
草木萌動
（そうもくめばえいずる）

【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]

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・有機ラディッシュ：寒波の影響による生育の遅れのため出荷量が少ない状況です。
・有機レタス：寒波の影響による生育の遅れのため出荷量が少ない状況です。
・有機青じそ：寒波の影響による生育の遅れのため出荷量が不安定な状況です。 
・有機ルッコラ：寒波の影響による生育の遅れのため出荷量が不安定な状況です。
・生椎茸： 寒波により椎茸が凍結したため出荷量が減少しております。
・有機キウイフルーツ：出荷検品時に過熟果が見られたため少量欠品となりました。
■新玉葱の出荷について ＜ご案内＞

[日配・加工品]
・鶏もも肉のパイ包み：在庫終了のため欠品となりました。

有機 人参　　　　 約600ｇ 熊本 吉水農園 有機 ごぼう        約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 新じゃが芋　約300ｇ 鹿児島 かばた農園 有機 青葱　　　　 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み 　

有機 長芋          約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 大根            1/2本 長崎 吾妻旬菜

有機 葉玉葱　　      　1束 和歌山 ファームゆうき 有機 小松菜　　　　　 1束 三重 木村貢さん

有機 紅くるり　　　　　 1本 香川 さぬき有機 有機 水菜                1束 和歌山 ビオランド

有機 ブロッコリー      １個 鹿児島 かごしま有機生産組合 しめじ　　　　約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター

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 清見オレンジ 約500ｇ 熊本 福島柑橘園

有機 クレソン      　1パック 宮崎 甦る大地の会 有機 平飼い卵　　  　 6個 山梨 黒富士農場

有機 葉玉葱　　      　1束 和歌山 ファームゆうき 有機 人参　　　　 約500ｇ 長崎 川内農園 豊作増量

有機 紅くるり　　　　　 1本 香川 さぬき有機 有機 長芋          約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 ブロッコリー      １個 鹿児島 かごしま有機生産組合 有機 白葱　　　　 約300ｇ 鹿児島 アビオスファーム

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 紅くるり　　　　　 1本 香川 さぬき有機

有機 クレソン      　1パック 宮崎 甦る大地の会 有機 セロリ　　　　1パック 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 バナナ　　　 約300g エクアドル セリアマリア農園 有機 クレソン      　1パック 宮崎 甦る大地の会

有機 はっさく　　　約500ｇ 熊本 肥後あゆみの会 有機 水菜                1束 和歌山 ビオランド

有機 不知火　　　約500ｇ 広島 中原観光農園 えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS

有機 バナナ　　　 約300g エクアドル セリアマリア農園

◇おすすめコーナー◇

・・・　今週の配布物　・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ212号 ・お届け情報（本紙） ・
bioweekly210 ・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 ◇３月以降の商品
価格改定についてのお知らせ・有機九条葱：積雪の影響で葉が傷む等の品質不良を起こしており、状況の回復がみられないため

今季終了となりました。

　

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

3月2日（水） 足もとや庭木の先にほんのりと薄緑に色づく芽が見られる頃。やわらかい春の日差しの
中、草木が芽吹き、新しい命が生まれます。

☆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。

有機葉玉葱・有機紅くるり・有機ブロッコリー・有機ほうれん草・有機ｸﾚｿﾝ1
ﾊﾟｯｸ

※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：有機白葱（出荷検品時に黄変等の品質不良が見られたため数量が揃いませんでした。） 有機ﾆﾗ（寒波の影響による生育の
遅れのため出荷量が少ない状況です。） 有機ほうれん草（寒波の影響による生育の遅れのため出荷量が少ない状況です。）

●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）：有機白葱約300ｇ⇒有機葉
玉葱 有機ﾆﾗ約100ｇ⇒有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 〇いきいきｾｯﾄ：変更ございません。 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ほうれん草⇒有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ

　今週のおすすめは、「有機米使用いなり寿司」： 契約農家の有機米で作ったすし飯を、国産有機大豆を使った油揚げに詰めて作った冷凍の手作り
のいなり寿司です。有機米酢や洗双糖など、調味料にもこだわっています。冷凍のまま電子レンジで加熱し、常温に置いてからお召し上がりください。
春のお彼岸にぜひご利用ください。 （ｶﾀﾛｸﾞ212号 P4 お買い得価格でご案内しております。）

・おもちゃ箱 ｵｰｶﾞﾆｯｸｲﾝｽﾀﾝﾄｽﾊﾟｲｽ他・ｱﾙﾁｪﾈ
ﾛ 有機ｴｷｽﾄﾗ・ｳﾞｧ-ｼﾞﾝ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ他 ・ﾌﾟﾛｽﾍﾟ
ﾘﾃｨ あゝ懐かしの喫茶店風有機ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｿｰｽ
ｾｰﾙ他 ・DIONY WINE 季節のおすすめﾜｲﾝ他 ・
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｲｸﾘｰﾑ他 ・華密恋 薬用入
浴剤他 ・ﾊｰﾄ ｵｰｶﾞﾆｯｸ寝具

◎「今週、お届けのカタログ212号の見どころ
は・・・」　おうち薬膳で 春のデトックス 「和食薬
膳」を伝える 大東清美先生に教えていただきま
した。(^^♪（P3）と選ぶなら、環境にやさしい石
けん！天然油脂を使ったｼﾝﾌﾟﾙな石けんづくり
のハイネリーをご紹介いたします。（裏表紙）

☆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]

　例年にない連日の冷え込みのため生育不良を起こしており出荷量が少ない状況です。不足を回避
するため一部ヒネ玉ねぎ「きたみらい農業協同組合」でのお届けをさせていただきます。

・ﾛｰｻﾞﾓｽｸｴｰﾀ ﾄﾅｰ 100ML：メーカーにて、ブランド自体が販売終了となってしまったため在庫無くなり
お届けができませんでした。



[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本・有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯｸ・有機水菜・有機生姜約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]　有機白葱約300ｇ・有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ
（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．211　お届け期間　　3/7～3/11

多菜セット【9996】 有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯｸ・有機水菜・有機生姜約100ｇ・有機人参約500ｇ・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】
有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯｸ・有機水菜・有機生姜約100ｇ・ふじ2個・有機清見ｵﾚﾝｼﾞ約500ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機人参約300ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯｸ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・有機葉にんにく・有機不知火2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】有機ごぼう約200ｇ・有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾊﾟｾﾘ1束・しめじ約150
ｇ・有機不知火2個本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．212　お届け期間　　3/14～3/18

多菜セット【9996】 有機白葱約300ｇ・有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機新玉葱約400ｇ・有機人参約500
ｇ・有機新じゃが芋約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・有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・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　

※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。

　有機甘夏：香川県・さぬき有機：宮下さん畑があるのは瀬戸内に面した瀬戸大橋の麓。潮の香りが漂う暖かい土地、香川県坂出市です。もとは慣行
栽培の農家だった宮下さん。近所の農家さんが農薬の薬害で倒れたことをきっかけに、約40年前から有機栽培に取り組みようになりました。

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】 有機長芋約200ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約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】有機人参約300ｇ・有機新じゃが芋約300ｇ・有機白葱約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機水菜・有機生姜約70
ｇ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・ふじ1個本体価格\2,152/税込￥2,324　


