
炎天（えんてん）

【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]
・有機ビーツ：天候不良のため生育に遅れが見られます。
・有機キャベツ：高温と干ばつのため生育不良を起こしております。 ＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・有機ブロッコリー：間もなく終了となるため出荷量が減少しております。
・有機ほうれん草：高温の日が続いているため生育不良を起こしております。
・有機パクチー：暑さによる芯枯れがみられるため出荷量が減少しております。

[日配・加工品]
・焼き鮎：期間限定取扱商品の為、在庫無くなり終了となりました。 ＜お知らせ＞

・ｶﾀﾛｸﾞ№133・134のﾒｰｶｰ夏季休業について
■カタログNo.134 「有機北里八雲牛 小間切」の商品画像誤掲載のお詫びと訂正

＜ご案内＞

有機 人参　　　　 約400ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会 有機 とうもろこし　　　1本 熊本 肥後あゆみの会

有機 じゃが芋　　約400ｇ 香川 Blue farm 有機 小松菜又は山ほうれん草１束 島根 やさか共同農場 　

有機 長芋          約200ｇ 青森 みちのく有機共同農場 有機 モロヘイヤ    約50ｇ 島根 赤江オーガニックファーム

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場 有機 パプリカ　　　　　1個 佐賀 アビオスファーム

有機 ズッキーニ　　　 1本 長野 吉沢文隆さん 有機 オクラ　　　　約100ｇ 京都 かみむら農園

有機 ミニトマト  　 約150ｇ 北海道 オーガニック新篠津 有機 黒豆枝豆　  約200ｇ 富山 小原営農センター

有機 ピーマン   　約120ｇ 岡山 永田康二さん 有機 バナナ　　　 約300g エクアドル セリアマリア農園

有機 ベビーリーフ　約30ｇ 広島 寺岡有機農場 平飼い卵　　  　 6個 和歌山 蒼生舎

有機 とうもろこし　　　1本 熊本 肥後あゆみの会 豊作ｻｰﾋﾞｽ 有機 トマト　　　　　　  2個 長野 温ふぁーむ 豊作ｻｰﾋﾞｽ

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場 有機 人参　　　　 約300ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合

有機 ズッキーニ　　　 1本 長野 吉沢文隆さん 有機 じゃが芋　　約300ｇ 熊本 吉水農園

有機 ミニトマト  　 約150ｇ 北海道 オーガニック新篠津 有機 小松菜　　　　　 1束 島根 赤江・オーガニックファーム

有機 ピーマン   　約120ｇ 岡山 永田康二さん 有機 モロヘイヤ    約50ｇ 島根 赤江・オーガニックファーム

有機 ベビーリーフ　約30ｇ 広島 寺岡有機農場 有機 ズッキーニ　　　 1本 長野 吉沢文隆さん

有機 バナナ　　　 約300g エクアドル セリアマリア農園 有機 トマト　　　　　　  6個 熊本 肥後あゆみの会 豊作増量

すもも　　　　約500ｇ 山梨 勝沼平有機果実組合 防除　　9回 有機
ししとう約50ｇ又は
まんがんじ唐辛子約100ｇ

鹿児島
京都

かごしま有機生産組合
長澤有機農業塾

有機 とうもろこし　　　1本 熊本 肥後あゆみの会 豊作ｻｰﾋﾞｽ しめじ　　　　約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター

有機 キウイフルーツ　2個 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ゼスプリ

有機 とうもろこし　　　1本 熊本 肥後あゆみの会 豊作ｻｰﾋﾞｽ

◇おすすめコーナー◇
　今週のおすすめは、「フルーツ寒天ジュレ」です。和歌山県産の温州みかんときよみを寒天で口当たりの良い柔らかめの食感に仕上げました。柑橘
の外皮、内皮を使っていないので苦味やえぐみがありません。お出かけにも便利なパックに入っており凍らせても美味しくお召し上がりいただけます。
（ｶﾀﾛｸﾞ134号 P5「夏のおやつﾀｲﾑに」でご案内しております。）

○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）：変更ございません。 ●いき
いきｾｯﾄ：有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ⇒有機とうもろこし 有機小松菜（一部）⇒有機山ほうれん草 有機枝豆約200ｇ⇒有機黒豆枝豆約200ｇ ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有
機ししとう約50ｇ（一部）⇒有機まんがんじ唐辛子約100ｇ

多菜セット[9996] いきいきセット[9998]

多菜・フルー
ティーセット
共通項目

[基本野菜セット]
も同一内容です。

フルーティーセット[9997] ゆうきだいすきセット[9994]

多菜・フルー
ティーセット
共通項目

[基本野菜セット]
も同一内容です。

[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)  ※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。

有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機ﾍﾞ
ﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機とうもろこし（豊作ｻｰﾋﾞｽ）

