
玄鳥至（つばめきたる）

【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＞
[日配・加工品]
・まんまぱっぱとっても大根葉：メーカー終売のため欠品となりました。

・ｲﾙﾓﾃﾞｨｶOGﾓﾃﾞｨｶﾁｮｺｵﾚﾝｼﾞ：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。

【お知らせ】 ＜ご案内＞

有機 人参　　　　 約600ｇ 宮崎 オーガニックファームZERO 有機 長芋          約200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合

有機 長芋          約200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合 有機 キャベツ　　　1/2個 鹿児島 かごしま有機生産組合 　

有機 ごぼう        約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 ほうれん草　　　１束 和歌山 ビオランド紀の川

有機 青葱　　　　 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み 有機 小松菜　　　　　 1束 島根 赤江オーガニックファーム

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

有機 ほうれん草　　　１束 和歌山 ビオランド紀の川 有機 きくらげ　　　 約40ｇ 岡山 浅野産業

有機 水菜                1束 島根
赤江・オーガニックファーム
ぐり～んは～と 有機 バナナ　　　 約300g エクアドル セリアマリア農園

有機 生姜　　　　 　約70ｇ 高知 大地と自然の恵み 平飼い卵　　  　 6個 和歌山 蒼生舎

有機 青葱　　　　 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み 有機 新じゃが芋　約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 大根               １本 鹿児島 かごしま有機生産組合 有機 紅くるり           １本 香川 さぬき有機

有機 ほうれん草　　　１束 和歌山 ビオランド紀の川 有機 キャベツ　　　1/2個 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 水菜                1束 島根
赤江・オーガニックファーム
ぐり～んは～と 有機 サニーレタス     1個 宮崎 綾町農業協同組合

有機 生姜　　　　 　約70ｇ 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

ふじ                1個 青森 ナチュラル農究 防除　　23回 有機 きゅうり            ２本 宮崎 アビオスファーム

有機 パール柑　　　　2個 熊本 肥後あゆみの会 有機 パセリ　　　　1パック 高知 大地と自然の恵み

有機 生椎茸（菌床）１パック 岐阜 和良農産

有機 キウイフルーツ 約200g 山梨 フルーツグロアー澤登

◇おすすめコーナー◇

・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 有機ｱﾏﾆ油他 ・ﾏｽﾀﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾜｲﾝ
・ｽﾊﾟﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｰ ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾞﾚｰﾄﾞ精油 ・ｱﾑﾘﾀｰﾗ
ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ ・ｳｨﾙﾏｯｸｽ ｴﾝﾊﾞﾗﾝｽ鮮度保持製品 ・
ﾗｲﾌﾞｺｯﾄﾝ 天然素材衣料 ・ﾊｰﾄ 寝具 ・ふたごや
ふとん丸洗い

◎「今週、お届けのカタログ217号の見どころ
は・・・」 会員様のお気に入り/GWの助っ人！ま
とめ買いでお得♪商品をご紹介します。ぜひお
試しください。（P4・P5）

・・・　今週の配布物　・・・

☆本日の野菜セットメニュー☆

 プレマパン・飛騨牛乳チラシに掲載の下記商品が通常価格で掲載されておりますが、「パスチャライ
ズ飛騨（飛騨酪農 低温殺菌牛乳）」はカタログNo.217・218紙上にてお試しセールを実施しております。
実際の納品価格はカタログと同じお試しセール価格となります。

・ｶﾀﾛｸﾞ217号 ・bioweekly215 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表/・ｽﾊﾟｲｽﾏﾙ
ｼｪご注文表 ・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 ◇【ｵﾝﾗｲﾝ講
座】 ①「amritara」 オーガニックサプリを味方に
つける方法 ②「ｱｰﾕﾙｳﾞｪｰﾀ」 デトックスの季節
の上手な乗り越え方 ③「寺子屋✿花×ﾋﾞｵ･ﾏﾙ
ｼｪの宅配」 四季のおうち薬膳と養生のおはな
し ※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

・有機塩ミニトマト：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。

・有機青じそ：長く続いた寒波の影響で花芽がついてしまい、一部の畑で出荷終了となったため入荷
量が不安定な状況です。

　

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

4月7日（木） 冬の間、暖かい東南アジアの島々で過ごしていたツバメが海を渡って、日本にやってくる
頃。つばめの飛来は、本格的な春と農耕シーズンを表しています。

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機新玉葱約500ｇ⇒有機長芋約200ｇ） ●ﾌﾙｰﾃｨｰｾｯﾄ（ﾌﾙｰﾂｱｿｰﾄ：有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ2個⇒有機ﾊﾟｰﾙ柑2個） 共通項目（基
本野菜ｾｯﾄ）：有機いんげん約70ｇ⇒有機大根１本 ●いきいきｾｯﾄ：有機水菜⇒有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ⇒有機ｻﾆｰﾚ
ﾀｽ 有機いんげん約50ｇ⇒有機きゅうり2本

多菜セット[9996] いきいきセット[9998]

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。

有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機ほうれん草・有機水菜・有機生姜約
70ｇ

※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：有機新玉葱（九州の産地では雨天が続いたため収穫作業に遅れがでております。また一部の産地では畑で傷みがでており
出荷量が減少しております。） 有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ（収穫時に傷みが見られ当初の見込みより出荷量が減収しております。） 有機いんげん（圃場の切り
替わりに入るため出荷量が不安定な状況です。また曇天が続くため生育の遅れも見られます。） 有機水菜（気温の変動が大きいため傷みやとう立ち
が見られ出荷量が不安定な状況です。） 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ（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。）

　今週のおすすめは、鯉のぼり（青）：醤油、白醤油、アオサ、海苔の4種のあられが楽しめます。鯉のぼりのかわいい巾着に小袋が2袋入っています。
食べきりサイズでお子さまのおやつにぴったりです。創業80余年、精華堂霰総本舗が作る有機もち米の美味しさが生きたあられです。（ｶﾀﾛｸﾞ217号 裏
表紙 「こどもの日」ｽﾎﾟｯﾄ企画でご案内しております。）

☆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品目]　有機小松菜・有機きゅうり2本・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）

[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機青葱約100ｇ・有機紅くるり・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ
（基本野菜セット[9995]も同一内容）

◇「有機レタスミックス40ｇについて」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．216　お届け期間　　4/11～4/15

多菜セット【9996】 有機小松菜・有機きゅうり2本・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】 有機小松菜・有機きゅうり2本・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400
ｇ・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．217　お届け期間　　4/18～4/22

多菜セット【9996】 有機青葱約100ｇ・有機紅くるり・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機人参約500ｇ・有機新じゃが芋約300ｇ・
有機長芋約200ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

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。

フルーティーセット【9997】
有機青葱約100ｇ・有機紅くるり・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・河内晩柑約700ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機人参約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾚﾀｽﾐｯｸｽ約40ｇ・しめじ約150ｇ・有機甘夏約500ｇ・
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・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ又は有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機水菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機生姜約70ｇ・
有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ又は有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・有機きくらげ約40ｇ・有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ(国産)1個本体価格\2,152/税込￥2,324　

※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。

　レッドロメイン・コスレタス・サニーレタス・グリーンリーフレタスなどの中から、食味・見栄えにもこだわり、複数の色が出るように選んでパックしていま
す。さっと水洗いしてそのままお召し上がりいただけます。内容量は使い切りサイズの40g。2～3名でお召し上がりいただくのにぴったりな分量です。そ
のままサラダはもちろん、お魚やお肉料理の下に引くことでボリューム感だけでなく彩りもよくなります。


