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お届け情報

んで熟す頃。青い梅が次第に黄色みをおび、赤く熟していきます。
【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027号 ・ご注文用紙 ・お届け情報（本
紙） ・bioweekly025 ・日配品ご注文表ご注文表
/ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ・ｽﾑｰｼﾞｰ・ｽｷﾝｹｱ・ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食
[農産品]
文表 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注文表 ・ｵｰﾌﾞﾘｰ化
・有機サラダ菊菜：連日の気温上昇のため品質不良を起こしており収量が少なくなっております。 粧品ご注
品
・ﾅﾄ
ﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝご注文表
・有機カラーピーマン：曇天の日が多いため色づきに遅れがでております。
・小玉すいか：雨と曇天の日が多いため生育不良を起こしております。
＜メーカーからのご案内＞
・ｱｰﾙ･ｴｯﾁ･ｴｽ 高性能浄水器ﾊﾚｰⅡ ・ｱﾚｯﾎﾟの
石鹸 ・ﾗｲﾌﾞｺｯﾄﾝ ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ衣料 ・こだわり
【お知らせ】
※有機キャベツについて：現在、生育の遅れにより入荷が少ない状況ですが、長野県から有機グリー の職人の逸品 家事の時短を目指すお助けｱｲﾃ
ンボールが順調に入荷しておりますので、誠に勝手ながら、入荷状況によっては有機グリーンボール ﾑ他
をお届けさせていただきます。何卒、宜しくお願い申し上げます。
☆夏を元気に！新生姜を漬けよう。(^^♪
※vol.027：表紙「天恵水６本」商品画像の誤掲
載のお詫びと訂正
[日配・加工品]
・ほうれん草ときのこのグラタン：メーカー製造都合のため入荷がありませんでした。
＜ご案内＞
・有機カレー粉：生産遅れのため入荷待ちの状況です。
◎「今週、お届けのカタログ027号の見どころ
は・・・」 夏を快適に過ごしましょう。(^^♪ おす
・アカシア密：メーカー製造都合のため在庫無くなり一旦お休みとなりました。
すめ旬の果物・スイ－ツ・ドリンクをご案内しま
・しそジュース：受注増加による原料不足のため製造待ちの状況となっております。
す。（Ｐ4・Ｐ5）
・ｽｲｽｲｸﾘｰﾝ詰替：規格変更のため在庫無くなり一旦終了となりました。

6月17日（水）

梅子黄

（うめのみきばむ）

の が

梅 実 黄ば

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

有機 人参 約500ｇ 岡山 吉備路オーガニック
有機 メークイン 約500ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
有機 ごぼう 約200g 宮崎 霧島オーガニック
有機 ほうれん草 1束 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 ズッキーニ １本 熊本 モエ・アグリファーム
有機 ミニトマト 約150ｇ 高知 大地と自然の恵み
有機 スナップエンドウ 約80ｇ 長野 高坂農園
有機 ベビーリーフ 約30ｇ 広島 寺岡有機農場
フルーティーセット[9997]

有機 ほうれん草 1束 長野
有機 ズッキーニ １本 熊本
有機 ミニトマト 約150ｇ 高知
有機 スナップエンドウ 約80ｇ 長野
有機 ベビーリーフ 約30ｇ 広島
河内晩柑 約700ｇ 熊本
すもも
約250g 熊本

塩尻有機栽培研究会
モエ・アグリファーム
大地と自然の恵み
高坂農園
寺岡有機農場
肥後あゆみの会
肥後あゆみの会

多菜・フルー
ティーセット
共通項目
[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。

有機
有機
有機
有機
有機
防除 1回 有機
防除 4回 有機
有機

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。

いきいきセット[9998]

