名古屋地区

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

短冊に歌や字を書いて、書道の上達を祈った 七夕 の行事に因んだ「文披月（ふみひらづ
き）」が転じたものといわれています。また、穂が見えるようになる頃であることから「穂見月
（ほみづき）」が転じたという説もあります。「ふづき」とも読みます。
・・・ 今週の配布物 ・・・
【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。
・ｶﾀﾛｸﾞ130号 ・お届け情報（本紙） ・
bioweekly128 ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表
・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ化粧品ご注文表 ☆季節の手しごと
[農産品]
新生姜を漬けよう
・有機ブロッコリー：虫害と根こぶ病の発生が見られるため出荷量が不安定な状況です。
・有機南瓜：生育期に雨が多かったため収穫前の南瓜に傷みが見られ出荷量が減少しております。 ＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・おもちゃ箱 有機ハーブティー定期便 ・ﾄﾞｸﾀｰ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ 有機ﾊﾟﾝｹｰｷﾐｯｸｽ ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格！
・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｽﾃﾊﾟｯｸ ・ｱﾚｯﾎﾟの石鹸 全
身洗えます‼ ・ｱｰｸ＆ｴｺ 洗濯槽クリーナー他
[日配・加工品]

7月5日（月）

七月

文月（ふみづき）

・欠品はございません。
【ご案内】
お買い得で心も体も健康に「にんじんジュース同好会」部員募集中！ 詳しくは窓口まで
＜お詫び・訂正＞ ｶﾀﾛｸﾞNo.129 P8 掲載の「有機ﾙﾋﾟｱﾚｯﾄﾞ」の商品名が誤っておりました。正しくは
「有機ﾒﾛﾝ(赤肉)」となります。お詫びして訂正致します。商品説明に誤りはございません。

＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ130号の見どころ
は・・・」 おうち時間を充実させるアイテム「暮ら
しを楽しむ」おすすめ商品10選で、おうち時間を
楽しみましょう。(^^♪をご案内します。（P5）

☆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 長崎 供給センター長崎

有機 人参

約500ｇ 長崎 吾妻旬菜

有機 小松菜

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 水菜

1束 奈良

有機 小松菜
有機 モロヘイヤ
有機

1束 島根 やさか共同農場
約50ｇ 滋賀

きゅうり（四葉きゅうり）2本

垣見農園

京都 かみむら農園

有機 ごぼう

約100ｇ 熊本

吉水農園

有機 枝豆

約200ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 ピーマン

約120ｇ 岡山

永田康二さん

有機 サンゴールドキウイ2個

有機 モロヘイヤ
有機

きゅうり（四葉きゅうり）2本

垣見農園

京都 かみむら農園

約100ｇ 熊本

有機 枝豆

約200ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機

ゆうきだいすきセット[9994]

サンゴールドキウイ３個

吉水農園

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

ゼスプリ

コロンビア

サンタマルタ農園

有機 バナナ

約500g

有機 ピーマン

約120ｇ 岡山

有機 ごぼう

永田康二さん

約200ｇ 宮崎 霧島オーガニック

多菜・フルー 有機 大根
ティーセット
共通項目 有機 レタス
[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 ミニトマト

ゼスプリ

価格補填

1束 島根 やさか共同農場
約50ｇ 滋賀

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

6個 和歌山 蒼生舎

平飼い卵

フルーティーセット[9997]
有機 小松菜

山口農園

1本 長野 高坂農園
有機 ズッキーニ
多菜・フルー 有機 ミニトマト
約80ｇ 熊本 吉水農園
ティーセット
約120ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
共通項目 有機 ピーマン
[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 ミニトマト

約200ｇ 宮崎 霧島オーガニック

有機 つるむらさき
有機 南瓜

価格補填

1/2本 北海道 オーガニック新篠津
1個 長野

塩尻有機栽培研究会

1束 大阪

原田ふぁーむ

1/4個 宮崎 健康農園萩原

有機 ピーマン

約120ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 生姜

約100ｇ 長崎

有機 青じそ
有機 バナナ

10枚 愛媛

約300g

コロンビア

夢有民農場
生々農園
サンタマルタ農園

※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)
有機小松菜・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機きゅうり（四葉きゅうり）2本・有機ﾐﾆﾄﾏ ※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。
ﾄ約100ｇ・有機枝豆約200ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ（価格補填）
※セット変更のお知らせ：有機ｻﾆｰﾚﾀｽ（畑で雨による傷みが出ているため出荷量が減少しております。） 有機ｷｬﾍﾞﾂ（日照不足と例年より気温が上が
らず生育不良を起こしております。） 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（虫害と根こぶ病の発生が見られるため出荷量が不安定な状況です。） 有機ﾄﾏﾄ（天候が不安定なた
め色づきに遅れがでております。）

●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）：有機ｻﾆｰﾚﾀｽ⇒有機小松
菜 ●いきいきｾｯﾄ：有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個⇒有機小松菜 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ⇒有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ 有機ﾄﾏﾄ1個⇒有機南瓜1/4個
◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは、「豚ロース西京漬」 ジューシーな放牧豚のロース肉を、やさか共同農場の有機白味噌を使った特製味噌に漬け込み熟成させま
した。味噌の奥深い旨みと豚肉の甘みが合わさり、ごはんがすすむ逸品です。ビオ・マーケットおすすめの一品です。ぜひ一度お試しください。（ｶﾀﾛｸﾞ
130号 P3 夏のｽﾋﾟｰﾄﾞﾒﾆｭｰ（お買い得価格）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．129 お届け期間

7/12～7/16

多菜セット【9996】

有機大根1/2本・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ(2L）1個・有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機赤玉葱約500ｇ・有機人
本体価格\2,600/税込￥2,808 参約400ｇ・有機長芋約200ｇ
フルーティーセット【9997】 有機大根1/2本・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ(2L）1個・有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ）4個・有機
本体価格\2,600/税込￥2,808 ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ
いきいきセット【9998】

有機大根1本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機きゅうり2本・有機とうもろこし・有機枝豆約200ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・平
本体価格\2,600/税込￥2,808 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・有機青葱約100ｇ・有機小松菜・有機きゅうり2本・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾋﾟ-ﾏﾝ約80ｇ・有機とうもろこし・有
本体価格\2,152/税込￥2,324

機枝豆約200ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)2個

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機大根1/2本・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ(2L）1個・有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

カタログＮＯ．130 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】

7/19～7/23

有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機とうもろこし・有機玉葱約600ｇ・有機じゃが芋約500ｇ・有
機南瓜1/4個
有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機とうもろこし・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・すもも約500ｇ

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

有機長芋約200ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機つるむらさき・有機南瓜1/4個・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・すもも約200ｇ・平飼い卵6
個ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機赤玉葱1個・有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(L)1個・有機ししとう約50ｇ・有機生椎茸
本体価格\2,152/税込￥2,324

(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機とうもろこし

（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。
◇「7月・8月お届け予定の野菜・果物」 産地からのご案内
有機カンコン菜（空心菜）：兵庫：ワタミファーム 中華料理やタイ料理でお馴染みのカンコンサイ。実はβカロテンやビタミンC、またミネラル類も豊富
に含まれていると言われる栄養満点のお野菜です。カンコンサイならではの、鮮やかな緑の色合いとシャキシャキとした歯ごたえを楽しむなら、さっと炒
めて。柔らかい葉の部分はサラダにもおすすめです。

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（

）

