名古屋地区

3月9日（火）

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

お届け情報

季節が春になり、草木の芽や葉が伸びて舞い降りた雀の姿が隠れるほどになる様子を表
した言葉。

雀隠れ

・・・ 今週の配布物 ・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ113号 ・お届け情報（本紙） ・
bioweekly111 ・ご注文用紙 ・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
[農産品]
・有機いちご：一部の産地では日焼け、変形果などの規格外のものが多くなり現在出荷を見合わせて 品ご注文表/・ｵｰﾌﾞﾘｰ化粧品 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注
文表 ・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝご注文表 ・お得！
おります。
な定期購入のご案内 ・5％OFF毎週お届け登
・有機不知火：傷みの発生や規格外のものが多くなり今季早めの終了となりました。
録ｻｰﾋﾞｽご注文票

【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。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 有機ｱﾏﾆ油 ｾｰﾙ他 ・ｱﾑﾘﾀｰﾗ 合成
界面活性剤不使用歯みがき他 ・ｴﾝﾊﾞﾗﾝｽ 鮮度
保持容器他 ・ｱｰｸ＆ｴｺ お掃除特集 ・ｿﾈｯﾄ 家
族の肌と環境を守る洗剤他 ・ｸｱﾝﾄﾊﾞｽﾀ 国産無
薬剤木製品 除菌消臭ﾐｽﾄ他 ・ｴｺﾜﾝ 備えて安
心！防災用品特集

[日配・加工品]
・有機ﾎｯﾄﾁｮｺﾚｰﾄｽﾊﾟｲｽ：季節限定取扱商品の為、在庫無くなり終了となりました。
・ﾅﾁｭﾗﾙﾁｮｺﾚｰﾄﾐﾙｸ：期間限定取扱商品の為、在庫無くなり終了となりました。

＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ113号の見どころ
は・・・」 実は万能！ビオ・マルシェのおすすめ
調味料をご紹介します。（裏表紙）と新生活のス
タート、健康習慣におすすめ登録サービスをご
案内します。（P31）

☆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600ｇ 北海道 井上敬一さん

有機 ごぼう

有機 人参

約600ｇ 岡山 吉備路オーガニックワーク

有機 リーフレタス

1個 熊本

尾里勇一さん

有機 じゃが芋

約600ｇ 北海道 畑のがんこもの組合

有機 ブロッコリー

1個 兵庫

うずしお

有機 青葱

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 大根

1本 滋賀

有機 水菜

1束 和歌山 ビオランド

有機 いんげん

垣見農園

約50ｇ 鹿児島 池田農園

有機 生姜

約100ｇ 長崎

有機 青葱

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

1パック 鹿児島 かごしま有機生産組合
有機 セロリ
多菜・フルー 有機 葉にんにく
1束 鹿児島 かごしま有機生産組合
ティーセット
えのき
約100ｇ 長野 夜間瀬ASS
共通項目
[基本野菜セット]
も同一内容です。

夢有民農場

ふじ

1個 青森 ナチュラル農究

平飼い卵

6個 和歌山 蒼生舎

フルーティーセット[9997]
有機 大根

1本 滋賀

有機 水菜

1束 和歌山 ビオランド

有機 いんげん
有機 生姜
ふじ

有機 甘夏

垣見農園

約50ｇ 鹿児島 池田農園

約100ｇ 長崎

2個 青森 ナチュラル農究

防除

22回

ゆうきだいすきセット[9994]
有機 じゃが芋

約300ｇ 北海道 畑のがんこもの組合
多菜・フルー 有機 ごぼう
約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場
ティーセット
1個 熊本 尾里勇一さん
共通項目 有機 リーフレタス
[基本野菜セット]
も同一内容です。

夢有民農場

約800ｇ 熊本 肥後あゆみの会

約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 大根
有機 小松菜

防除

22回 有機 水菜
有機

1/2本 滋賀 垣見農園
1束 島根 やさか共同農場
1束 和歌山 ビオランド

スナップエンドウ 約70ｇ

えのき

有機 甘夏

熊本 肥後あゆみの会

約100ｇ 長野 夜間瀬ASS

約500ｇ 熊本 肥後あゆみの会

※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)
有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機水菜・有機いんげん約50ｇ・有機生 ※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。
姜約100ｇ
※セット変更のお知らせ：有機清見ｵﾚﾝｼﾞ（出荷産地の切り替わりに入ったため一時的に入荷量が減少しております。） 有機ｻﾆｰﾚﾀｽ（虫害の発生の
ため収穫量が不安定な状況です。） 有機長葱（白葱）（一部の産地では生育初期の段階で受けた寒波が影響し生長が進まず出荷終了となりました。）
有機不知火（傷みの発生が多くな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：有機清見ｵﾚﾝｼﾞ約600ｇ⇒有機甘夏約800ｇ） 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：有機ｻﾆｰﾚﾀｽ⇒有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機長葱（白葱）約300ｇ⇒有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ 有機不知火１個⇒有
機甘夏約500ｇ

◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは「有機だしつゆ」 だしの香りと風味豊かな味の、2倍濃縮タイプの有機だしつゆです。ビオ・マルシェの香り高い有機醤油や有機砂
糖、国産の昆布やかつおなどこだわりの素材をふんだんに使用しています。そうめんつゆ、そばつゆ、お浸し、すまし汁、煮物など1本で何役にもお使
いいただけます。セール価格のこの機会にぜひお試しください。（ｶﾀﾛｸﾞ113号裏表紙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．112 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

フルーティーセット【9997】

3/15～3/19

有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・しめじ約150ｇ・有機人参約500ｇ・有機じゃが芋約500ｇ・有
機長芋約200ｇ
有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・しめじ約150ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・有機ﾊﾟｰﾙ柑約700ｇ

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300ｇ・有機長芋約200ｇ・有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約
本体価格\2,600/税込￥2,808 500ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機新玉葱約300ｇ・有機長芋約200ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機生
本体価格\2,152/税込￥2,324

椎茸（菌床）約100ｇ・ふじ1個

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・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）

カタログＮＯ．113 お届け期間

3/22～3/26

多菜セット【9996】

有機紅くるり・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機いんげん約50ｇ・えのき約100ｇ・有機新玉葱約600ｇ・有機じゃが芋約500
ｇ・有機ごぼう約200g
本体価格\2,600/税込￥2,808
フルーティーセット【9997】

有機紅くるり・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機いんげん約50ｇ・えのき約100ｇ・ふじ2個・有機甘夏約800ｇ

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

有機新玉葱約500ｇ・有機青葱約100ｇ・有機小松菜・有機水菜・有機いんげん約100ｇ・しめじ約150ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（国産）
約200ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機じゃが芋約300ｇ・有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機いんげん約50ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約70ｇ・有機生姜
本体価格\2,152/税込￥2,324

約100ｇ・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機紅くるり・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機いんげん約50ｇ・えのき約100ｇ

（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、他」のご案内
・「未来をつくる給食」 愛知ｵｰｶﾞﾆｯｸｳｪｰﾌﾞfrom東郷 3/13（土）13:30～18:00 東郷町民会館ﾎｰﾙ 愛知郡東郷町春木北反田14番地
ｹｴﾐｶﾙﾌﾘｰな食と農。微生物と共生する新しい時代へ 講演と映画上映（「いただいきます2ここは発酵の楽園」）
・「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

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（

）

