
桜始開
（さくらはじめてひらく）

【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]
・有機ラディッシュ：長く続いた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。
・有機セロリ：葉の黄変や傷みなどの規格外のものが多く現在出荷を見合わせております。
・有機チンゲン菜：生育の遅れやとう立ちによる品質不良のため現在出荷を見合わせております。
・有機わさび菜：寒波が長く続いたため生育に遅れがでております。
・有機ルッコラ：寒波が長く続いたため生育に遅れがでております。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
[日配・加工品]
・有機むき栗：メーカー欠品のためお届けができませんでした。
・有機天然美食ぜんざい：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。
・ﾅﾁｭﾗﾙﾁｮｺﾚｰﾄ（ﾐﾙｸ・ﾋﾞﾀｰ）：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。
・ｵｰｶﾞﾆｯｸダークチョコ92％：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。

＜ご案内＞

有機 人参　　　　 約500ｇ 兵庫 中嶋農園 有機 人参　　　　 約300ｇ 兵庫 中嶋農園

有機 新じゃが芋　約400ｇ 鹿児島 かばた農園 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 リーフレタス      1個 宮崎 健康農園萩原

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 赤江・オーガニックファーム 有機 ミニトマト     約120ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 ニラ　　　　   約100ｇ 高知 大地と自然の恵み 有機 スナップエンドウ 約80ｇ 滋賀 垣見農園

有機 菊菜　　　　　　　1束
奈良
島根

山口農園
赤江・オーガニックファーム 有機 パセリ　　　　　　1束 高知 大地と自然の恵み

有機 ピ－マン　　　約80ｇ 宮崎 アビオスファーム 有機 甘夏　　 　　約500ｇ 熊本 肥後あゆみの会

しめじ　　　　約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター 平飼い卵　　  　 6個 福井 テトテヲ

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 赤江・オーガニックファーム 有機 人参　　　　 約300ｇ 兵庫 中嶋農園

有機 ニラ　　　　   約100ｇ 高知 大地と自然の恵み 有機 ごぼう        約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 菊菜　　　　　　　1束
奈良
島根

山口農園
赤江・オーガニックファーム 有機 青葱　　　　 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 ピ－マン　　　約80ｇ 宮崎 アビオスファーム 有機 ほうれん草　　　１束 宮崎 健康農園萩原

しめじ　　　　約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター 有機 小松菜　　　　　 1束 島根
赤江・オーガニックファー
ム

有機 キウイフルーツ 約400g 山梨 フルーツグロアー澤登 有機 水菜                1束 奈良 山口農園

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

有機 きくらげ　　　 約40ｇ 岡山 浅野産業

有機 甘夏　　 　　約500ｇ 熊本 肥後あゆみの会

◇おすすめコーナー◇

☆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。

有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機菊菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・しめじ約150ｇ
※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：有機ｽﾞｯｷｰﾆ（花が咲く時期に雨が降ったため実のつきが悪く生育不良を起こしております。）

○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：有機ｽﾞｯｷｰﾆ⇒有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約80ｇ ○ゆうきだいすきｾｯﾄ：変更ございません。

　今週のおすすめは、有機アイスティー（無糖）：奈良県月ヶ瀬健康茶園の有機茶葉を使用した無糖タイプのアイスティーです。旨みと甘みが強く、渋
みが少ない和紅茶です。緑茶品種ならではの美味しさが楽しめます。今週から取り扱いを再開致しました。ティータイムにおすすめの商品です。（ｶﾀﾛ
ｸﾞ216号  P30お買い得価格でご案内しております。）

☆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]

　

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29日（火） 全国各地から桜の開花が聞こえてくる頃。本格的な春の到来です。きれいな桜の木の下
で、自然に感謝し春を祝福しましょう。

・・・　今週の配布物　・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ216号 ・bioweekly214 ・お届け情報（本
紙） ・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 ◇【ｵﾝﾗｲﾝ講座】 ①「スパホス
ピタリティー」 毎日の生活を香りで満たす 簡単
アロマテラピーの始め方ご案内 ②「ｱｳﾘﾀｰﾗ」
オーガニックサプリを味方につける方法 ※木次
乳業「ﾊﾟｽﾁｬﾗｲｽﾞ牛乳」等の取扱い休止につい
て

・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 国産ごまひじき ｾｰﾙ他 ・おもちゃ
箱 ｿﾞﾈﾝﾄｱの有機ﾊｰﾌﾞﾃｨｰわくわく定期便 ・ﾘﾏ
ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ 生姜と椿油の養毛料 ﾍｱﾄﾆｯｸ
他 ・山繊 ｷｬﾒﾙ＆ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ他・華密恋 ﾘｯ
ﾌﾟﾊﾞｰﾑ・ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ新登場他

【お知らせ】
 プラスチックの資源循環促進法の施行に伴い、4/4(月)以降、「木次乳業のVANAGAアイスクリーム」
と一緒につけているスプーンの配布を廃止致します。

◎「今週、お届けのカタログ216号の見どころ
は・・・」 雑穀生活でからだ元気！ お米と一緒に
炊くだけで手軽に栄養補給(^^♪をご紹介しま
す。（P4）と体に嬉しいはちみつをご案内しま
す。（裏表紙）



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機水菜・有機いんげん約70ｇ・有機生姜約70ｇ
（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・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ
（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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※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。

　有機ほうれん草：健康農園萩原は、代表である萩原さんのご両親の代から約40年続く有機農家です。一番のこだわりは、全て露地栽培で育てている
こと。無理することなく「旬のものを旬の時期に栽培すること」を大切にしています。太陽をさんさんと浴び、風に吹かれ、たくましく育った有機ほうれん草
を召し上がれ♪

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】 有機ごぼう約200ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・有機生姜約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(国産)約
200ｇ・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・有機ごぼう約200ｇ・有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾚﾀｽﾐｯｸｽ約40ｇ・
えのき約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．216　お届け期間　　4/11～4/15

多菜セット【9996】 有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機新玉葱約500ｇ・有機人参
約500ｇ・有機新じゃが芋約400ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

フルーティーセット【9997】 有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(国産)約400ｇ・有
機甘夏約800ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機長芋約200ｇ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機水菜・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機きくらげ約40ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・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】有機新じゃが芋約300ｇ・有機紅くるり・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機いんげん約50ｇ・有機ﾊﾟｾﾘ1
束・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(国産)約200ｇ本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．215　お届け期間　　4/4～4/8

多菜セット【9996】 有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機水菜・有機いんげん約70ｇ・有機生姜約70ｇ・有機新玉葱約500ｇ・有機人参約600
ｇ・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・有機ほうれん草・有機水菜・有機いんげん約70ｇ・有機生姜約70ｇ・ふじ1個・国産有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ2個

本体価格\2,600/税込￥2,808　


