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農 産 品

日本各地から、とびきりのおいしいを詰め込みました

※天候によりセット内容が
　変更になる場合がございます。

[生産者]北海道：大雪を囲む会　青森：あおもり南部有機生産組合 [生産者]北海道：大雪を囲む会　青森：あおもり南部有機生産組合 
長野：塩尻有機栽培研究会　山梨：黒富士農場　和歌山：九鬼オレンジファーム長野：塩尻有機栽培研究会　山梨：黒富士農場　和歌山：九鬼オレンジファーム
熊本：福島正明さん 他熊本：福島正明さん 他

[生産者]北海道：大雪を囲む会・一心生産組合　青森：あおもり[生産者]北海道：大雪を囲む会・一心生産組合　青森：あおもり
南部有機生産組合　長野：塩尻有機栽培研究会　香川：ＭＯＡ南部有機生産組合　長野：塩尻有機栽培研究会　香川：ＭＯＡ
自然農法中讃研究会　宮崎：霧島オーガニック 他自然農法中讃研究会　宮崎：霧島オーガニック 他

※天候によりセット内容が
　変更になる場合がございます。

とれたて旬の有機野菜や有機みかん、有機平飼いたまごなど
農家さんが心をこめて育てたものを届けます。

寒い季節においしさを増す根っこの野菜。
豊かな土に育まれた味わいある根菜を食卓に。

大地の滋養を感じる土の力がぎゅっとつまったおいしさ

八十八の思いの詰まった大切なお米。「朝起
きて、田を思い、田んぼに入って我を思い、
夕べ帰って田を思う。」炊き上がったご飯か
ら立ちのぼる湯気、瑞穂の国に生まれた幸せ
を一粒一粒噛みしめられます。

いのちきらめく有機米を贈ります

鹿児島県産

甘みが強く、コクのある味わいで地元鹿児島でも人甘みが強く、コクのある味わいで地元鹿児島でも人
気のポンカン。みかんのように皮が剥きやすく、手軽気のポンカン。みかんのように皮が剥きやすく、手軽
に食べられるのも魅力の一つです。自家製の有機肥に食べられるのも魅力の一つです。自家製の有機肥
料を中心に土づくりを行い、木の健康に気を配りなが料を中心に土づくりを行い、木の健康に気を配りなが
ら、手間ひまかけて育てた有機ポンカンです。ぜひそら、手間ひまかけて育てた有機ポンカンです。ぜひそ
の味と香りをご堪能ください。の味と香りをご堪能ください。

はじける果肉、あふれる果汁

●12月17日以降の発送となります。

大切な方へ、精米したてのお米が届く
ギフト券をお届けしてみませんか。
お客様が欲しい時にハガキ
を投函していただくと、精
米したての特選有機米コシ
ヒカリ白米が 5kg 届きます。
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ハガキをポストに投
函したら、6～7日後
にお届け。

《セット内容例》
有機玉ねぎ
有機にんじん
有機じゃが芋
有機れんこん
有機ごぼう
有機大根
有機みかん
有機平飼いたまご

500g 前後
400g 前後
400g 前後
300g 前後
200g 前後

1 本
500g 前後

6 個販売者：(株)ビオ・マーケット
5,695円 /税込 6,151 円

PW-01

1 セット
旬の畑丸かじりセット

《セット内容例》
有機玉ねぎ
有機にんじん
有機じゃが芋
有機里芋
有機金時芋

1kg 前後
1.5kg 前後

1kg 前後
500g 前後
700g 前後

販売者：(株)ビオ・マーケット
4,400円 /税込 4,752 円

PW-02

1 セット
有機根菜セット(冬)

販売者：(株)ビオ・マーケット
［生産者］富山：小原営農センター
滋賀：大中農友会・垣見農園

お米ギフト券
1 枚 ( 内容：特選有機米コシヒカリ白米 5kg × 1袋 )

6,458円

PW-04

［生産者］富山：小原営農センター
滋賀：大中農友会・垣見農園

5,480円 /税込 5,918 円

PW-03

5kg
特選有機米コシヒカリ白米

［生産者］鹿児島：かごしま有機生産組合
5,580円 /税込 6,026 円

PW-05

5kg 前後
有機ポンカン

山形県産
気品のある香りとなめらかな舌触りが人気のラ・気品のある香りとなめらかな舌触りが人気のラ・
フランス。佐藤果樹園では「棚栽培」という方フランス。佐藤果樹園では「棚栽培」という方
法で栽培しています。一般的な栽培と比べて、手法で栽培しています。一般的な栽培と比べて、手
間ひまがかかりますが、「美味しいものをお届け間ひまがかかりますが、「美味しいものをお届け
したい」という想いで、長年この栽培方法を続けしたい」という想いで、長年この栽培方法を続け
られています。太陽の光をたっぷり浴びて育ったられています。太陽の光をたっぷり浴びて育った
ラ・フランス。濃厚な甘みをご堪能ください。ラ・フランス。濃厚な甘みをご堪能ください。

