
有機 にんじん  約600g 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　 有機 にんじん 約400g 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　

有機 新じゃが芋約400g 鹿児島 島バナナの会 　 有機 白ねぎ 　約300g 鹿児島  アビオスファーム 　

有機 ごぼう　　 約200g 岩手 みちのく有機共同農場 　 有機 大根　　　　   1本 長崎 川内農園 　

有機 青ねぎ 　 約100g 高知 大地と自然の恵み  有機 水菜　　　　　１束 奈良 喜多  清文 　

有機 ブロッコリー　１個 長崎 吾妻旬菜 　 有機 ミニトマト  約120g 熊本  吉水農園  

有機 ほうれん草 　１束 大阪 成田ファーム 　 有機 ブロッコリー　１個 長崎 吾妻旬菜 変更

有機 生姜　  　約100g 長崎 夢有民農場 　 有機 はっさく　　約500g 広島 中原観光農園 　

　 えのき　　約100g 長野 よませＡＳＳ  有機 平飼い卵　 　６個 山梨 黒富士農場  

    　 　 　 　 　 　

有機 青ねぎ 　 約100g 高知 大地と自然の恵み  有機 にんじん 約300g 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　

有機 ブロッコリー　１個 長崎 吾妻旬菜 　 有機 白ねぎ 　約300g 鹿児島  アビオスファーム 　

有機 ほうれん草 　１束 大阪 成田ファーム 　 有機 セロリ　　　1パック 福岡 鳥越農園 　

有機 生姜　  　約100g 長崎 夢有民農場 　 有機 ほうれん草　 １束 大阪 成田ファーム 　

　 えのき　　約100g 長野 よませＡＳＳ  有機 水菜　　　　　　１束 和歌山  ビオランド 　

有機 バナナ　　約300g エクアドル セリアマリア農園 　 有機 ミニトマト  約80g 高知 大地と自然の恵み

転換 不知火（柑橘）約500g 熊本 肥後あゆみの会 　 有機 クレソン　　約30g 宮崎 甦る大地の会 　

有機 はるか（柑橘）約400g 広島 中原観光農園 　 　 しめじ　　約150g 和歌山  日高きのこセンター 　

　 　 　 　 　 有機 バナナ　　約300g エクアドル セリアマリア農園 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

有機 青ねぎ 　 約100g 高知 大地と自然の恵み  

有機 ブロッコリー　１個 長崎 吾妻旬菜 　

有機 ほうれん草 　１束 大阪 成田ファーム 　

有機 生姜　  　約100g 長崎 夢有民農場 　

　 えのき　　約100g 長野 よませＡＳＳ  

    　

※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。
※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。

【本日の野菜セット変更】
・有機ルッコラ50ｇ前後　⇒　有機ブロッコリー1個　（寒さの影響で生育が遅れているため。）

・・・　本日の野菜セット　・・・
多菜セット いきいきセット

フルーティーセット ゆうきだいすきセット

　基本野菜　セット  

有機野菜の宅配 ビオ・マルシェ

お届け情報

株式会社ﾋﾞｵ・マーケット
TEL:0120-66-1183
FAX:092-611-5462

http://www.biomarche.jp

2月16日(水）
【本日の野菜・加工品欠品情報】
・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。
少量・欠品となります。
・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。 少量・欠品となります。
・有機小かぶ ⇒　積雪の影響で葉が傷んでしまったため今季終了となりました。
・有機菜の花 ⇒　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。
入荷状況により少量・欠品となります。
・有機ケール ⇒　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。
今後も少量・欠品となります。
・有機北里八雲牛ひき肉⇒　メーカー欠品のため。
・黒糖パン（有機） ⇒　未入荷のため。
・ｵﾗｯﾁｪｶﾚｰﾙｩ(中辛) 230g ⇒　欠品　メーカー欠品のため 2月下旬入荷予定
・梅昆布茶 40g 欠品　在庫欠品のため 来週入荷予定。
・詰替ｵｰｶﾞﾆｯｸﾏｳﾝﾃﾝｺｰﾋｰ 80g 欠品　メーカー欠品のため 2月下旬入荷予定。

