
蟋蟀在戸蟋蟀在戸蟋蟀在戸蟋蟀在戸
（きりぎりすとにあり）

10月18日頃

【本日の野菜・加工品欠品情報とお知らせ他】

【本日の野菜・加工品欠品情報とお知らせ他】【本日の野菜・加工品欠品情報とお知らせ他】

【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。

[農産品]

[農産品][農産品]

[農産品]

・有機白菜：アブラムシの発生のため出荷量が少ない状況です。

・有機しろ菜：アブラムシが発生しており現在出荷を見合わせております。 ＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

・有機カラーピーマン：気温低下と雨の影響で色づきに遅れが見られます。

・有機オクラ：気温が下がってきたため生育に遅れが見られます。

【お知らせ】

【お知らせ】【お知らせ】

【お知らせ】

＜ご案内＞

＜ご案内＞＜ご案内＞

＜ご案内＞

[日配・加工品]

[日配・加工品][日配・加工品]

[日配・加工品]

・大社沖本さわら切身：需要過多によるメーカー在庫不足により出荷が止まっております。

・根昆布入りとろろ昆布：規格変更の為、在庫無くなり終了となりました。

・ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽｴｷｽのど飴：原料不足のため製造が遅れております。

有機 人参　　　　 約400ｇ 青森

あおもり南部有機生産組合

有機 れんこん　 　約200ｇ 佐賀 マルハ園芸

有機 じゃが芋　   約400ｇ

北海道

小野寺淳二さん 有機
小松菜　　　　　 1束

島根 やさか共同農場 　

有機 れんこん　　 約300ｇ 熊本 福島正明さん 有機

坊ちゃん南瓜　　1個
北海道

小野寺淳二さん

有機

ほうれん草　　　 1束

島根 やさか共同農場 有機 黒豆枝豆　 約200ｇ 大阪 原田ふぁーむ

有機
ニラ　　　　　約100ｇ

高知 大地と自然の恵み 有機

ベビーリーフ  約30ｇ

長野 塩尻有機栽培研究会

有機
サラダ菊菜　　　1束

島根 やさか共同農場
しめじ　　　　約150ｇ

和歌山

日高きのこセンター

有機

いんげん　　　約80ｇ

奈良 喜多清文さん 新興                1個 大分 太郎良農園 防除　　16回

有機
かぼす　　　　　 2個

大分 大分有機かぼす農園
平飼い卵　　   10個

和歌山

蒼生舎 豊作増量

有機

ほうれん草　　　 1束

島根 やさか共同農場 有機
ごぼう　　　  約200g

宮崎 霧島オーガニック

有機
ニラ　　　　　約100ｇ

高知 大地と自然の恵み 有機
長葱(白葱） 約300ｇ

長野 高坂農園

有機
サラダ菊菜　　　1束

島根 やさか共同農場 有機
大根　　　　　 1/2本

北海道

オーガニック新篠津 　

有機

いんげん　　　約80ｇ

奈良 喜多清文さん 有機

サニーレタス　　 1個

長野 塩尻有機栽培研究会

有機
かぼす　　　　　 2個

大分 大分有機かぼす農園 有機
小松菜　　　　　 1束

島根 やさか共同農場

有機

キウイフルーツ　4個

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

ゼスプリ 有機
春菊（菊菜）　　 1束

長野 塩尻有機栽培研究会

有機

みかん　　　 約500ｇ

熊本 肥後あゆみの会 有機
南瓜　　　　　 1/4個

北海道

富良野百・我

有機 生姜　　　　   約50ｇ 高知 大地と自然の恵み

シナノスイート　 1個

長野 夜間瀬ASS 防除　　15回

◇おすすめコーナー◇

◇おすすめコーナー◇◇おすすめコーナー◇

◇おすすめコーナー◇

・千秋：生育期の天候不順の影響で当初の見込みより収穫量が少なかったため今季は終了となりま

した。

多菜・フルー

多菜・フルー多菜・フルー

多菜・フルー

ティーセット

ティーセットティーセット

ティーセット

共通項目

共通項目共通項目

共通項目

[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]

も同一内容です。

も同一内容です。も同一内容です。

も同一内容です。

多菜・フルー

多菜・フルー多菜・フルー

多菜・フルー

ティーセット

ティーセットティーセット

ティーセット

共通項目

共通項目共通項目

共通項目

[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]