トロッと濃密な果肉

●11月15日～12月20日頃に
　 発送となります。［生産者］山形：佐藤果樹園

6,680円 /税込 7,214 円

PW-06

3kg 前後
ラ・フランス

※ビオ・マルシェマークの加工食品は「食べた先に畑が見える」がキーワード。全国の有機農家・製造メーカーと一緒に作り上げた食品です。

●11月1日以降の発送となります。

●10月17日以降の発送となります。



和歌山県産

長野県産

ジュース

●11月20日以降の発送となります。
※かごはセットに含まれていません。
※天候や生育状況によって出荷時期が一部変わることがございます。あらかじめご了承ください。

渡辺さんのりんご畑は、長野県の北部、善光寺平を望む、高社山の斜面に広が渡辺さんのりんご畑は、長野県の北部、善光寺平を望む、高社山の斜面に広が
ります。陽当たりのいい南向きの斜面で栽培されるりんごは、太陽の恵みをたっります。陽当たりのいい南向きの斜面で栽培されるりんごは、太陽の恵みをたっ
ぷり受けて、栄養を蓄えながら育ちます。また、この地域は昼夜の寒暖差のあるぷり受けて、栄養を蓄えながら育ちます。また、この地域は昼夜の寒暖差のある
気候に恵まれ、酸味と甘みのバランスがよい、美味しいりんごが育ちます。化学気候に恵まれ、酸味と甘みのバランスがよい、美味しいりんごが育ちます。化学
肥料や除草剤を使わず、こまめに雑草を刈り、摘果により選りすぐり、愛情たっぷ肥料や除草剤を使わず、こまめに雑草を刈り、摘果により選りすぐり、愛情たっぷ
り育てられたりんごは格別です。り育てられたりんごは格別です。

濃厚な甘み、渡辺明さんのふじりんご

●11月10日以降の
　発送となります。

美味しい有機みかんが育つよう、知恵と工夫で有機美味しい有機みかんが育つよう、知恵と工夫で有機
みかん栽培に取り組んでいます。園地のなかでもよりみかん栽培に取り組んでいます。園地のなかでもより
良い実がなる木を選りすぐり、ひとつひとつ丁寧に収穫良い実がなる木を選りすぐり、ひとつひとつ丁寧に収穫
されます。甘みと酸味のバランスがとれたみかんはつされます。甘みと酸味のバランスがとれたみかんはつ
いつい手を伸ばしてしまう美味しさです。いつい手を伸ばしてしまう美味しさです。

みかん農家の知恵と工夫がいきた
「紀州有機みかん」

野菜は100%国産有機ストレートの野菜汁を使用
した、ビオ・マルシェオリジナルのジュース
●厳選した国産有機野菜と国産有機レモンを皮まで
まるごと搾った、有機ならではの商品です。

有機果実と国産有機野菜を使ったこだわりの有機果実と国産有機野菜を使ったこだわりの
ジュースを詰め合わせにしました。ジュースを詰め合わせにしました。

太陽の恵みをあびて育った
有機野菜や果実を搾ってつくったジュースです

有機果実100%使用のお子さまも楽しめる
ストレートジュースです
広大なアメリカで生産された果物を搾って作ったジュースです。葡萄は、赤広大なアメリカで生産された果物を搾って作ったジュースです。葡萄は、赤
はコンコード果汁100%、白はナイアガラ果汁100%と人気の品種にこだはコンコード果汁100%、白はナイアガラ果汁100%と人気の品種にこだ
わっています。わっています。

無塩・無添加でトマトの旨みがギュッと詰まった昔ながらの味わいのトマト無塩・無添加でトマトの旨みがギュッと詰まった昔ながらの味わいのトマト
ジュースと、皮ごと丸ごと搾った栄養たっぷりのみかんジュースです。原料のジュースと、皮ごと丸ごと搾った栄養たっぷりのみかんジュースです。原料の
生産から加工まですべて肥後あゆみの会で行っています。生産から加工まですべて肥後あゆみの会で行っています。

