
地始凍地始凍地始凍地始凍
（ちはじめてこおる）

11月12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]

・有機ラディッシュ：気温低下のため生育不良を起こしており、現在出荷を見合わせております。

・有機小かぶ：気温低下の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。 ＜メーカーからのご案内＞

・有機ビーツ：生育不良を起こしており規格外のものが多くなったため今季終了となりました。

・有機ミニ白菜：気温低下の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。

[日配・加工品]

[日配・加工品][日配・加工品]

[日配・加工品]

・平飼赤鶏ミンチ：鶏の生育不足等で、メーカー出荷が不安定になっています。

＜ご案内＞

＜ご案内＞＜ご案内＞

＜ご案内＞

有機 玉葱　　　　 約600ｇ

北海道

富良野百・我 有機 人参　　　　 約300ｇ

北海道

ちいむれグロリア農園

有機 人参　　　　 約600ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 大根　　　　　     1本 長崎 吾妻旬菜

量目変更・価格補填

有機
じゃが芋　   約600ｇ

北海道

ちいむれグロリア農園 有機

リーフレタス      1個

長野 塩尻有機栽培研究会

有機 白菜　　　　　 1/4個 長野 塩尻有機栽培研究会 有機
小松菜　　　　　 1束

大阪 原田ふぁーむ

有機

キャベツ1/2個（量目変更）

長野 大北農業協同組合 有機

チンゲン菜　　　 1束

奈良 喜多清文さん

有機

ほうれん草　　　 1束

大阪 原田ふぁーむ 有機
南瓜　　　　　 1/4個

北海道

ちいむれグロリア農園

有機
サラダ菊菜　　　1束

島根 やさか共同農場 王林　　　　　　　1個 青森 ナチュラル農究 防除　　22回

有機

いんげん　　　約50ｇ
鹿児島

池田農園

平飼い卵　　  　 6個
和歌山

蒼生舎

有機
きゅうり            2本

熊本 肥後あゆみの会 価格補填

有機 白菜　　　　　 1/4個 長野 塩尻有機栽培研究会 有機 玉葱　　　　 約300ｇ

北海道

富良野百・我

有機

キャベツ1/2個（量目変更）

長野 大北農業協同組合 有機 人参　　　　 約400ｇ

北海道

ちいむれグロリア農園

有機

ほうれん草　　　 1束

大阪 原田ふぁーむ 有機
金時芋　　　約300ｇ

香川 さぬき有機

有機
サラダ菊菜　　　1束

島根 やさか共同農場 有機 白菜　　　　　 1/4個 長野 塩尻有機栽培研究会

有機

いんげん　　　約50ｇ
鹿児島

池田農園 有機

リーフレタス      1個

長野 塩尻有機栽培研究会

有機
きゅうり            2本

熊本 肥後あゆみの会 価格補填 有機

ほうれん草　　　 1束
和歌山

ビオランド

有機
バナナ　　　 約300g

エクアドル

プリエイト農園 有機
ニラ　　　　　約100ｇ

高知 大地と自然の恵み

有機 みかん　　　 約400ｇ

和歌山

九鬼オレンジファーム 有機
水菜　　　　　　　1束

島根

赤江・オーガニックファーム

ラ・フランス　　　 1個

山形 佐藤果樹園 防除　　19回 王林　　　　　　　1個 青森 ナチュラル農究 防除　　22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◇

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。

　オメガ3脂肪酸がたくさん！『有機ウォールナッツ 2パック』　

『有機ウォールナッツ 2パック』　『有機ウォールナッツ 2パック』　

『有機ウォールナッツ 2パック』　甘味が強く苦味が少ないウォールナッツです。噛みしめるほどに甘みとうま味がでてきま

す。（ｶﾀﾛｸﾞ048号 P31 お買い得価格でご案内しております。）

[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)

有機白菜1/4個・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個（量目変更）・有機ほうれん草・有機ｻﾗﾀﾞ

菊菜・有機いんげん約50ｇ・きゅうり2本（価格補填）

※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：有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機春菊（菊菜）（気温低下の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。） 有機さつま芋（基腐

病が発生しており出荷量が減少しております。）

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：変更ございません。） ●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）：有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ⇒有機ほうれ

