長崎
人参

バナナ

防除 15回

吉水農園
さぬき有機

あおもり南部有機生産組合

垣見農園
吉水農園
大地と自然の恵み
大地と自然の恵み
吾妻旬菜
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。
有機青葱約100ｇ・有機紅くるり・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機生姜約50 ※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。
ｇ・（有機ﾊﾟｾﾘ約30ｇ：豊作ｻｰﾋﾞｽ）
※セット変更のお知らせ：有機さつま芋（天候が不安定なため掘り取りが遅れております。） 有機小かぶ（虫害の発生のため出荷量が減少しておりま
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：有機さつま芋約300ｇ⇒有機金時芋約300ｇ ●ゆうきだいすきセット：有機さつま芋約300ｇ⇒有機金時芋約300ｇ 有機小かぶ⇒有機ﾐﾆ
ﾄﾏﾄ約120ｇ
◇おすすめコーナー◇
「飲む点滴」甘酒 玄米の食感を残した粒タイプの『有機玄米あま酒』 有機玄米（国産）と有機玄米麹（国産 自家製）のみを使用した玄米甘酒。玄米
のつぶつぶとした食感をお楽しみいただける粒タイプ。ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ、砂糖不使用です。甘味料としてもご使用いただけます。（ｶﾀﾛｸﾞ006号冬の健康対策
Ｐ4 お買い得価格でご案内しております。）
☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．005 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

1/27～1/31

有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機菜の花・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・有機玉葱約500ｇ・有機じゃ
が芋約600ｇ・有機安納芋約500ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機菜の花・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・ふじ2個・有機ｽｲｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ約
600ｇ
いきいきセット【9998】 有機人参約300ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機いんげん約50ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ﾈｰ
ﾌﾞﾙ約400ｇ・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・有機じゃが芋約400ｇ・有機れんこん約200ｇ・有機青葱約100ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約
100ｇ・有機いんげん約50ｇ・有機はっさく1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機菜の花・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

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

2/3～2/7

有機白葱約300ｇ・有機大根1本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機生姜約50ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約500ｇ・有
機長芋約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機白葱約300ｇ・有機大根1本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機生姜約50ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（国産）約200ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ
約300ｇ・有機はっさく約800ｇ
いきいきセット【9998】 有機玉葱約500ｇ・有機じゃが芋約400ｇ・有機紅くるり・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・
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400ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機白葱約300ｇ・有機大根1/2本・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機菜の花・有機ﾊﾟｾﾘ約30ｇ・え
のき約100ｇ・ふじ1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機白葱約300ｇ・有機大根1本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機生姜約50ｇ
（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。
◇「2020 味噌づくり教室」のご案内 ”オーガニック大豆”で、美味しいお味噌を手作りしてみませんか(^^♪
・ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪ名古屋営業所内 2/15（土）①10：00～12：30 ②13：30～16：00 春日井市長塚町1-41
・やさか共同農場ｽﾍﾟｼｬﾙ講座 2/26（水）10：00～12：30 調理村 名古屋市名東区社台3-274-1
◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画、他」のご案内
・「食で変わる子どもの未来」 ﾌｰｽﾞ ﾌｫｰ ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ愛知 第1回 2/1（土）9：45～16：00 アンフォーレ本館1階 愛知県安城市御幸本町12-1
地産地消で安全な給食を子どもたちへ
・「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。

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（

）