［生産者］長野：夜間瀬ASS6,000円 /税込 6,480 円

PW-07

5kg 前後
ふじ（りんご）

［生産者］ 和歌山：九鬼オレンジファーム・松弥園

販売者：(株)ビオ・マーケット
4,500円 /税込 4,860 円

有機野菜と果物のジュース詰め合わせ
1 セット

PW-09

販売者：(株)ビオ・マーケット

4,800円 /税込 5,184 円
有機野菜・果実ミックスジュース
190g × 20 本

PW-10

製造者：(有)肥後あゆみの会

3,600円 /税込 3,888 円

有機トマトジュース&
有機みかんジュースセット
1 セット

PW-11

販売者：(株)ビオ・マーケット

4,600円 /税込 4,968 円
有機フルーツジュース詰め合わせ
1 セット

PW-12

3,680円 /税込 3,974 円

PW-08

2.5kg 前後
有機みかん

2

凍 数量
限定

有機にんじんジュース
有機野菜・果実ミックスジュース
有機アップルキャロットジュース

160g ×6 本
190g ×6 本
190g ×6 本

まるごと搾ったストレート果汁・野菜汁ならではのまるごと搾ったストレート果汁・野菜汁ならではの
野菜本来の旨みを凝縮した味わいです。野菜本来の旨みを凝縮した味わいです。

熊本の太陽と大地と海からの自然の恵みが
たっぷり詰まった美味しいジュース

有機トマトジュース
有機みかんジュース

500ml ×1 本
500ml ×1 本

有機あっぷるじゅうす
有機ぐれいぷじゅうす（赤）
有機ぐれいぷじゅうす（白）

160g ×7 本
160g ×7 本
160g ×7 本



※ビオ・マルシェマークの加工食品は「食べた先に畑が見える」がキーワード。全国の有機農家・製造メーカーと一緒に作り上げた食品です。

安心の和菓子を
お届けします
３色どら焼き
レモンポテト
生クリームどら焼き
カリント饅頭

60ｇ×3 個
35ｇ×5 個
50ｇ×3 個
30ｇ×5 個

ほうじ茶大福
草餅
大福
苺大福

40g ×5 個
40g ×5 個
40g ×5 個
40g ×5 個 製造者：(有)菓房 はら山

凍

3,800円 /税込 4,104 円

PW-16

1 セット
冬景色2021

製造者：木次乳業(有)

奥出雲産の生乳と卵をふんだんに使用した、
なめらかな口どけのアイスクリームセット
自然豊かな島根県奥出雲自然豊かな島根県奥出雲地域でのびのびと育った健康な乳牛のミルク、平地飼い鶏の有精卵黄、国産ビートグでのびのびと育った健康な乳牛のミルク、平地飼い鶏の有精卵黄、国産ビートグ
ラニュー糖、選び抜かれた 4 つのフレーバーを使用した１００％ナチュラルなプレミアムアイスクリームです。ラニュー糖、選び抜かれた 4 つのフレーバーを使用した１００％ナチュラルなプレミアムアイスクリームです。
乳化剤などの添加物は使用せず、空気の含有量を抑えたなめらかな口当たりと自然な甘さが特徴です。乳化剤などの添加物は使用せず、空気の含有量を抑えたなめらかな口当たりと自然な甘さが特徴です。

凍

製造者：木次乳業(有)

5,800円 /税込 6,264 円

PW-19

1 セット
アイスクリーム ＶＡＮＡＧＡ 12 個入り

凍

4,4004,400円円 // 税込税込 4,7524,752 円円

PW-20

1 セット
アイスクリーム ＶＡＮＡＧＡ 8 個入りアイスクリーム ＶＡＮＡＧＡ 8 個入り

バニラ
ビターチョコ
抹茶あずき
ストロベリー

120ml ×3 個
120ml ×3 個
120ml ×3 個
120ml ×3 個

バニラ
ビターチョコ
抹茶あずき
ストロベリー

120ml ×2 個
120ml ×2 個
120ml ×2 個
120ml ×2 個

菓子・アイスクリーム

3

小豆の風味がしっかりしたつぶし餡の
入った大福と草餅、ほうじ茶と苺を混ぜ
込んだ白あんをコシのある餅に包んだほ
うじ茶大福と苺大福を詰め合わせまし
た。食べやすい個包装タイプです。

人気の大福4種類を詰め合わせ
コシがしっかりした餅と餡のバランスが絶品です

製造者：(有)菓房 はら山

3,980円 /税込 4,298 円

PW-15

1 セット
4 種の大福詰め合わせ

凍

エクレア シュークリーム5 個 3 個

濃厚だけど後味はさっぱりとしたカスタード
クリームは、ビオ・マルシェの有機小麦粉を
使って作った味のあるシューと相性ばっち
り。エクレアはビターチョコがアクセントに。