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ 　210号（B）
・お届け情報（本紙）
・ご注文用紙　210ｗ
・bioweekly　　208ｗ
・ロゴナ
・リマナチュラル   化粧品
・味噌チラシ：207ｗ～210ｗ
・味噌ノート:B4
・登録チラシ(戸田以外)
・ミトク食品　　　　　グラノーラ
・安間産業　　　　　消耗品　防災



にんにく2片　・　醤油200ml　・　だしパック1袋
保存用蓋付き瓶1個　・　お茶パック1パック

①　ニンニクの皮を剥き包丁で潰す　それを薄くスライスする。

②　スライスしたニンニクをお茶パックに入れて封をする。

③　だしパック、醤油を瓶に入れる。

④　冷蔵庫で1晩～浸け置きすれば美味しい。

※　簡単に味わえる食事として、卵かけご飯にかけると絶品。また、焼肉などのタレにも使
えます。

※　置けば置くほど味は濃くなるので継ぎ足しながら長い間楽しんでください。
ニンニク、だしパックは1ヶ月程度に1度新しいものに変えると良いです。

ゆうきだいすきセット 有機にんじん約300g　・　有機長芋約200g　・　有機白ねぎ　・　有機紅くるり　・　有機セロリ　・　有
機ほうれん草　・　有機水菜　・　えのき　・　有機バナナ約300g【9994】\2,324（冷蔵）

※天候や畑の状況で変更する事があります。ご注文前にセットメニューを確認されたい時は、お手数ですが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。

【浸け置きニンニク醤油】
　　※　簡単浸け置きニンニク醤油　♪

【材料】

基本野菜
有機白ねぎ　・　有機紅くるり　・　有機ほうれん草　・　有機ニラ　・　有機クレソン

　

いきいきセット 有機ごぼう約200g　・　有機青葱　・　有機大根1/2　・　有機小松菜　・　有機水菜　・　しめじ　・
有機清見オレンジ約500g　・　平飼い卵6個【9998】\2,808（冷蔵）

カタログＮＯ．210ｗお届け期間　2/28～3/1
多菜セット 有機にんじん約600g　・　有機新じゃが芋約300g　・　有機長芋約200g　・　有機白ねぎ　・　有機

紅くるり　・　有機ほうれん草　・　有機ニラ　・　有機クレソン【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット 有機白ねぎ　・　有機紅くるり　・　有機ほうれん草　・　有機ニラ　・　有機クレソン　　・　有機バナナ
約300g　・　有機はっさく約500g　・　有機不知火約500g【9997】\2,808（冷蔵）

いきいきセット 有機長芋約200g　・　有機ブロッコリー　・　有機セロリ　・　有機ほうれん草　・　有機生姜　・　えの
き　・　有機バナナ約300g　・　平飼い卵6個【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット 有機新じゃが芋約300g　・　有機ごぼう約200g　・　有機青葱　・　有機サニーレタス　・　有機小松
菜　・　有機スナップエンドウ　・　有機生姜　・　有機生椎茸（菌床）　・　ふじ（りんご）１個【9994】\2,324（冷蔵）

フルーティーセット 有機大根1/2　・　有機ブロッコリー　・　有機小松菜　・　有機水菜　・　有機にんにく　・　ふじ（りん
ご）2個　・　有機甘夏約800g【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜
有機大根1/2　・　有機ブロッコリー　・　有機小松菜　・　有機水菜　・　有機にんにく

　

●●●野菜セット予想メニュー●●●
カタログＮＯ．209ｗお届け期間　2/21～2/25

多菜セット 有機にんじん約500g　・　有機長芋約200g　・　有機ごぼう約200g　・　有機大根1/2　・　有機ブロッ
コリー　・　有機小松菜　・　有機水菜　・　有機にんにく【9996】\2,808（冷蔵）