ん草 有機春菊（菊菜）⇒有機ｻﾗﾀﾞ菊菜 ●いきいきｾｯﾄ：：有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ⇒有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜 ●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 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ⇒有機人参約400ｇ

☆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]

☆ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ

ｸﾘｽﾏｽｹｰｷｸﾘｽﾏｽｹｰｷ

ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ 事前予約申込/予約品お届け：

12/21（月）～12/25（金）

◎「今週、お届けのカタログ048号の見どころは・・・」　アメリカ産オーガニック特集

アメリカ産オーガニック特集アメリカ産オーガニック特集

アメリカ産オーガニック特集　世界中でSDGsの

取り組みが進む今、サスティナブルなアメリカ産オーガニック商品もぜひお試しください。（P31）

・babybio 有機ﾍﾞﾋﾞ-ｽﾑｰｼﾞｰ他 ・おもちゃ箱 ｵｰ

ｶﾞﾆｯｸ生ﾏﾇｶﾊﾆｰ他 ・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ あゝ懐かしの

喫茶店風有機ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｿｰｽ ｾｰﾙ他 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾐﾙｷｨ ｽﾀｲﾘﾝﾌﾞﾌｫｰﾑ他 ・ｱﾑﾘﾀｰﾗ 輝

き続ける肌のために 化粧品他 ・ｱｰｸ＆ｴｺ 朝摘

みばら水他 ・山繊 ｷｬﾒﾙ&ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ肌着他

・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

・カタログ048号 ・ご注文用紙 ・お届け情報（本

紙） ・bioweekly046 ・日配品ご注文表 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗ

ﾙ化粧品ご注文表

　

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

11月111月111月111月12222日（木）日（木）日（木）日（木） 大地が凍り始める頃。サクサクと霜柱を踏みしめて歩くのが楽しみな時期です。



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機小かぶ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機南瓜1/2個・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機生椎茸（菌床）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]　有機大根1本・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・えのき約100ｇ

（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

☆「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

・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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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　

有機大根1本・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・えのき約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・有機みかん約1㎏

※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。

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。

有機玉葱約300ｇ・有機里芋約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機いんげん約70ｇ・ふじ1個・平飼い卵6個

ﾊﾟｯｸ

有機じゃが芋約400ｇ・有機大根1/2本・有機ｾﾛﾘ（1本）1パック・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・・有機南瓜1/4

個・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・ふじ1個

有機小かぶ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機南瓜1/2個・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機じゃ

有機小かぶ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機南瓜1/2個・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機じゃ有機小かぶ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機南瓜1/2個・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機じゃ

有機小かぶ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機南瓜1/2個・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機じゃ

が芋約500ｇ・有機里芋約500ｇ

が芋約500ｇ・有機里芋約500ｇが芋約500ｇ・有機里芋約500ｇ

が芋約500ｇ・有機里芋約500ｇ

有機小かぶ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機南瓜1/2個・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・ふじ1個・富有柿約1㎏

有機じゃが芋約400ｇ・有機安納芋約300ｇ・有機松本一本葱約300ｇ・有機白菜1/4個・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・有機

ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

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．048　お届け期間　　11/23～11/27カタログＮＯ．048　お届け期間　　11/23～11/27カタログＮＯ．048　お届け期間　　11/23～11/27カタログＮＯ．048　お届け期間　　11/23～11/27

多菜セット【9996】

多菜セット【9996】多菜セット【9996】

多菜セット【9996】

有機人参約300ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機松本一本葱約300ｇ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機春菊（菊菜）・

有機いんげん約50ｇ・有機みかん約300ｇ

有機大根1本・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・えのき約100ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約600ｇ・有機ごぼう約

有機大根1本・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・えのき約100ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約600ｇ・有機ごぼう約有機大根1本・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・えのき約100ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約600ｇ・有機ごぼう約

有機大根1本・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・えのき約100ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約600ｇ・有機ごぼう約

200ｇ

200ｇ200ｇ

200ｇ

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．047　お届け期間　　11/16～11/20カタログＮＯ．047　お届け期間　　11/16～11/20カタログＮＯ．047　お届け期間　　11/16～11/20カタログＮＯ．047　お届け期間　　11/16～11/20