オリジナルの人気スイーツ
詰め合わせ

製造者：(有)弁天堂

4,000円 /税込 4,320 円

凍PW-14

1 セット

エクレアとシュークリームの
詰め合わせ

海苔羽衣、昆布羽衣、白双付、玄米揚げ
醤油、玄米揚げ塩、アオサあられ、甘辛
落花の 7 つの味を一包みにおさめた、み
やびにして豊かな味の名品です。

国産有機もち米を使用した7種の
おかきを詰め合わせました。

製造者：（株）精華堂霰総本舗

4,200円 /税込 4,536 円
7 種× 18袋入り
宮城野
PW-17

柿を収穫後、低温でじっくり乾燥
させることにより、柔らかくて甘
みが強い仕上がりになります。若
い方からお年寄りまで幅広く人気
があります。

奈良の柿農園自信の一品

※11月上旬以降の発送になります。
販売者：(有)王隠堂農園
3,600円 /税込 3,888 円

PW-18

70g × 8個
あんぽ柿

黒 富 士 農 場 の 有 機 平 飼 い た
ま ご を 生 地 の 約 43 ％ 使 用。 
手間をかけた独自製法と卵の
メレンゲの力でふんわり焼き
あげています。
・別添え有機シロップ付き

製造者：(有)黒富士農場

5,800円 /税込 6,264 円

PW-13
有機バウムクーヘン
2 個

凍

国内初有機JAS 認証を
取得した有機バウムクー
ヘン！



調味料・その他の加工品

有機ノンオイルドレッシングしょうが
有機ノンオイルドレッシングトマト
有機ノンオイルドレッシング玉ねぎ

それぞれの有機野菜のうま味をたっぷり生かしたド
レッシングは、ノンオイルながらしっかりとコクがあり
サラダをおいしくお召し上がりいただけます。

天然醸造長期熟成の国産有機醤油をベースに
国産有機野菜をたっぷり使用したヘルシードレッシング

ビオ・マルシェで人気の、
一度は試していただきたいオススメ調味料

製造者：大徳醤油(株)

2,980円 /税込 3,218 円
有機ノンオイルドレッシングセット
1 セット

PW-22

人と大地を大切にした製品を
大切な方へ
オリーブ発祥の地、ヨルダンの雄大な
自然環境の中で有機オリーブを栽培し
ています。ひとつひとつ手で摘んだ、若
いオリーブを伝統製法の低温圧搾の
一番搾りでオリーブオイルにしました。

販売者：(株)ビオ・マーケット
4,400円 /税込 4,752 円

有機ロイヤルナバリ
オリーブオイルセット
229g（250ml）× 2本

PW-23

希少な
“ナバリ種”

使用

4

菜の花畑（なたね油）
有機醤油
有機万能酢
有機ケチャップ
マヨネーズ

600g ×1 本
300ml ×1 本
300ml ×1 本
300g ×1 本
250g ×1 本

有機一番だし京漬　
有機京菜しば漬
有機胡瓜のしば漬　
有機きざみしば漬　
有機なすのしば漬

90g ×1
90g ×1
90g ×1
90g ×1
90g ×1

有機醤油や有機万能酢など、原材料と製法にこだわった調味料ばかりです。
誰でも使いやすい万能で人気な商品をセレクトしています。

販売者：(株)ビオ・マーケット

4,550円 /税込 4,914 円
人気の調味料セット
1 セット

PW-21

200ml ×1 本
200ml ×1 本
200ml ×1 本

有機自家挽き生そば
有機だしつゆ

240g ×4 袋
300ml ×1 本

そばの実・外皮もすべて挽く
すべていただくからこそ
貴重な国産の有機蕎麦粉と、有機
小麦粉で作りました。有機蕎麦粉は
自家製粉しており、香り高くコシがあ
ります。新鮮な香りと風味豊かな味が
そのままの本格派の有機だしつゆと
一緒にお楽しみください。

販売者：(株)ビオ・マーケット

4,300円 /税込 4,644 円
有機自家挽き生そばセット
1 セット

PW-27

青森県の契約農家で生産した稀少な
国産有機菜種をじっくり低温で焙煎し
たなたね油です。甘く香ばしい香りで、
揚げ油やドレッシングなど、幅広く楽
しんでいただけます。

低温焙煎で甘く香ばしい香りを引き立てた低温焙煎で甘く香ばしい香りを引き立てた
稀少な国産有機菜種を使用したなたね油稀少な国産有機菜種を使用したなたね油

販売者：(株)ビオ・マーケット
3,600円 /税込 3,888 円

PW-24

600g × 2本
菜の花畑（なたね油）2 本セット

有機小松菜のシャキシャキとした歯ごたえ、
わかめの食感、有機青ねぎの香り、有機油揚
げのコク、そしてスッキリとしたお出汁と味噌
の味わい。おかわりしたくなるほど飽きのこな
い、優しい美味しさです。お湯を注いですぐ
食べられますが、１分ほど待つと油揚げがさら
にしっとりして、より美味しくいただけます。