京都 丹後王国ブルワリー

京都 すずめファーム

兵庫 耕す丹波農場

京都 オーガニックファーム大八木

京都 パープルファーム藤岡 　
京都 上村農園
京都 ワタミファーム
京都 エチエ農産
京都 杣田椎茸 北海道 上杉農園
京都 つくだ農園 北海道 朝倉　一也
京都 長澤有機農業塾 長澤有機農業塾 北海道 朝倉　睦男
奈良 横山秀夫 北海道 早坂農園
奈良 玉置　勝康 奈良県五条市滝町５４０ 北海道 富良野生産センター百我 北海道富良野市南麓郷３
奈良 志茂　裕三 奈良県御所市原谷９９ 北海道 鶴田農園 北海道余市郡仁木町東町６－４７
奈良 王隠堂農園 奈良県五条市霊安寺町良峯１５５４ 北海道 山中  哲也 北海道有珠郡大滝村字有徳７７
奈良 喜多  清文 奈良県御所市原谷８８ 北海道 生産センター新得 北海道川上郡新得町新内
奈良 下村　昭男 奈良県御所市原谷５０ 北海道 一心生産組合 北海道空知郡上富良野町松井牧場
奈良  滝グループ 奈良県御所市原谷88 北海道 当麻グリーンライフ 北海道上川郡当麻町伊香牛二区旭川  
奈良  野彩工房 奈良県宇陀市大宇陀区才ヶ辻 北海道 生産センター百我 北海道富良野市南麓郷３
奈良 山口農園 北海道 トミイチ 北海道旭川市永山町１０－１８３
奈良  陽光ファーム21 奈良県宇陀郡榛原町栗谷108 北海道 村上　武憲 北海道空知郡上富良野清富茨城県つくば市高須賀14

大阪 岸田の畑 北海道 一戸農場    北海道空知郡上富良野町一戸農場 北海道十勝郡浦幌町

大坂 原田ファーム 大阪府豊能郡能勢町倉垣１１７４ 北海道 十勝野菜村

大坂 永本  宣次　　　 大阪府岸和田市積川　　　 北海道  大塚　裕樹 北海道石狩郡新篠津村

大坂 門田 隆夫 大阪府豊能郡能勢町長谷３１ 北海道  きたみらい 北海道見市とん田東町617

大坂  中村農園 大阪府堺市東山54 北海道  きたみらい農業協同組合 

大阪 成田ファーム 北海道  北の湘南有機クラブ 

大阪 岸田の畑 北海道 北の湘南有機クラブ

兵庫 ワタミファーム 北海道 自然農法剣淵生産組合

兵庫 サンサンクラブ 兵庫県西淡町松帆志知川１５４ 北海道 畑のがんこもの組合

兵庫 氷上ポランの会 兵庫県氷上郡氷上町井中７９５ 北海道 オーガニック新條津

兵庫 うずしお 兵庫県三原郡南淡町稲田南１３５ 北海道 オホーツク青空市場

兵庫 瀬尾　正和 兵庫県佐用郡上月町大日山４０９ 北海道 吉井孝雄
兵庫 市島有機農業生産出荷組合 香川県坂出市大屋富町2055 北海道 太田農園
鳥取 トゥリーアンドノーフ 北海道 野澤利秋
岡山 吉備路オーガニックワーク 北海道 伊藤　勉
岡山 永田  康二　 岡山県和気郡吉永町加賀美１６２２　 青森 ナチュラル農業研究会 青森県南津軽郡平賀町大字柏木町字藤山
岡山 小寺　昭 岡山県和気郡吉永町都笛岐２４４ 青森 みちのく有機共同組合 青森県八戸市石堂２-１０-２
岡山 瀬戸内ファーム 青森 共同商事 青森県八戸市石堂２-１０-２
広島 中原観光農園 青森 あおもり南部有機生産組合

