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有機野菜の宅配 ビオ・マルシェ

お届け情報
2月25日（火）
【本日の野菜・加工品欠品情報】
・夜間瀬のふじリンゴご協力ありがとうございました。 せっかくご注文頂きまし
たが、注文が多く完売してしまいました。
・有機キャベツ → 天候が不安定なため生育不良を起こしており出荷量が減
少しております。 入荷状況により少量・欠品となります。
・有機リーフレタス → 天候が不安定なため各産地とも生育不良を起こしてお
ります。 欠品となります。
・有機ルッコラ → 天候が不安定なため各産地とも生育不良を起こしておりま
す。 欠品となります。
・有機いちご → 天候が不安定なため生育不良を起こしております。
・シルバーベル → 昨年に受けた台風の影響で、出荷当初の見込みよりも果
実への被害が大きく、傷みが多くなってきたため今季終了となりました。
・有機米糀 1ｋｇ 欠品 入荷遅れのため
・有機百姓もち・白380ｇ 休止 季節終了のため
・干し柿ゼリー130ｇ 休止 季節終了のため

・・・ 今週の配布物 ・・・

・カタログ 011ｗ号
・お届け情報（本紙）
・ご注文用紙 011ｗ
・bioweekly 009ｗ
・ロゴナ
・オーブリー
・ベビー
・ナトラケア

・・・ 本日の野菜セット ・・・

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

玉ねぎ
人参
長芋

長葱（白葱）

いんげん

ほうれん草

ニラ
塩ミニトマト

多菜セット

600ｇ 北海道 井上敬一
500ｇ 長崎 吾妻旬菜
200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合
300g 鹿児島 かごしま有機生産組合
1Ｐ 鹿児島 池田農園
1束 島根 ぐりーんはーと
1束 高知 大地と自然の恵み
1P 熊本 肥後あゆみの会
フルーティーセット

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

有機
有機
ほうれん草 1束 島根 ぐりーんはーと
有機
ニラ
1束 高知 大地と自然の恵み
有機
塩ミニトマト 1P 熊本 肥後あゆみの会
有機
ふじ
1個 青森 新農業研究会
防除 22回 有機
有機 パール柑 1個 熊本 肥後あゆみの会
有機
有機 レモン 200ｇ 広島 中原観光農園
有機
有機
有機
有機
有機

長葱（白葱） 300g 鹿児島 かごしま有機生産組合
いんげん 1Ｐ 鹿児島 池田農園

基本野菜 セット

長葱（白葱） 300g 鹿児島 かごしま有機生産組合
いんげん 1Ｐ 鹿児島 池田農園

ほうれん草 1束 島根 ぐりーんはーと

ニラ
1束 高知 大地と自然の恵み
塩ミニトマト 1P 熊本 肥後あゆみの会

いきいきセット

玉ねぎ 500ｇ 北海道 井上敬一
じゃが芋 400ｇ 長崎 吾妻旬菜
蓮根
200ｇ 熊本 福島 正明
長葱（白葱） 300g 鹿児島 かごしま有機生産組合
小松菜
1束 三重 木村 貢
生椎茸
1P 岐阜 和良農産
バナナ 300ｇ コロンビア サンタマルタ農園
平飼い卵 6個 岡山 永田 康二

人参
ごぼう

ゆうきだいすきセット

300ｇ 長崎 吾妻旬菜
200ｇ 岩手 みちのく有機共同組合
長葱（白葱） 300g 鹿児島 かごしま有機生産組合
ブロッコリー 1個 兵庫 うずしお
小松菜
1束 三重 木村 貢
ミニトマト 1P 熊本 吉水農園
パセリ
1P 高知 大地と自然の恵み
えのき
1P 長野 よませＡＳＳ
防除 22回
ふじ
1個 青森 新農業研究会

※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）
・キャベツ1/2 → いんげん （天候が不安定なため生育不良を起こしており出荷量が減少しております。）
・