すずめファームで育てた有機野菜を、収穫してすぐに漬け込むこと、
隠し味に日本酒を使用することで、旨味が凝縮した味わいです。

販売者：(株)ビオ・マーケット 製造者：KYOZUKE
3,700円 /税込 3,996 円 3,200円 /税込 3,456 円

PW-25 PW-26

7.5g × 16 袋 1セット
有機畑育ちのおみそ汁セット 京都のお野菜漬け

国内の契約農家の野菜が国内の契約農家の野菜が
たっぷり入った手軽なおみそ汁たっぷり入った手軽なおみそ汁

重し石を使った伝統技法で重し石を使った伝統技法で
じっくり漬け込んだお漬物じっくり漬け込んだお漬物

蕎麦の旨みと香りにこだわるからこそ、製
造直前に甘皮までを自家製粉したそば
粉を使用。原料にこだわり、時間をかけ
て冷風で乾燥をするからこそ、味わえる
風味と食感です。

販売者：(株)ビオ・マーケット
2,980円 /税込 3,218 円

PW-28

180 ｇ× 5袋
有機そば(乾麺)セット

ゆっくりじっくり冷風で乾燥した、ゆっくりじっくり冷風で乾燥した、
風味豊かな蕎麦。風味豊かな蕎麦。

有機
きざみしば漬

有機
一番だし京漬

有機
胡瓜のしば漬

有機
京菜しば漬

有機
なすのしば漬

冷



水 産 品

９月から１０月にかけて、旬の時期に９月から１０月にかけて、旬の時期に
獲れた鮭を新鮮なうちに加工をし、塩獲れた鮭を新鮮なうちに加工をし、塩
だけで塩蔵したものをお届け致しまだけで塩蔵したものをお届け致しま
す。焼き鮭はもちろん、お茶漬けや煮す。焼き鮭はもちろん、お茶漬けや煮
物にしてもおいしくいただけます。物にしてもおいしくいただけます。

特選新巻鮭の
迫力をそのままに
便利な姿切りでお届け

製造者：(株)カネサン佐藤水産

無漂白の数の子
プチプチとした食感が食卓に
慶福を呼び寄せます

100％国産原料で作り、優しい味わいに仕上げた
無添加西京みそ漬けセット

2 切×2 袋
2 切×2 袋
4 玉×1 袋

紅鮭西京みそ
真鱈西京みそ
帆立貝柱西京みそ

2 尾（200ｇ）
1 袋（110ｇ）
1 枚（100ｇ）
1 袋（200ｇ）

350g×1枚
200g×1枚
200g×1枚
200g×1枚

2切

のどぐろ開き
あなご開き
白いか（剣先いか）開き
宍道湖冷凍しじみ

氷温乾燥開きほっけ
氷温乾燥宗八かれい
氷温乾燥なめたかれい
氷温乾燥にしん丸干し
秋鮭切身

北海道産大豆を使用し、昔ながらの手作り製法により米麹で糖化させた北海道産大豆を使用し、昔ながらの手作り製法により米麹で糖化させた
西京味噌は、自然な甘みが自慢です。また、添加物を一切使用せず無添西京味噌は、自然な甘みが自慢です。また、添加物を一切使用せず無添
加で仕上げたので雑味がありません。本来の甘み、風味を楽しめる無添加で仕上げたので雑味がありません。本来の甘み、風味を楽しめる無添
加の西京味噌に付け込みました。加の西京味噌に付け込みました。

製造者：(株)カネサン佐藤水産

凍PW-31
西京みそ漬けセット
1 セット

5,500円 /税込 5,940 円

製造者：(株)カネサン佐藤水産

凍PW-30
新巻鮭（切り身姿）
2.5kg
8,900円 /税込 9,612 円

PW-36
無漂白塩数の子
300g

4,600円 /税込 4,968 円

冷

太陽の光とミネラルを多く含む太陽の光とミネラルを多く含む
海風が魚のタンパク質を熟成さ海風が魚のタンパク質を熟成さ
せ、うま味と歯応えのある肉質せ、うま味と歯応えのある肉質
をつくりだします。あぶると脂をつくりだします。あぶると脂
がジュワッとあふれ、プリッとがジュワッとあふれ、プリッと
した歯応えです。した歯応えです。

唐津から、
おいしい魚が届きました

60g ×3 枚60g ×3 枚
90g ×2 枚90g ×2 枚
80g ×2 枚80g ×2 枚

150g ×2 枚150g ×2 枚
80g ×1 枚80g ×1 枚

あじ開き天日干しあじ開き天日干し
さば片身天日干しさば片身天日干し
かます開き天日干しかます開き天日干し
連子鯛開き天日干し連子鯛開き天日干し
剣先いか開き天日干し剣先いか開き天日干し