広島 寺岡有機農場 青森 あおもり南部有機生産組合

島根 やさか共同農場 島根県那賀郡弥栄村三里８－３８ 青森 木造町有機農業研究会 青森県木造町大字中福原字妻元
島根 ぐりーんはーと 山形 佐藤果樹園 山形県上山市金瓶字高谷１１４
島根 赤江オーガニックファーム 山形 横尾農園 山形県東根市大字蟹沢２１０１－６
徳島 徳島アグリファーム 山形  猪野　総一 
徳島 登木　政義 徳島県勝浦郡勝浦町今山
香川  ＭＯＡ自然農法中讃研究会 

香川 さぬき有機生産組合 千葉  さんぶ野菜ネット 千葉県山武市植谷1740
香川 さぬき有機生産組合 千葉 菱田の会 千葉県山武郡芝山町菱田１２２１－４
香川 Blue　farm 茨城 ギルド 茨城県行方郡北浦村次木５８０－１
高知 小田田  知徳 高知県香美郡香北町美良布９０７－１ 茨城 鬼澤食菌センター 茨城県鹿島郡旭村
高知 小田田  豊 高知県香美群香北町韮生野２８３－１ 茨城  久松農園 茨城県稲敷郡阿見町
高知 岩井  漸    高知県香美郡野市町西野１９４－１１ 茨城 チャイルドウッズ 茨城県つくば市高須賀14
高知 四万十川有機ネットワーク 栃木 赤羽根　　和郎 栃木県河内郡上河内町上小倉
高知 大地と自然の恵み 高知県香美郡香北町美良布907－1 栃木  酒井　紀之 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢670
高知 西村 好史 高知県高岡郡大野見町吉野 栃木  関　次夫 栃木県下野市薬師寺2136
愛媛 愛媛有機農産生活協同組合 山梨 白洲ファーム
愛媛 愛媛有機農産 愛媛県松山市東方町甲２２８９ 山梨 黒富士農場
愛媛 愛媛有機農産生活協同組合 山梨 南アルプス連邦マイタケ 山梨県南巨摩郡鰍沢町柳川６０６－１



愛媛 生々農園 山梨 勝沼平有機果実組合 山梨県東山梨郡勝沼町岩崎８０４
愛媛 無茶茶園 愛媛県東宇和郡明浜町狩浜 山梨 田口  幸男 山梨県東八代郡一宮町上矢作７６５
大分 大分有機かぼす農園 山梨 久津間　範彦 山梨県東八代郡一宮町上矢作７６５
福岡 鳥越農園 山梨 フルーツグローリア沢登

