名古屋地区

お届け情報

株式会社 ビオ・マーケット
TEL:0120-16-0831
FAX:050-3737-2323
http://www.biomarche.jp

雷が鳴らなくなる頃。春分に始まり夏の間鳴り響いた雷も、鳴りをひそめます。
【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。
・ｶﾀﾛｸﾞ041号 ・ご注文用紙 ・お届け情報（本紙）
・bioweekly039 ・ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ・ｽﾑｰｼﾞｰ・ｽｷﾝｹｱ・ｱ
ﾚﾙｷﾞｰ対応食品ご注文表 ・日配品ご注文表ご
[農産品]
注文表/ｵｰﾌﾞﾘｰ化粧品 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注文表
・有機大根：気温低下により生育に遅れがでております。
・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝご注文表
・有機カリフラワー：虫害の発生により出荷を見合わせております。
・有機ブロッコリー：黒すす病の発生のため、品質不良を起こしております。
＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・有機いんげん：気温が低下したため生育不良を起こしております。
・日本ｵﾘｰﾌﾞ 一期一会ｴｷｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ
数量限定他 ・ｸｱﾝﾄﾊﾞｽﾀ天然素材で作った 国
・有機ベビーリーフ：朝晩の気温低下により生育に遅れがでております。
産ひのき除菌消臭ﾐｽﾄ他 ・ﾊｰﾄ ｵｰｶﾞﾆｯｸ決算
・有機ホワイトマッシュルーム：気温が急に下がったため生育不良を起こしております。
寝具他 ・こだわり
・シナノドルチェ：梅雨から8月にかけての長雨とその後の猛暑と干ばつの影響で品質不良を起こして ｾｰﾙ！年に一度の特別価格
職人の逸品 南部鉄器のｽｸﾞﾚもの！他
おり出荷量が少ない状況です。
・豊水：7月の長雨の影響で品質不良を起こしているため、今季は終了となりました。
☆新規お米会員募集のご案内
[日配・加工品]
・有機豆苗：栽培時の生長不良のためメーカーが出荷を停止しております。
＜ご案内＞
・ゆめや（パン）全商品：メーカー都合で製造ができませんでした。
◎「今週、お届けのカタログ041号の見どころ
は・・・」 新米と一緒に食べたいおかず・新米の
・オーガニックシロップ：季節限定取扱商品の為在庫無くなり終了となりました。
おとも、つやつやとみずみずしい新米の美味し
・有機カレー粉：メーカー欠品中のため入荷が遅れております。
さを存分に味わい楽しみましょう(^^♪（P2・P3）
【お知らせ】
とりんご祭り 品種の食べ比べや、ｽﾀｯﾌおすす
・「藁焼き天然ぶりたたき」の産地が変更となります。：原材料の在庫の都合により、カタログ表記産 めのｱｯﾌﾟﾙﾛｰﾙも作ってみてくださいね。♡
地：高知県から産地：長崎県となります。（商品への表示は国産表記となります）

9月24日（木）

雷乃収声

（かみなりすなわちこえをおさむ）
9月23日頃

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

いきいきセット[9998]

有機 玉葱 約800ｇ 北海道 きたみらい農業協同組合 量目変更（価格補填） 有機 じゃが芋 約400ｇ 北海道 一戸農場
有機 じゃが芋 約600ｇ 北海道 一戸農場
有機 金時芋 約300ｇ 香川 さぬき有機生産組合
有機
有機
有機
有機
有機
有機

ごぼう 約200g 宮崎 霧島オーガニック
松本一本葱 約300ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
ほうれん草 1束 長野 塩尻有機栽培研究会
南瓜
1/4個 北海道 富良野百・我

パプリカ
にんにく

1個 佐賀 アビオスファーム
2個 岩手 みちのく有機共同農場
フルーティーセット[9997]

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。

有機 松本一本葱 約300ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 ほうれん草 1束 長野 塩尻有機栽培研究会 多菜・フルー
ティーセット
1/4個 北海道 富良野百・我
有機 南瓜
共通項目
1個 佐賀 アビオスファーム
有機 パプリカ
2個 岩手 みちのく有機共同農場
有機 にんにく
つがるりんご 2個 青森 ナチュラル農究
防除 20回
有機 種なし柿 約1ｋｇ 和歌山
豊作増量