凍凍

凍

製造者：シーボーン昭徳
5,400円 /税込 5,832 円

PW-34

1 セット
旬魚の天日干しひものセット

カナダ産塩数の子は漂白されていカナダ産塩数の子は漂白されてい
ない素顔のままの数の子です。苦ない素顔のままの数の子です。苦
味が無くパリっとした歯ざわりが食味が無くパリっとした歯ざわりが食
卓に慶福を呼び寄せます。卓に慶福を呼び寄せます。

北海道産スケトウダラで作った
自慢の練り物です

製造者：（有）四宮蒲鉾店
●消費期限(冷蔵)：7日

10 本10 本
7 本7 本
5 枚5 枚
4 本4 本

100g100g
1 本1 本

スティックカツスティックカツ
ごぼうスティックごぼうスティック
おから入りおさかなナゲットおから入りおさかなナゲット
小ちくわ小ちくわ
ちぎり揚げ鳴門金時ちぎり揚げ鳴門金時
イカ串イカ串

PW-32
阿波の練り天
詰め合わせ・冬
1 セット

4,800円 /税込 5,184 円

冷

地元で水揚げされた鮮魚と北海地元で水揚げされた鮮魚と北海
道産スケトウダラを石臼で挽いて道産スケトウダラを石臼で挽いて
練り上げてつくったもっちり食感の練り上げてつくったもっちり食感の
練り物は人気の一品です。練り物は人気の一品です。

5

400g ×1 杯400g ×1 杯
400g ×1 杯400g ×1 杯
800g ×1 杯800g ×1 杯

ボイル毛がに( 北海道産)ボイル毛がに( 北海道産)
ボイルずわいがに( ロシア・カナダ産)ボイルずわいがに( ロシア・カナダ産)
ボイルたらばがに脚( ロシア・アメリカ産)ボイルたらばがに脚( ロシア・アメリカ産)

製造者：(株)カネサン佐藤水産

凍

15,400円 /税込 16,632 円

PW-29

1 セット
三大ガニ食べ比べセット

濃厚で甘みが特徴の毛ガニ、蟹の女王と呼濃厚で甘みが特徴の毛ガニ、蟹の女王と呼
ばれるさわやかな甘みが自慢のずわいがに、ばれるさわやかな甘みが自慢のずわいがに、
蟹の王様と呼ばれる食べ応え十分なたらば蟹の王様と呼ばれる食べ応え十分なたらば
がに、それぞれの旨みをご堪能ください。がに、それぞれの旨みをご堪能ください。

北海道を代表する海の幸、
毛ガニが入ったセット

脂がのってジューシーな味わいで高
級魚といわれるのどぐろをはじめ、
甘みと旨みの濃い白いかや宍道湖
のしじみなど、人気の商品を詰め合
わせました。

厳選した原料を、マイナス1℃で半日
程度ゆっくり干し上げる、氷温乾燥と
いう方法で干していますので、魚の水
分が残り、旨味がしっかりと味わえま
す。秋鮭は北海道の味覚。身の締まっ
た原料を厳選し、甘めの塩で鮭本来
の旨みを引き立てています。

製造者：（有）渡邊水産

製造者：（株）まるとみ吉川水産

5,300円 /税込 5,724 円

5,400円 /税込 5,832 円

PW-33

PW-35

1 セット

1セット

出雲干し干物セット

氷温干物セット

山陰で獲れた、お勧めの魚貝を
厳選してお届け

魚本来の旨みが詰まった魚本来の旨みが詰まった
セットですセットです



開封前 13 日開封前 13 日消費期限（冷蔵）

畜 産 物

抗生物質不使用、遺伝子組み換えフリーの自家製飼料抗生物質不使用、遺伝子組み換えフリーの自家製飼料
を与えて、生まれた時から出荷まで一貫生産で取り組を与えて、生まれた時から出荷まで一貫生産で取り組
んでいます。黒毛和牛とホルスタイン種のかけ合わせんでいます。黒毛和牛とホルスタイン種のかけ合わせ
のため、柔らかくて甘みのある味わいが楽しめます。のため、柔らかくて甘みのある味わいが楽しめます。

北海道の十勝にある大野ファームで
安心安全にこだわって育てたみらい黒牛

自然飼育でのびのび育ったかごしま森の黒豚
脂の旨味が特徴の貴重なお肉です

130g ×4 枚130g ×4 枚
100g ×3 枚100g ×3 枚

ロースステーキロースステーキ
ミルフィーユステーキミルフィーユステーキ

製造者：（有）三清屋

9,5009,500円円 // 税込税込 10,26010,260 円円

山あいの森林の中に放牧し、自然に近い環境の中で、有機飼料をできるだ山あいの森林の中に放牧し、自然に近い環境の中で、有機飼料をできるだ
け多く与えて、安心・安全にとことんこだわり育てたかごしま森の黒豚。豚肉け多く与えて、安心・安全にとことんこだわり育てたかごしま森の黒豚。豚肉
特有の臭みが無く、さっぱりとして自然な甘みのある脂身と、赤身の旨味の特有の臭みが無く、さっぱりとして自然な甘みのある脂身と、赤身の旨味の
強いのが特徴です。強いのが特徴です。