長崎 長有研 山梨  勝沼平有機果実組合 

長崎 吾妻旬菜 長崎県南高来郡吾妻町柿田 山梨 赤羽根 山梨県東八代郡一宮町上矢作７６
長崎 夢有民農場 山梨 清里有機 山梨県北杜市高根町清里
長崎 長崎有機農業研究会 山梨  澤　登 山梨県東八代郡一宮町上矢作７６
長崎 川内農園 長崎県南高来郡吾妻町柿田 静岡 佐野ファーム 静岡県周智郡森町谷中３８
長崎 西海町有機農研 長崎県西彼杵郡西海町横瀬郷３１６３－３
長崎 アグリコーポレーション 長野 中野義弘
佐賀  マルハ園芸 佐賀県杵島郡白石町新拓46-4 長野 アグリコ
佐賀 マルハ園芸 長野 高坂農園
佐賀  アビオスファーム 長野 よませＡＳＳ 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬１０２５ 
熊本 福島  正明 熊本県下益城郡松橋町内田８０６ 長野 吉沢  文隆 長野県飯田市山本６４６７－１
熊本 西浦　正秋  和歌山県海草郡野上町長谷２７５―２ 長野 大北農業協同組合 長野県大町市大字大町４１０１－２
熊本 沢村　輝彦 熊本県宇土郡不知火町高良２０１－１ 長野 大北農協八坂支所 長野県北安曇郡八坂村１１１９２ 
熊本  ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄ　結 長野 塩尻有機研究会 長野県塩尻市塩尻町１０７
熊本  熊本宇城農業協同組合 熊本県宇城市不知火町高良201-1 長野 吉沢　文隆 長野県飯田市山本６４６７－１
熊本  ＪＡ宇城 熊本県　宇城市 長野 葉生里ファーム 長野県小県郡青木村奈良本
熊本  熊本県愛農会 熊本県上益城郡御船町七滝 長野 温ファーム
熊本  吉水農園 熊本県上益城郡益城町田原 長野 金丸公雄
熊本 肥後あゆみの会 熊本県宇土郡不知火町大字高良１８３ 富山 小原営農センター 富山県上新川郡大沢野町小羽２２２
熊本 高杉　礼次 熊本県下益城郡松橋町東松崎 愛知 光輪
熊本 福島　成登志 熊本県水俣市月浦４８２－２ 愛知  無茶茶園 愛媛県東宇和郡明浜町狩浜
熊本 速水健郎（しん水） 熊本県下益城郡小川町大字不知火18―２愛知  三皿園 愛媛県今治市大西町宮脇甲177
熊本 喜讀　健ニ 熊本県下益城郡小川町大字不知火１３ 愛知 天恵グループ 愛知県渥美郡渥美町大字中山字穂波１８０
熊本 白石農園 愛知 野菜の城
熊本 津奈木甘夏生産者の会 　
熊本 福島柑橘園 三重  寿々芽農園 三重県伊貸市
熊本 モエ・アグリファーム 三重  忍の里 三重県伊賀市阿保340
大分 太郎良農園 三重  木村　貢 伊貸市上野
宮崎 大洋クラブ 宮崎県小林市大字東方１４４７－２ 三重 天地農場 三重県上野市白樫５６３４－２
宮崎 野口オーガニックファーム 三重 薬樹園 三重県上野市白樫５６３４-２
宮崎 霧島オーガニック
宮崎 日向オーガニック 岐阜  森農園 
宮崎 有機生活　綾 岐阜 和良農産
宮崎  アビオスファーム 岐阜  森農園 岐阜
宮崎  健康農園はぎわら 宮崎県宮崎市高岡町高浜36 岐阜 畑田農園
宮崎 オーガニックスティションYOU 岐阜 Mt.Organic
宮崎 綾町農業協同組合 和歌山 福田  和弘 和歌山県那賀郡岩出町山３１８
宮崎 甦る大地の会 和歌山 湯川  喜代美 和歌山県那賀郡岩出町金池３４６－１
鹿児島 池田農園 和歌山 阪上  武 和歌山県那賀郡貴志川町字長原６８８
鹿児島 クレインヒルズ農場 和歌山 花新農園   和歌山県那賀郡貴志川町長山１００７
鹿児島 島バナナの会 鹿児島県大島郡伊仙町東伊仙           和歌山 北田  多賀男  和歌山県那賀郡貴志川町江川中９１
鹿児島 鹿児島有機生産組合 鹿児島市五ヶ別府町３６４７ 和歌山 福田  英友己 和歌山県那賀郡岩出町山６３９
鹿児島 ＳＯＨファーム 和歌山 九鬼  勝 和歌山県有田市宮原町東１６０
鹿児島 かばた農園 和歌山 平松  敬治 和歌山県那賀郡岩出町山１４８
沖縄 大八産業 和歌山 内芝  和哉 和歌山県海草郡下津町曽根田６４３