も同一内容です。

も同一内容です。も同一内容です。

も同一内容です。

・ｶﾀﾛｸﾞ045号 ・ご注文用紙 ・お届け情報（本紙）

・bioweekly043 ・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

注文表/ｵｰﾌﾞﾘｰ化粧品

・ﾌﾟﾛｽﾍﾘﾃｨ 国産有機皮付もち麦ｾｰﾙ他 ・

DIONY WINE ﾏｽ･ﾄﾞ･ｼﾞｬﾆｰﾆのﾜｲﾝ大特集！他

・ﾅﾄﾗｹｱ 3ヶ月実感ｾｯﾄ10％OFF他 ・ｴｺﾜﾝ こだ

わりｸﾘｰﾝ用品特集 ・ｸｱﾝﾄﾊﾞｽﾀ 水書道用具他

・こだわり職人の逸品 ｱｲﾃﾞｱｷｯﾁﾝﾂｰﾙ他

☆ビオ・マルシェのおせち 限定150ｾｯﾄ 

☆ビオ・マルシェのおせち 限定150ｾｯﾄ ☆ビオ・マルシェのおせち 限定150ｾｯﾄ 

☆ビオ・マルシェのおせち 限定150ｾｯﾄ 早期予

約特典 11/9（月）まで ご案内

◎「今週、お届けのカタログ045号の見どころ

は・・・」　おうちで秋を楽しみましょう(^^♪　秋の

秋の秋の

秋の

炊き込みご飯特集、おうちで燻製料理

炊き込みご飯特集、おうちで燻製料理炊き込みご飯特集、おうちで燻製料理

炊き込みご飯特集、おうちで燻製料理をご紹介

します。煙を出さずに簡単に燻製ができる「燻製

土鍋」を今週限り限定20個で取扱いします。

（P4・P5）と新米使用 農家自家製おもち「有機

新米使用 農家自家製おもち「有機新米使用 農家自家製おもち「有機

新米使用 農家自家製おもち「有機

百姓もち」

百姓もち」百姓もち」

百姓もち」の取扱いが始まりました。（裏表紙）

　絶品！ｽﾓｰｸおすすめ食材 「ゆでだこ（刺身用）」

「ゆでだこ（刺身用）」「ゆでだこ（刺身用）」

「ゆでだこ（刺身用）」　長崎県の海流の速い壱岐・五島海域で獲れたマダコを使い加工しました。身の締まりがよく、噛め

ば噛むほど、旨みが出ます。薄くスライスしてお刺身やぶつ切りにしてきゅうりと酢の物やパスタ料理や炒め物などの調理用にもおすすめです。ぜひ

一度お試しください。（ｶﾀﾛｸﾞ045号 P5 お買い得価格でご案内しております。）

※有機バナナ産地変更のお知らせ

有機バナナ産地変更のお知らせ有機バナナ産地変更のお知らせ

有機バナナ産地変更のお知らせ：通常コロンビア産にてお届けしておりますが、入国の際に虫が

発生し、くん蒸処理を行ったため次の入船まで出荷が出来なくなりました。代替え産地として、エクアド

ル産の有機バナナでお届させていただきます。

[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・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機いんげん約80ｇ・有

機かぼす2個

※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。

フルーティーセット[9997]フルーティーセット[9997]フルーティーセット[9997]フルーティーセット[9997] ゆうきだいすきセット[9994]ゆうきだいすきセット[9994]ゆうきだいすきセット[9994]ゆうきだいすきセット[9994]

※セット変更のお知らせ：有機里芋（一部の産地では天候等の影響で掘り取りに遅れが出ているため入荷数が減少しております。） 有機種なし柿（先

日からの雨の影響で果実のひび割れ、黒ずみ変色が多く収穫量が減少しております。また、品種の切り替わりに入るため、さらに出荷量は減少傾向

にあります。） 有機白菜（アブラムシの発生のため出荷量が少ない状況です。）

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機里芋約600ｇ⇒有機れんこん約300ｇ） ○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）：変更

ございません。 ●いきいきｾｯﾄ：有機里芋約300ｇ⇒有機れんこん約200ｇ 有機種なし柿約400ｇ⇒新興1個 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機白菜1/4個⇒有

機大根1/2本

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

・・・　今週の配布物　・・・

☆本日の野菜セットメニュー☆☆本日の野菜セットメニュー☆☆本日の野菜セットメニュー☆☆本日の野菜セットメニュー☆

多菜セット[9996]多菜セット[9996]多菜セット[9996]多菜セット[9996] いきいきセット[9998]いきいきセット[9998]いきいきセット[9998]いきいきセット[9998]

　

名古屋地区　お届け情報お届け情報お届け情報お届け情報

株式会社　ビオ・マーケット

TEL:0120-16-0831

FAX:050-3737-2323

 http://www.biomarche.jp

10月22日（木）10月22日（木）10月22日（木）10月22日（木） 戸口で秋の虫が鳴く頃。昔は「こおろぎ」を「きりぎりす」と呼びました。



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機大根1本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・えのき約100ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・しめじ約150ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

◇「イベント」のご案内

◇「イベント」のご案内◇「イベント」のご案内

◇「イベント」のご案内

☆「ZOOMイベント」

「ZOOMイベント」「ZOOMイベント」

「ZOOMイベント」　お友達紹介企画　10/28（水） ①10：00－11：00　②13：00－14：00

☆「Organic Live 2020 online」

「Organic Live 2020 online」「Organic Live 2020 online」

「Organic Live 2020 online」　毎年恒例、ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪの収穫感謝祭「ｵｰｶﾞﾆｯｸﾗｲﾌﾞ」 今年はｵﾝﾗｲﾝ配信で開催します！ 11/14（土） 10：00～15：30

◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画、他」

◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画、他」◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画、他」

◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画、他」のご案内

・「おやつ講座」

「おやつ講座」「おやつ講座」

「おやつ講座」米粉のﾏﾄﾞﾚｰﾇ　ｱﾄﾘｴruna　KADODEYA studioにて開催　小牧市小針1-303 和風料理かどで家2階 11/7（土）10：30～

・今話題の「ｵﾝﾗｲﾝ講座！株分け美腸ﾚｯｽﾝ

「ｵﾝﾗｲﾝ講座！株分け美腸ﾚｯｽﾝ「ｵﾝﾗｲﾝ講座！株分け美腸ﾚｯｽﾝ

「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

　11/14（土） 10：30～14：00

・「産後の母親教室」

「産後の母親教室」「産後の母親教室」

「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

　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：

　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：　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：

　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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

有機玉葱約500ｇ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機水菜・有機いんげん約70ｇ・有機みかん約400ｇ・平飼い

卵6個ﾊﾟｯｸ

有機じゃが芋約400ｇ・有機里芋約300ｇ・有機大根1/2本・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機坊ちゃん南瓜・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約

30ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ

有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機南瓜1/4個

有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機南瓜1/4個有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機南瓜1/4個

有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・しめじ約

・しめじ約・しめじ約

・しめじ約150ｇ

150ｇ150ｇ

150ｇ・有機人参約400ｇ・有機じゃが芋約

・有機人参約400ｇ・有機じゃが芋約・有機人参約400ｇ・有機じゃが芋約

・有機人参約400ｇ・有機じゃが芋約5

55

500ｇ・

00ｇ・00ｇ・

00ｇ・

有機安納芋約

有機安納芋約有機安納芋約

有機安納芋約5

55

500ｇ

00ｇ00ｇ

00ｇ

有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・しめじ約150ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)3個・王林2個

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、

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、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、

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。

是非ご意見、ご要望等、なんでもお寄せください。是非ご意見、ご要望等、なんでもお寄せください。

是非ご意見、ご要望等、なんでもお寄せください。

有機じゃが芋約400ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機白菜1/2個・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機にんにく1個・有機ﾊﾞﾅﾅ約

500ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

有機大根1本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・えのき約100ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機里芋約500ｇ・有機ご

有機大根1本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・えのき約100ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機里芋約500ｇ・有機ご有機大根1本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・えのき約100ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機里芋約500ｇ・有機ご

有機大根1本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・えのき約100ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機里芋約500ｇ・有機ご

ぼう約200ｇ

ぼう約200ｇぼう約200ｇ

ぼう約200ｇ

有機玉葱約300ｇ・有機人参約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機いんげん約50ｇ・し

めじ約150ｇ・有機みかん約300ｇ

有機大根1本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・えのき約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ2個・有機みかん

約400ｇ

※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。

ゆうきだいすきセット【9994】

本体価格\2,152/税込￥2,324　

本体価格\2,152/税込￥2,324　本体価格\2,152/税込￥2,324　

本体価格\2,152/税込￥2,324　

本体価格\2,600/税込￥2,808　

本体価格\2,600/税込￥2,808　本体価格\2,600/税込￥2,808　

本体価格\2,600/税込￥2,808　

フルーティーセット【9997】

本体価格\2,600/税込￥2,808　

本体価格\2,600/税込￥2,808　本体価格\2,600/税込￥2,808　

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　

本体価格\2,600/税込￥2,808　本体価格\2,600/税込￥2,808　

本体価格\2,600/税込￥2,808　

本体価格\2,600/税込￥2,808　

本体価格\2,600/税込￥2,808　本体価格\2,600/税込￥2,808　

本体価格\2,600/税込￥2,808　

ゆうきだいすきセット【9994】

本体価格\2,152/税込￥2,324　

本体価格\2,152/税込￥2,324　本体価格\2,152/税込￥2,324　

本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．04カタログＮＯ．04カタログＮＯ．04カタログＮＯ．045555　お届け期間　　1　お届け期間　　1　お届け期間　　1　お届け期間　　11111////2222～1～1～1～11111////6666

多菜セット【9996】

多菜セット【9996】多菜セット【9996】

多菜セット【9996】

多菜セット【9996】

多菜セット【9996】多菜セット【9996】

多菜セット【9996】

本体価格\2,600/税込￥2,808　

本体価格\2,600/税込￥2,808　本体価格\2,600/税込￥2,808　

本体価格\2,600/税込￥2,808　

フルーティーセット【9997】

本体価格\2,600/税込￥2,808　

本体価格\2,600/税込￥2,808　本体価格\2,600/税込￥2,808　

本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】

カタログＮＯ．044　お届け期間　　10/26～10/30カタログＮＯ．044　お届け期間　　10/26～10/30カタログＮＯ．044　お届け期間　　10/26～10/30カタログＮＯ．044　お届け期間　　10/26～10/30


