
行く秋（ゆくあき）

【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：生育期に気温が低かったため生育不良を起こしております。

[日配・加工品] ※年末・年始お届け（日程ご案内）カレンダー
・国産有機八穀米：原料不足のため製造が止まっております。 ◇お友だち紹介ｷｬﾝﾍﾟｰﾝご案内

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

＜ご案内＞

有機 人参　　　　 約400ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合 有機 人参　　　　 約300ｇ 北海道 ちいむれグロリア農園

有機 金時芋　　　約400ｇ 香川 さぬき有機 有機 安納芋　　　約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合 　

有機 里芋　　　　 約400ｇ 長崎 吾妻旬菜 有機 ほうれん草  　   1束 島根 赤江・オーガニックファーム

有機 サニーレタス      １個 長野 塩尻有機栽培研究会/高坂農園 有機 ニラ　　　　   約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 ぐり～んは～と 有機 サラダ菊菜　　　１束 島根 ぐり～んは～と

有機 水菜                1束 島根 赤江・オーガニックファーム/やさか共同農場 有機 南瓜(小）　　  1/2個 北海道 富良野 百・我 規格・量目変更

有機 クレソン　　　 約30ｇ 宮崎 甦る大地の会 有機 バナナ　　　 約500g エクアドル セリアマリア農園

えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS 平飼い卵　　  　 6個 和歌山 蒼生舎

有機 サニーレタス      １個 長野 塩尻有機栽培研究会/高坂農園 有機 人参　　　　 約300ｇ 北海道 ちいむれグロリア農園

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 ぐり～んは～と 有機 ごぼう        約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 水菜                1束 島根 赤江・オーガニックファーム/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 クレソン　　　 約30ｇ 宮崎 甦る大地の会 有機 小松菜　　　　　 1束 愛知 野菜の城

えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS 有機 ニラ　　　　   約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

王林                1個 青森 ナチュラル農究 防除　　22回 有機 菊菜　　　　　　　1束 島根 赤江・オーガニックファーム

富有柿　　　約900ｇ 奈良 王隠堂農園 防除　　8回 有機 南瓜(小）　　  1/2個 北海道 富良野 百・我 規格・量目変更

有機 キャベツ　　　 1/2個 宮崎 野口オーガニックファーム

有機 みかん　　　 約300ｇ 和歌山 九鬼オレンジファーム

◇おすすめコーナー◇

・・・　今週の配布物　・・・

☆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]

・ｶﾀﾛｸﾞ149・150合併号 ・お届け情報（本紙） ・
bioweekly147 ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表
/・ｵｰﾌﾞﾘｰ化粧品ご注文表 ・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 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注
文表  ☆ﾍﾞｯｶﾗｲ･ﾖﾅﾀﾝのシュトーレン ☆ｸﾘｽﾏｽ
ｹｰｷ事前予約申込ご注文表

・ｵｰｶﾞﾆｯｸの先駆者 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ﾊﾟｽﾀ他 ・お
もちゃ箱 ｿﾞﾈﾝﾄｱ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾊｰﾌﾞﾃｨ他 ・DIONY
WINE 赤ﾜｲﾝ売れ筋掲載品ﾗﾝｷﾝｸﾞ他  ・ｱｰｸ＆ｴ
ｺ 楠の木のﾁｶﾗで防虫対策他 ・こだわり職人の
逸品 meiji BN菌「ほっといて」ｼﾘｰｽﾞ他 ・ﾗｲﾌﾞｺｯ
ﾄﾝ ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ衣料 ・ｱｰﾙ･ｴｯﾁ･ｴｽ 暖房機ﾍ
ﾘﾃｲｼﾞﾋｰﾀｰ

◎「今週、お届けのカタログ149・150合併号の見どころは・・・」　12/8は有機農業の日 ｵｰｶﾞﾆｯｸの畑
からつながる食卓 各地の有機農家さんのｺﾒﾝﾄ、有機の畑が見える ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪ ｵﾘｼﾞﾅﾙ商品をご案
内します。(P4・P5) と人気商品 合併号特別ｾｰﾙ この機会にぜひご利用ください。(^^♪（裏表紙）

　

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

11月16日（火） 秋が去っていくのを惜しむ言葉。落ち葉や木の実など、その秋の終わりを感じて別れを惜し
む感情を表現したもの。

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

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。

有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機水菜・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・えのき約100ｇ
※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：有機小かぶ（生育期に気温が低かったため生育不良を起こしております。） 有機白葱（雨不足により生育不良を起こしており
ます。） 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ（天候が不安定なため色づきに遅れがでてお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：変更ございません。） 共通項目（基本野菜ｾｯﾄ）： 有機小かぶ⇒有機水菜
○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：有機白葱約300ｇ⇒有機青葱約100ｇ 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ⇒有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個

　今週のおすすめは、「有機アールグレーティー」 稀少な国産有機紅茶葉を使ったアールグレイティーで、ベルガモットの柑橘系の香りが口の中に広
がります。日本では最初の国産有機茶葉使用のアールグレーティーです。（ｶﾀﾛｸﾞ149・150合併号 P30 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]　有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機坊ちゃん南瓜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・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]　有機白葱約300ｇ・有機小かぶ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機いんげん約50ｇ・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

◇「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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

カタログＮＯ．148　お届け期間　　11/22～11/26

多菜セット【9996】 有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機坊ちゃん南瓜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・しめじ約150ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約
600ｇ・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】 有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機坊ちゃん南瓜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・しめじ約150ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・有機みかん約1
㎏本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】
有機玉葱約300ｇ・有機里芋約300ｇ・有機大根1本・有機ﾐﾆ白菜・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機小松菜・ふじ1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】有機里芋約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機生椎茸(菌床)1
ﾊﾟｯｸ・ふじ1個・有機柚子約300ｇ本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．149　お届け期間　　11/29～12/3

多菜セット【9996】 有機白葱約300ｇ・有機小かぶ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機いんげん約50ｇ・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機じゃが芋
約400ｇ・有機さつま芋約500ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808　

フルーティーセット【9997】
有機白葱約300ｇ・有機小かぶ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機いんげん約50ｇ・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・ﾗ･ﾌﾗﾝｽ1個

本体価格\2,600/税込￥2,808　

※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。

　有機れんこん：熊本：福島正明さん：福島さんの蓮田は熊本県の真ん中、宇城市橋長にあります。松橋町は古くから池や海岸沿いの湿地を利用して
栽培されてきた、れんこん産地です。長年土つくりした肥沃な土と、きれいな水、温暖な気候にはぐくんだ有機れんこん。もっちりと糸を引きながらもシャ
キシャキとした食感と優しい甘みがたまりません！

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。

いきいきセット【9998】 有機人参約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機南瓜1/2個・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・しめじ約150ｇ・有機みかん約300
ｇ・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】有機玉葱約300ｇ・有機さつま芋約300ｇ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機いんげん約50
ｇ・えのき約100ｇ・有機みかん約300ｇ本体価格\2,152/税込￥2,324　