販売者：木次乳業(有)

130g × 8個

4,2004,200円円 // 税込税込 4,5364,536 円円

島根・奥出雲地域で産地放牧された
ブラウンスイス牛100％使用のハンバーグ
副原料にもこだわり、国内で副原料にもこだわり、国内で
有機栽培した玉ねぎ・小麦粉、有機栽培した玉ねぎ・小麦粉、
きすき平地飼育有精卵を使用きすき平地飼育有精卵を使用
しています。しています。

冷

製造者：(株)Meat Factory
7,0007,000円円 // 税込税込 7,5607,560 円円

PW-37

400g
みらい黒牛（国産）特選スライスみらい黒牛（国産）特選スライス

6

●消費期限(冷蔵)：製造日含め4日
※ご注文から約1週間でお届けします。

ドイツマイスター直伝の伝統製法で熟成・燻煙して作った
ハム・ソーセージの詰め合わせです

製造者：(株)Meat Factory

PW-40
ミートファクトリーギフト「奏」
1 セット

5,300円 /税込 5,724 円

冷

310g310g
90g90g
90g90g
90g90g

180g180g

デリシャスロースハムデリシャスロースハム
ハーブソーセージ ハーブソーセージ 
荒挽きソーセージ 荒挽きソーセージ 
ウィンナーソーセージウィンナーソーセージ
ミートローフブロックミートローフブロック

310g310g
90g90g
90g90g

デリシャスロースハムデリシャスロースハム
荒挽きソーセージ荒挽きソーセージ
ハーブソーセージハーブソーセージ

製造者：(株)Meat Factory

PW-39
ミートファクトリーギフト「華」
1 セット

7,100円 /税込 7,668 円

冷 熟成させたデリシャスロースハム、熟成させたデリシャスロースハム、
牛肉と豚肉の絶妙なコンビネーショ牛肉と豚肉の絶妙なコンビネーショ
ンのミートローフ、肉汁たっぷりンのミートローフ、肉汁たっぷり
のソーセージ各種の贅沢な詰合せ。のソーセージ各種の贅沢な詰合せ。
Meat Factory 手作りの美味しさを存Meat Factory 手作りの美味しさを存
分に味わっていただけます。分に味わっていただけます。

販売者：(株)ビオ・マーケット

PW-41
有機牛のしぐれ煮詰合せ
60g × 3本

5,400円 /税込 5,832 円

北里八雲有機牛と、有機生姜をこだわりの調味料で炊きあげました。北里八雲有機牛と、有機生姜をこだわりの調味料で炊きあげました。
ここでしか買えないオリジナルの商品です。ここでしか買えないオリジナルの商品です。

ごはんのお供におつまみに
希少な国産有機牛のしぐれ煮です

ブラウンスイス
ハンバーグ8 個セット

凍PW-43

かごしま森の黒豚ステーキセットかごしま森の黒豚ステーキセット
凍PW-42

1 セット

開封前 13 日開封前 13 日消費期限（冷蔵）

ボリュームたっぷりの贅ボリュームたっぷりの贅
沢なデリシャスロースハ沢なデリシャスロースハ
ム、スモークの香りと荒ム、スモークの香りと荒
挽きの食感が楽しめる荒挽きの食感が楽しめる荒
挽きソーセージ、ハーブ挽きソーセージ、ハーブ
の彩りにチーズの旨味がの彩りにチーズの旨味が
加わったハーブソーセー加わったハーブソーセー
ジの詰め合わせです。ジの詰め合わせです。

製造者：(株)Meat Factory 

冷PW-38
みらい黒牛（国産）特選焼肉
500g 8,000円 /税込 8,640 円
消費期限(冷蔵):製造日含め4日
※ご注文から約1週間でお届けします。

大野ファームでは哺育期（生後１ヶ月～２ヶ月）の人工乳からも抗生物質を排除し、生涯大野ファームでは哺育期（生後１ヶ月～２ヶ月）の人工乳からも抗生物質を排除し、生涯
飼料が抗生物質・抗菌剤の無添加で育てられる、日本では稀な健康飼育を貫いていま飼料が抗生物質・抗菌剤の無添加で育てられる、日本では稀な健康飼育を貫いていま
す。飼料はNon-GMO（非遺伝子組み換え）のものを乳酸菌発酵させ、牛の健康増進をす。飼料はNon-GMO（非遺伝子組み換え）のものを乳酸菌発酵させ、牛の健康増進を
心がけています。また牧草、麦わら、稲わらの粗飼料は自家産を主に、牛糞堆肥との交換心がけています。また牧草、麦わら、稲わらの粗飼料は自家産を主に、牛糞堆肥との交換
で100％地域内自給でまかない自然の循環系をも守り育てる努力をしています。で100％地域内自給でまかない自然の循環系をも守り育てる努力をしています。