※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。

※セット変更のお知らせ：有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ（気温が高くなり高温の日が続いたため傷みが出ております。） 有機小松菜（出荷検品時に傷みが見られたた
め数量が揃いませんでした。） 有機枝豆（干ばつにより生育に遅れが見られます。） 有機ししとう（出荷検品時に傷みが見られたため数量が揃いませ
んでした。）

☆本日の野菜セットメニュー☆

　

名古屋地区　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

8月6日（金）
真夏の太陽がギラギラと照りつける大空のこと。直射日光が焼け付く感じでいたたまれな
い感じ。歩く人も途絶えて静かさを感じさせることも。1日中でもっとも暑いころは日盛り。鈍
よりと曇った風もなく暑くて汗がにじみでる不快指数が高い日中は油照りともいいます。

・・・　今週の配布物　・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ134号 ・お届け情報（本紙） ・
bioweekly132 ・ご注文用紙  ・日配品ご注文表/
ｽﾊﾟｲｽﾏﾙｼｪご注文表 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ化粧品ご注文
表

・ﾐﾄｸ 「ﾓﾝﾃｱｸﾛ」ｵｰｶﾞﾆｯｸﾜｲﾝ ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞ
ﾆｯｸ ｻﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀｰｸﾘｰﾑ他 ・ｴﾝﾊﾞﾗﾝｽ 鮮度保持
容器他 ・ｱｰｸ＆ｴｺ 洗濯槽ｸﾘｰﾅｰ他 ・ﾊｰﾄ 寝
具Summer決算SALE

№133：天恵水・ｱｰｸ＆ｴｺ（ｽﾎﾟｯﾄｸﾘｰﾅｰ、ﾗﾝﾄﾞ
ﾘｰｸﾘｰﾅｰ、超電水ﾄｲﾚｼｭｼｭ）・ｲｼｲﾌｰｽﾞ（ｷｬｯﾄ
ﾌｰﾄﾞ、ﾄﾞｯｺﾞﾌｰﾄﾞ）

№134：げんきタウン（ﾊﾟﾝ）・岡久蒲鉾店・四宮蒲
鉾店・東海産（うるめ刺し、ちりめん、釜あげしら
す、阿波の煮干）※生わかめは取扱いあり・金
子製麺・岩深水（登録商品も含む）

◎「今週、お届けのカタログ134号の見どころは・・・」　料理に大活躍！「人気調味料３選」をご案内し
ます。ｽﾀｯﾌおすすめのﾚｼﾋﾟもぜひお試しください。(^^♪（裏表紙）と「夏のおやつタイムに」今期最終
商品もお見逃しなく。（P5）

　No.134表紙に掲載の「有機北里八雲牛 小間切」の商品画像が「有機北里 肩ロースすき焼き用」の
画像になっておりました。お詫びとして訂正致します。



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機山ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機にがうり・有機ﾄﾏﾄ(S)2個・有機まんがんじ唐辛子約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]　有機ﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

◇「8月お届け予定の野菜・果物」 産地からのご案内

　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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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。

フルーティーセット【9997】
有機ﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・ﾃﾞﾗｳｪｱ約300ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機赤玉葱1個・有機小松菜・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ししとう約50ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)4個・平
飼い卵6個ﾊﾟｯｸ本体価格\2,600/税込￥2,808　

ゆうきだいすきセット【9994】有機赤玉葱1個・有機金時芋約300ｇ・有機長芋約200ｇ・有機山ほうれん草・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ししとう約50
ｇ・有機ｵｸﾗ約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)2個本体価格\2,152/税込￥2,324　

※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。

　有機黒豆枝豆：富山：小原営農センター：品種は、黒豆枝豆ならではの風味がぎゅっと凝縮された「たんくろう」。収穫の適期が3～4日間ほどしかない
ので、小原営農センターでは毎日畑を観察しながら、実際にスタッフが食べて「美味しい！」と思ったときに収穫をしています。期間限定出荷です。

ゆうきだいすきセット【9994】有機ごぼう約200ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ又は有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ｶﾝｺﾝｻｲ（空心菜）・有機きゅうり2本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約
100ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ又は有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機生椎茸(菌床）1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．134　お届け期間　　8/16～8/20

多菜セット【9996】 有機ﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機人参約400ｇ・有機長芋約200ｇ・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】 有機山ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機にがうり・有機ﾄﾏﾄ(S)2個・有機まんがんじ唐辛子約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)2個・
ﾃﾞﾗｳｪｱ約300ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機さつま芋約300ｇ・有機ｶﾝｺﾝｻｲ（空心菜）又は有機つるむらさき・有機きゅうり2本・有機冬瓜1個・有機ﾄﾏﾄ(Ｍ)2個・有機
ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・すもも約200ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ本体価格\2,600/税込￥2,808　

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．133　お届け期間　　8/9～8/13

多菜セット【9996】 有機山ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機にがうり・有機ﾄﾏﾄ(S)2個・有機まんがんじ唐辛子約100ｇ・有機赤玉葱約500ｇ・有
機人参約400ｇ・有機さつま芋約500ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　


