
橘始黄橘始黄橘始黄橘始黄
（たちばなはじめてきばむ）

12月2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]

・有機小かぶ：一部の産地で圃場の切り替えに入ったため一時的に出荷量が減少しております。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

[日配・加工品]

[日配・加工品][日配・加工品]

[日配・加工品]

・アップルチップス：期間限定取扱商品のため在庫無くなり終了となりました。

＜ご案内＞

＜ご案内＞＜ご案内＞

＜ご案内＞

有機 人参　　　　 約500ｇ 岡山
吉備路オーガニックワーク

有機 人参　　　　 約400ｇ 岡山
吉備路オーガニックワーク

有機
じゃが芋　   約500ｇ

北海道

小野寺淳二さん 有機 大根　　　　　     1本 滋賀 垣見農園 　

有機
さつま芋　　 約500ｇ

宮崎 かごしま有機生産組合 有機
小松菜　　　　　 1束

島根 やさか共同農場

有機
青葱          約100ｇ

高知 大地と自然の恵み 有機
ニラ　　　　　約100ｇ

高知 大地と自然の恵み

有機
小かぶ（葉切り）1束

鹿児島

かごしま有機生産組合 有機
水菜　　　　　　　1束

島根 やさか共同農場

有機

キャベツ　　　　　1個

長野 高坂農園
しめじ　　　　約150ｇ

和歌山

日高きのこセンター

有機
水菜　　　　　　　1束

島根 やさか共同農場 有機

みかん　　　 約300ｇ
和歌山

九鬼オレンジファーム

有機
菜の花　　　　　 1束

高知 大地と自然の恵み

平飼い卵　　  　 6個
和歌山

蒼生舎

有機

オレンジカリフラワー　1個

和歌山
あゆみ農園

豊作ｻｰﾋﾞｽ

有機
青葱          約100ｇ

高知 大地と自然の恵み 有機 玉葱　　　　 約300ｇ

北海道

野沢伸行さん

有機
小かぶ（葉切り）1束

鹿児島

かごしま有機生産組合 有機 里芋　　　 　約300ｇ 長崎 吾妻旬菜

有機

キャベツ　　　　　1個

長野 高坂農園 有機

ブロッコリー　　  1個

長崎 吾妻旬菜 　

有機
水菜　　　　　　　1束

島根 やさか共同農場 有機
小松菜　　　　　 1束

島根 やさか共同農場

有機
菜の花　　　　　 1束

高知 大地と自然の恵み 有機

チンゲン菜　　　 1束

宮崎 健康農園萩原

有機 バナナ　　　 約500g

コロンビア

サンタマルタ農園 有機

いんげん　　　約50ｇ

長崎 長崎有機農業研究会

ラ・フランス　　　 1個

山形 猪野惣一さん 防除　　18回 有機

ベビーリーフ  約30ｇ

広島 寺岡有機農場

ぐんま名月1個（豊作ｻｰﾋﾞｽ）

長野 夜間瀬ASS 防除　　15回
えのき　　　 約100ｇ

長野 夜間瀬ASS

有機
バナナ　　　 約300g

コロンビア

サンタマルタ農園

◇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◇

※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。

・ぽっかぽか室内履きM：新型コロナ関係の影響で工場の稼働日が減っており、製造に遅れが出てお

ります。

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。

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。

　ｸﾘｽﾏｽの食卓に「生ハム」

「生ハム」「生ハム」

「生ハム」で一品　生ハムの銘産地ランギラーノで厳選されたオーガニック豚肉と塩だけを使用して作られた生ハム です。最低14か

月以上熟成を経た香り高い逸品です。旨み、甘み、香りの全てがそろっています。（ｶﾀﾛｸﾞ051号（表紙）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)

有機青葱約100ｇ・有機小かぶ（葉切り）・有機ｷｬﾍﾞﾂ1個・有機水菜・有機菜

の花

※セット変更のお知らせ：有機いんげん（気温が高かったことにより生育が進み前倒し出荷になったことで一時的に収量が減少しております。） 有機紅

くるり（夏の高温と干ばつによる発芽不良と秋の降雨量が少なかったことによる生育不良が起きております。）

●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）：有機いんげん約50ｇ⇒有

機菜の花  ○いきいきｾｯﾄ：変更ございません。 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機紅くるり⇒有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

☆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☆☆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]

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]