大野ファーム大野ファームミートファクトリーの

みらい黒牛
ホルスタイン

×
黒毛和牛



インターネットからのお申込みはコチラのサイト　＞＞＞  ht tps://takuhai .biomarche.jp/app/special /gi f t

 ●表示価格には送料が含まれています。

●お届けは一部の生産・加工品を除いて、ご注文をいただいてから7 日～10 日前後の発送となります。

●見本写真に使用した盛り付け用の器などは、商品には含まれません。　●商品は、生産者もしくは製造者からの直送となります。　

●お届け日の指定はお受けできません。　●数量限定商品は、無くなり次第注文を締めきらせていただきます。あらかじめご了承ください。

イズモ・ラ・ルージュ
プロボローネ・チーズ
カマンベールチーズ

180ｇ×1 個
190ｇ×1 個
120ｇ×1 個

※カマンベールチーズ

島 根 県 奥 出 雲 の酪 農 家た島 根 県 奥 出 雲 の酪 農 家た
ちが育てた牛の良質な生乳ちが育てた牛の良質な生乳
を 使 い、丹 精 込めて 手 作りを 使 い、丹 精 込めて 手 作り
したナチュラルチーズです。  したナチュラルチーズです。  
3 種類のチーズの詰め合わせ3 種類のチーズの詰め合わせ
ですので、それぞれの個性をおですので、それぞれの個性をお
楽しみください。楽しみください。

奥出雲の自然から生まれた奥出雲の自然から生まれた
ナチュラルチーズナチュラルチーズ

製造者：木次乳業(有)

4,600円 /税込 4,968 円
1 セット

冷PW-45
木次ナチュラルチーズ
3 個セット

オ ー ガ ニ ッ ク 先 進 国 で あ る
キューバで採取したクセがなく
豊かな香りとコクが特徴の有機
百花蜂蜜と、養蜂大国ルーマニ
アで採取したふくよかな香りと
上品な甘さが特徴の有機アカシ
ア蜂蜜のセットです。

料理におすすめの百花蜂蜜料理におすすめの百花蜂蜜
クセがなくあっさりとしたアカシア蜂蜜クセがなくあっさりとしたアカシア蜂蜜

製造者：山田養蜂場

4,500円 /税込 4,860 円
有機百花蜂蜜
有機アカシア蜂蜜

200g ×2 個
200g ×1 個

有機百花・
アカシア蜂蜜セット

PW-44

1 セット

みんなに味わってほしい、みんなに味わってほしい、
月ヶ瀬健康茶園のお茶月ヶ瀬健康茶園のお茶
急 須でもマグボトルでも、
リーフで淹れたお茶と変わ
らない味わいが楽しめます。
ティーバックに合う茶葉を選
定し、華やかで豊かな香りが
楽しめます。

販売者：(株)月ヶ瀬健康茶園

3,500円 /税込 3,780 円

ティーバッグギフト
煎茶& 和紅茶
1 セット

PW-46
※写真は※写真は
　　有機和紅茶です。有機和紅茶です。

有機和紅茶  ティーバッグ
2g ×20P

有機煎茶 ティーバッグ
2g ×20P

プロの焙煎職人がビオ・マ
ルシェオリジナルブレンド
で焙煎した珈琲です。飲み
やすく仕上げています。

京都の老舗が
厳選した珈琲豆

販売者：(株)ビオ・マーケット

有機コーヒーセット
1 セット

3,700円 /税込 3,996 円

PW-47

有機珈琲マイルド粉
200g ×2 袋

有機珈琲ヨーロピアン粉
200g ×1 袋

◆ご注意ください。

2021.10/4（月)～12/17（金)

お申し込みの締め切りは、
12 月17 日（金）とさせていただきます。

承り期間 マークは冷凍でお届けします。凍
マークは冷蔵でお届けします。冷

「ビオ・マルシェ」私たちと生産製造者が共に作り上げたオリジナルブランドです。

    国の基準に従って、農薬や化学肥料などの化学物質や遺伝子組換え技術に頼らず、自然界の力で生産された食品です。

蜂蜜・乳製品・飲料