玉葱（2L） 1個 鹿児島 かごしま有機生産組合
大根
1/2本 長野 塩尻有機栽培研究会
小松菜
1束 奈良 横山秀夫さん
ズッキーニ

１本

ｻｲｽﾞ・規格変更

熊本 モエ・アグリファーム

トマト
1個 熊本 肥後あゆみの会
青じそ
10枚 愛媛 生々農園
さくらんぼ 約100ｇ 山形 横尾農園
平飼い卵 6個 和歌山 蒼生舎

防除 19回

ゆうきだいすきセット[9994]

玉葱（2L） 1個 鹿児島 かごしま有機生産組合 ｻｲｽﾞ・規格変更
リーフレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
小松菜
1束 島根 やさか共同農場
ニラ
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
水菜
1束 島根 赤江・オーガニックファーム

熊本
ミニトマト 約100ｇ 福岡
生椎茸（菌床）約100ｇ 岐阜
すもも
約250g 熊本
ズッキーニ

１本

モエ・アグリファーム
鳥越農園
和良農産
肥後あゆみの会

防除 4回

※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。
[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)
有機ほうれん草・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約80 ※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・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ
※セット変更のお知らせ：有機じゃが芋（長崎県の産地が今季は不作傾向のため収量が減少しております。） 有機青葱（高知県の産地が例年よりも
雨が少ないため黄変が始まっており出荷量が著しく減少しております。） 有機ｻﾗﾀﾞ菊菜（連日の気温上昇のため品質不良を起こしており収量が少なく
なっております。） 有機ｻﾗﾀﾞ南瓜（強い雨で花が落ちたことにより収量が減少しています。）
●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機じゃが芋⇒有機ﾒｰｸｲﾝ） ●ﾌﾙｰﾃｨｰｾｯﾄ（ﾌﾙｰﾂｱｿｰﾄ：変更ございません。） 共通項目（基本野菜ｾｯﾄ）：有機青葱約100ｇ
⇒有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約80ｇ ●いきいきｾｯﾄ：有機ｻﾗﾀﾞ菊菜⇒有機小松菜 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ｻﾗﾀﾞ南瓜⇒有機生椎茸（菌床）約100ｇ

◇おすすめコーナー◇

夏にぴったりスイーツ(^^♪「ｵｰｶﾞﾆｯｸジェラード」 ふわっとした食感の中に濃厚なトルコ産ラズベリー（木いちご）の上品な甘酸っぱさが凝縮されてい
る砂糖不使用のジェラート。絞りたての果実が口の中で広がるような素材感が楽しめます。是非お試しください。（ｶﾀﾛｸﾞ027号Ｐ5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．026
カタログＮＯ．026 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

6/22
6/22～6/
22～6/26
～6/26

有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ・有機生姜約100
有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ・有機生姜約100ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機人参約500
100ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機人参約500
ｇ・有機長芋約200
ｇ・有機長芋約200ｇ
200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ・有機生姜約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・さくらんぼ約100ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】

有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機きゅうり2本・有機南瓜1/4個・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ・有機とうもろこし・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・
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・有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ほうれん草・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・有
機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（NZ）約150ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ・有機生姜約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．027 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

6/29～7/3

有機青葱約100ｇ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(L)1個・有機玉葱約600ｇ・有機人参約500ｇ・有機
じゃが芋約500ｇ

フルーティーセット【9997】 有機青葱約100ｇ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(L)1個・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ3個・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】

本体価格\2,600/税込￥2,808

有機人参約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾄﾏﾄ2個・河内晩柑1個・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

ット【9994】 有機ごぼう約200ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機とうもろこし・有機ﾍﾞ
ﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・河内晩柑1個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機青葱約100ｇ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(L)1個
（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。
◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画」のご案内
・今話題の「ｵﾝﾗｲﾝ講座！株分け美腸ﾚｯｽﾝ 」ＫＯＭＢＵＣＨＡで免疫力ｱｯﾌﾟお肌ﾂﾙﾂﾙ しっとり♪ ｷｯﾁﾝCocona 岐阜市柳津町本郷5-37
7/21（火）・8/19（水）・9/17（木）10：30～14：00
・「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
ゆうきだいすきセ

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（

）

