
有機 にんじん　約500ｇ 兵庫 タチワキゆとり農園  有機 にんじん　約300g 宮崎 オーガニックファームZERO 　

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 さぬき有機生産組合 　

有機 長芋　　　約200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合 　 有機 リーフレタス 　1束 長崎 吾妻旬菜  

有機 小松菜　 　　1束 愛知 野菜の城  有機 スナップエンドウ約80g 滋賀 垣見農園 変更

有機 ニラ　　　　約100g 高知 大地と自然の恵み  有機 塩ミニトマト 約120g 熊本 肥後あゆみの会  

有機 菊菜　　　　　1束 奈良 山口農園 　 有機 パセリ　　　　1束 高知 大地と自然の恵み 　

有機 ピーマン　約80g 宮崎  アビオスファーム 　 有機 甘夏（柑橘）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 愛知 野菜の城  有機 にんじん　約300g 宮崎 オーガニックファームZERO 　

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 山口農園 　 有機 青ねぎ 　 約100g 高知 大地と自然の恵み 　

有機 ピーマン　約80g 宮崎  アビオスファーム 　 有機 ほうれん草　 １束 島根 やさか共同農場 　

　 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 やさか共同農場 　

有機 キウイフルーツ約400g 山梨 フルーツグローリア沢登  有機 水菜　　　　　１束 和歌山  ビオランド 　

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 よませＡＳＳ 　

　 　 　 　 　 有機 きくらげ　　約40g 岡山 浅野産業 　

　 　 　 　 　 有機 甘夏（柑橘）約500g 熊本 肥後あゆみの会 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

有機 小松菜　 　　1束 愛知 野菜の城  

有機 ニラ　　　　約100g 高知 大地と自然の恵み  

有機 菊菜　　　　　1束 奈良 山口農園 　

有機 ピーマン　約80g 宮崎  アビオスファーム 　

　 しめじ　　約150g 和歌山  日高きのこセンター 　
    　

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

3月29日(火）
【本日の野菜・加工品欠品情報】
・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。
・有機セロリ ⇒　葉の黄変や傷みなどの規格外のものが多くなったため現在出荷を
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。
・酒粕（王隠堂）300g　/OGダークチョコ92% 80g　/　ﾅﾁｭﾗﾙﾁｮｺﾚｰﾄ(ﾐﾙｸ) 60g（休止
季節終了のため）
・有機むき栗 150g 欠品　メーカー欠品のため 3月末入荷予定。
・春巻きの皮　⇒　御注文が多く　メーカー欠品のため。
・【お知らせ】
プラスチックの資源循環促進法の施行に伴い、木次乳業のVANAGAアイスクリー
ムと一緒におつけているスプーンの配布を廃止します。

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ 　216号（D）
・お届け情報（本紙）
・ご注文用紙　216ｗ
・bioweekly　　214ｗ
・リマナチュラル　　化粧品
・山繊　　　　　　     キャメル
・アペックス　　   　 華蜜恋
・プロスペリティ　   食品
・おもちゃ箱　　　　ハーブティ定期便

・・・　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  
※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】
・有機ズッキーニ1本　⇒　有機スナップエンドウ（花が咲く時期に雨が降り、実のつきが悪く、生育が遅れているため。）
・有機ミニトマト　⇒　有機塩ミニトマト　（急な気温の低下と雨天が続いたことによる日照不足のため生育不良を起こしております。）



●●●野菜セット予想メニュー●●●
カタログＮＯ．215ｗお届け期間　4/4～4/8

多菜セット 有機新たまねぎ約500g　・　有機にんじん約600g　・　有機ごぼう約200g約　・　有機青葱　・　有機
ほうれん草　・　有機水菜　・　有機いんげん　・　有機生姜【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット 有機青葱　・　有機ほうれん草　・　有機水菜　・　有機いんげん　・　有機生姜　・　ふじ（りんご）1個
・　有機グレープフルーツ２個【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜
有機青葱　・　有機ほうれん草　・　有機水菜　・　有機いんげん　・　有機生姜

　

いきいきセット 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　・　有機きく
らげ　・　有機バナナ約300g約　・　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　・　有機紅くるり　・　有機キャベツ1/2　・　有機ニラ　・　有機ミニトマト　・
有機いんげん　・　有機パセリ　・　有機生椎茸（菌床）　・　有機キウイフルーツ約200g【9994】\2,324（冷蔵）

カタログＮＯ．216ｗお届け期間　4/11～4/15
多菜セット 有機新たまねぎ約500g　・　有機にんじん約500g　・　有機新じゃが芋約400g　・　機レタス　・　有

機小松菜　・　有機ミニトマト　・　有機ベビーリーフ　・　有機生椎茸（菌床）【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット 機レタス　・　有機小松菜　・　有機ミニトマト　・　有機ベビーリーフ　・　有機生椎茸（菌床）　　・　有
機キウイフルーツ約400g　・　有機甘夏約800g【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜
有機レタス　・　有機小松菜　・　有機ミニトマト　・　有機ベビーリーフ　・　有機生椎茸（菌床）

　

いきいきセット 有機ごぼう約200g　・　有機レタス　・　有機ニラ　・　有機サラダ菊菜　・　有機ピーマン　・　有機生
姜　・　有機キウイフルーツ（国産）約200g　・　平飼い卵6個【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット 有機にんじん約300g　・　有機ごぼう　・　有機青葱　・　有機ほうれん草　・　有機小松菜　・　有機
ズッキーニ　・　有機レタスミックス　・　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。

【れんこんのはさみ焼き】
　　※　簡単★れんこんのはさみ焼き　♪

【材料】（12個分）

れんこん（輪切り）24枚　・　鍋用鶏たんご12個
★しょうゆ大1　　★みりん大2　　★酒大1　　★砂糖小1
小麦粉又は片栗粉適量

①　れんこんは厚さ3〜5㎜の輪切りにして5〜10分ほど酢水にさらす。

②　れんこんを耐熱容器に入れてレンジ600Wで4分加熱する。加熱むらを防ぐため途中で
上下を入れ替える。

③　れんこんの粗熱が取れたらキッチンペーパーで水気を拭き取り、片面に茶漉しで小麦
粉をふる。

④　鶏だんごを軽く潰してから、れんこんの小麦粉をふった面ではさみ、手のひらで軽く押
さえて密着させる。

⑤　沸騰したら網の上のせ蓋をして弱火の中火で約15分間蒸し焼きにします。

⑥　れんこんの裏表に茶漉しで小麦粉をふる。フライパンに多めの油をひき、中火でれん
こんの表面に焼き色が付くまで焼く。

⑦　裏返したら少し火を弱めて蓋をして蒸し焼きにする。焼き色が付いたらキッチンペーパーで余分
な油を拭き取り、★の調味料を加えフライパンをゆすりながら絡める。