・ｶﾀﾛｸﾞ051号 ・ご注文用紙 ・お届け情報（本紙）

・bioweekly049 ・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品ご

注文表 ・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝご注文表

・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 国産有機皮付もち麦 ｾｰﾙ他 ・山繊

ｷｬﾒﾙ&ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ肌着他

◎「今週、お届けのカタログ051号の見どころ

は・・・」　ヘルシーな赤身肉 グラスフェッドの「有

「有「有

「有

機北里八雲牛」

機北里八雲牛」機北里八雲牛」

機北里八雲牛」 先日のｵｰｶﾞﾆｯｸﾗｲﾌﾞ（ｵﾝﾗｲﾝ配

信）で北里大学の小笠原先生にお話ししていた

だいた内容の一部をご紹介します。（Ｐ5）と忙し

い年末に備えて まとめ買いSALE

まとめ買いSALEまとめ買いSALE

まとめ買いSALEもお見逃しな

く！（P31）

・ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ ｽﾑｰｽ掛け布団ｶﾊﾞｰ ｼﾝｸﾞﾙ：新型コロナ関係の影響で工場の稼働日が減っており、

製造に遅れが出ております。

　

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

12月3日（木）12月3日（木）12月3日（木）12月3日（木） 橘の実が黄色く色づき始める頃。常緑樹の橘は、永遠の象徴とされています。



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ほうれん草・有機南瓜1/4個・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・しめじ約150ｇ

（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]　有機白菜1/4個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機春菊（菊菜）・有機三つ葉1束

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

◇「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

・「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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ほうれん草・有機南瓜

有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ほうれん草・有機南瓜有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ほうれん草・有機南瓜

有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ほうれん草・有機南瓜1/4

1/41/4

1/4個・有機ｸﾚｿﾝ約

個・有機ｸﾚｿﾝ約個・有機ｸﾚｿﾝ約

個・有機ｸﾚｿﾝ約3

33

30ｇ・しめじ約

0ｇ・しめじ約0ｇ・しめじ約

0ｇ・しめじ約150

150150

150ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約

ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約

ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約

600ｇ・有機じゃが芋約

600ｇ・有機じゃが芋約600ｇ・有機じゃが芋約

600ｇ・有機じゃが芋約6

66

600ｇ

00ｇ00ｇ

00ｇ

有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ほうれん草・有機南瓜1/4個・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・しめじ約150ｇ・ふじ2個・有機みかん約600ｇ

有機じゃが芋約400ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機長葱（白葱）約300ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機

ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

有機人参約300ｇ・有機長芋約200ｇ・有機小かぶ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機南瓜1/4個・有機生椎茸（菌床）約

100ｇ・有機みかん約300ｇ・有機柚子2個

有機白菜1/4個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機春菊（菊菜）・有機三つ葉1束・有機玉葱約500ｇ・有機里芋約400ｇ・有機

有機白菜1/4個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機春菊（菊菜）・有機三つ葉1束・有機玉葱約500ｇ・有機里芋約400ｇ・有機有機白菜1/4個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機春菊（菊菜）・有機三つ葉1束・有機玉葱約500ｇ・有機里芋約400ｇ・有機

有機白菜1/4個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機春菊（菊菜）・有機三つ葉1束・有機玉葱約500ｇ・有機里芋約400ｇ・有機

長芋約200ｇ

長芋約200ｇ長芋約200ｇ

長芋約200ｇ

有機白菜1/4個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機春菊（菊菜）・有機三つ葉1束・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（国産）約400ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約

500ｇ

有機玉葱約300ｇ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ほうれん草・有機南瓜1/4個・有機いんげん約50ｇ・しめじ約150ｇ・ﾗ･ﾌﾗﾝｽ1個・平

飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

有機じゃが芋約400ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機長葱（白葱）約300ｇ・有機白菜1/4個・有機ｾﾛﾘ（1本）1ﾊﾟｯｸ・有機ﾆﾗ約100ｇ・

有機水菜・有機生姜約50ｇ・王林1個

※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。

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　

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\2,152/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．051　お届け期間　　12/14～12/18カタログＮＯ．051　お届け期間　　12/14～12/18カタログＮＯ．051　お届け期間　　12/14～12/18カタログＮＯ．051　お届け期間　　12/14～12/18

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】

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　

ゆうきだいすきセット【9994】

カタログＮＯ．0カタログＮＯ．0カタログＮＯ．0カタログＮＯ．050505050　お届け期間　　1　お届け期間　　1　お届け期間　　1　お届け期間　　12222////7777～1～1～1～12222////11111111

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　