●●●野菜セット予想メニュー●●●

カタログＮＯ．010ｗお届け期間 3/2～3/6

有機人参 ・ 有機じゃが芋 ・ 有機ごぼう ・ 有機青ネギ ・ 有機サニーレタス ・ 有機ブロッ
【9996】\2,808（冷蔵） コリー ・ 有機小松菜 ・ 有機青じそ
多菜セット

有機青ネギ ・ 有機サニーレタス ・ 有機ブロッコリー ・ 有機小松菜 ・ 有機青じそ ・ 有機
【9997】\2,808（冷蔵） バナナ300ｇ ・ ふじ1個 ・ 有機不知火500ｇ
フルーティーセット
基本野菜

有機青ネギ ・ 有機サニーレタス ・ 有機ブロッコリー ・ 有機小松菜 ・ 有機青じそ

有機人参300ｇ ・ 有機青ネギ ・ 有機大根 ・ 有機水菜 ・ 有機ミニトマト ・ 有機スナップエ
【9998】\2,808（冷蔵） ンドウ ・ 有機パール柑1個 ・ 平飼い卵
いきいきセット

有機玉ねぎ1個 ・ 有機じゃが芋400ｇ ・ 有機キャベツ1/2 ・ 有機ほうれん草 ・ 有機ニラ ・
【9994】\2,324（冷蔵） 有機ミニトマト ・ 有機いんげん ・ 有機生姜 ・ 有機不知火500ｇ
ゆうきだいすきセット

カタログＮＯ．011ｗお届け期間 3/9～3/13

有機玉ねぎ600ｇ ・ 有機人参600ｇ ・ 有機じゃが芋700ｇ ・ 有機大根1本 ・ 有機ほうれん草
【9996】\2,808（冷蔵） ・ 有機ミニトマト ・ 有機いんげん ・ 有機生椎茸（菌床）
多菜セット

有機大根1本 ・ 有機ほうれん草 ・ 有機ミニトマト ・ 有機いんげん ・ 有機生椎茸（菌床） ・
【9997】\2,808（冷蔵） 有機バナナ500ｇ ・ 有機甘夏1ｋｇ
フルーティーセット
基本野菜

有機大根1本 ・ 有機ほうれん草 ・ 有機ミニトマト ・ 有機いんげん ・ 有機生椎茸（菌床）

有機葉玉ねぎ ・ 有機じゃが芋400ｇ ・ 有機ごぼう200ｇ ・ 有機ブロッコリー ・ 有機ほうれん
【9998】\2,808（冷蔵） 草 ・ えのき ・ ふじ1個 ・ 平飼い卵
いきいきセット

有機人参300ｇ ・ 有機長芋200ｇ ・ 有機青ネギ100ｇ ・ 有機大根1/2 ・ 有機セロリ ・ 有機
【9994】\2,324（冷蔵） 小松菜 ・ 有機水菜 ・ 有機生椎茸（菌床） ・ 有機バナナ300ｇ
ゆうきだいすきセット

※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。

【ブロッコリーの肉巻き
フライ】
【材料】

※ ブロッコリーの肉巻
ブロッコリーの肉巻きフライ
肉巻きフライ！
きフライ！

肩ロース肉（薄切り）…150g ・ 塩…少々 ・ 胡椒…少々
ブロッコリー…小1/2株
薄力粉…適量 ・ 卵…1/2個 ・ パン粉…適量 ・ 油…適量
① 肉は塩、胡椒をしておく
② ブロッコリーは小房に切り分け下茹でする。
③ ②を①で巻き、薄力粉、溶き卵、パン粉の順で衣を付けて、180℃の油で揚げ
る。
④ ③がきつね色になったら、半分に切って盛りつける。

京都
京都

オーガニックファーム大八木

パープルファーム藤岡

皿に青じそを敷いて⑥を盛り、青ねぎの小口切りと、白いりごまを