沖縄 楽園の果実 和歌山 畑  昌吾 和歌山県那賀郡那賀町横谷２９０
沖縄 沖縄畑人村 和歌山 丸山  良章 和歌山県有田郡湯浅町大字山田１０５７
エクアドル セリアマリア農園 和歌山 小畑 麗子 和歌山県和歌山市福島４０２
アメリカ 八塚農園 和歌山 蒼生舎  和歌山県有田群金屋町瀬井９３４  
ニュージーランド ゼスフリ 和歌山 勝谷 進 和歌山県那賀郡岩出町根来１１７６
エクアドル セリアマリア農園 和歌山 尾尻  宏介 和歌山県日高郡川辺町子熊１１７６ 
ニュージーランド  セスプリ・インターナショナル 和歌山 森口　繁美 和歌山県伊都郡かつらぎ町柏木５５１           
フィリッピン  ジブランオーガニックファーム 和歌山 奥谷　哲生 和歌山県有田郡湯浅町山田１３１１－１
コロンビア  サンタマルタ農園 和歌山 関本　俊彦 和歌山県伊都郡かつらぎ町背の山
メキシコ  モリビト 和歌山 妹背農園   和歌山県日高郡川辺町和佐１２２
コロンビア　 ダーボン ラッサマリア 和歌山 ポラン農場 和歌山県那賀郡岩出町山７６７－４
フィリッピン 協興食品 　ミンダナオ島 和歌山 瀬戸　啓市 和歌山県日高郡川辺町土生７９２
アメリカ サンキスト 和歌山 貴志　正幸 和歌山県和歌山市梅原３２５
エクアドル プリエイト農園 和歌山 アイワ研究会 和歌山県日高郡川辺町小熊

  和歌山 森口　繁美 和歌山県伊都郡かつらぎ町柏木５５１
鹿児島 東山べジフル   和歌山 古田　耕司 和歌山県有田郡金屋町沼田



熊本 松本農園 和歌山 かつらぎ町有機栽培実践グループ 和歌山県　伊都郡かつらぎ町
熊本 尾里　勇一 和歌山  横山秀夫 
福岡 古賀雄樹 和歌山  内芝　和哉 和歌山県海草郡下津町曽根田643
長崎 供給センター長崎 和歌山  ビオランド 和歌山県岩出市金池
大分 さんさん農園 和歌山  松本農園 和歌山
岡山 浅野産業 和歌山  日高きのこ 和歌山県日高郡中津村佐井469
大分 有機かぼす農園 和歌山  阪上  武 和歌山県那賀郡貴志川町字長原６

和歌山 片岡農園
和歌山 松弥園
和歌山 紀州大地の会 松阪
和歌山  ビオランド紀の川 
和歌山 あゆみ農園
和歌山 九鬼 オレンジファーム

和歌山 ファームゆうき
和歌山 和花菜農園
和歌山 アンジー農園 　
和歌山 元ちゃんファーム
和歌山 井上農園
和歌山 紀ノ川有機農業組合

和歌山 和花菜農園
和歌山 九鬼オレンジファーム

富山 小原営農センター 富山県上新川郡大沢野町小羽２２２
石川 金沢大地

  滋賀 大中農友会 滋賀県蒲生郡安土町大中１００
滋賀 垣見農園

　

 

  
  



　

　

　

　



　



北海道 谷口農場
北海道 相内農園
北海道 大雪を囲む会
北海道 向中野アグリカルチャー

北海道 ちいむれグロリア農園

北海道 小野寺　淳二
北海道 矢作農場
北海道 大地のMEGUMI
北海道 ソラナファーム
北海道 大地のMEGUMI
北海道 鴻野勝義
北海道 佐々木　透
北海道 はるか農園
北海道 オホーツクテロワールドゥ

北海道 河端農園

北海道 大河内　隆

北海道 山口佑馬

北海道 坂本　孝

北海道 北海道有機農業協同組合

北海道 工藤　孝一

北海道 渡辺農場

北海道 ツチカラ農場

北海道 スリーリパーファーム

北海道 山口佑馬
北海道 野沢伸行
北海道 井上敬一
北海道 森谷　章三
北海道 向中野

青森県南津軽郡平賀町大字柏木町字藤山



介護

愛知 野菜の城

愛知県渥美郡渥美町大字中山字穂波１８０

和歌山県伊都郡かつらぎ町柏木５５１           





　