有機
有機
有機
有機
有機

小松菜
ニラ
南瓜
枝豆
バナナ
平飼い卵

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

じゃが芋

1束 島根 やさか共同農場
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
1/4個 北海道 富良野百・我
約200ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会
約500g エクアドル プリエイト農園
6個 和歌山 蒼生舎

ゆうきだいすきセット[9994]
約400ｇ 北海道 一戸農場

ごぼう 約200g 宮崎 霧島オーガニック
松本一本葱 約300ｇ 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
南瓜
1/4個 北海道 富良野百・我
生姜
約50ｇ 高知 大地と自然の恵み
ルッコラ 約50ｇ 島根 赤江・オーガニックファーム/やさか共同農場
バナナ 約300g エクアドル プリエイト農園
※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)
有機松本一本葱約300ｇ・有機ほうれん草・有機南瓜1/4個・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・有 ※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。
機にんにく2個
[基本野菜セット]

も同一内容です。

かつらぎ町有機栽培実践グループ

※セット変更のお知らせ：有機人参（干ばつの影響で生育不良を起こしており収穫量が不安定な状況です。） 有機水菜（生育期に高温と干ばつが長く
続いたため生育不良を起こしております。） 有機つるむらさき（生育期の高温による虫害の影響で現在も出荷量が不安定な状況です。） 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ
（先日の台風の影響で木がダメージを受けたため生育不良を起こしております。） 有機さつま芋（九州の産地では雨の影響で掘り取りに遅れがでてお
ります。） 有機ﾚﾀｽ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ（8月の干ばつの影響で生育に遅れがでており出荷量が減少しております。） 有機ｵｸﾗ（朝晩の気温低下の影響で収
穫量が減少しております。） 有機山ほうれん草・有機ｽﾞｯｷｰﾆ（朝晩の気温低下により生育に遅れがでております。）
●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機人参約600ｇ⇒有機ごぼう約200ｇ） ●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）：有機水
菜⇒有機ほうれん草 有機つるむらさき⇒有機南瓜1/4個 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ⇒有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ ●いきいきｾｯﾄ：有機さつま芋約300ｇ⇒有機金時芋約300ｇ
有機ﾚﾀｽ⇒有機南瓜1/4個 有機ｵｸﾗ約100ｇ⇒有機枝豆約200ｇ ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ｻﾆｰﾚﾀｽ⇒有機松本一本葱約300ｇ 有機山ほうれん草⇒
有機小松菜 有機ｽﾞｯｷｰﾆ⇒有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ
◇おすすめコーナー◇
有機りんごをそのままスチームで煮つぶしただけ『有機アップルソース・瓶タイプ』 あたたかな陽射しのもと、広大なアメリカの自然で元気に育った有
機りんごをそのままスチームで煮つぶしました。原材料は有機栽培のりんごだけ。水も化学添加物も保存料も一切不使用。スプーンですくってそのま
ま朝食やおやつに、甘味料としてクッキーやお料理にもご利用いただけます。（ｶﾀﾛｸﾞ041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．040 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

9/28～10/2

有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・有機枝豆約200ｇ・えのき約100ｇ・有機じゃが芋約600ｇ・有機ごぼう約200ｇ・
有機れんこん約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・有機枝豆約200ｇ・えのき約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・紅玉2個

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】

有機玉葱約300ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機水菜・有機南瓜1/4個・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機にんにく1個・有機種なし柿約500ｇ・平
飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機玉葱約300ｇ・有機長芋約200ｇ・有機松本一本葱約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機いんげん約50ｇ・有機生椎茸（菌
床）約100ｇ・有機柚子2個・有機種なし柿約300ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・有機枝豆約200ｇ・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．041
カタログＮＯ．041 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

10/
10/5～10/
10/9

有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機玉葱約5
有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機安納芋約4
00ｇ・有機安納芋約400ｇ・有機長芋
約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)4個・有機種なし柿約500ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】

有機じゃが芋約400ｇ・有機長芋約200ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機いんげん約50ｇ・有機枝豆約200ｇ・千秋1個・有機かぼす2個・平
飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機金時芋約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機しろ菜・有機坊ちゃん南瓜・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ・えのき約
100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)2個
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ
（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
10/14（水）・11/14（土）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

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（

）

