
有機 新たまねぎ約400g 長崎 川内農園 減量 有機 ごぼう　 　 約200g 岩手 みちのく有機共同農場 　

有機 にんじん　約600ｇ 宮崎 オーガニックファームZERO 増量 有機 サニーレタス　１個 兵庫 うずしお 変更

有機 新じゃが芋約400g 鹿児島 SAP企画 　 有機 ニラ　　　　約100g 高知 大地と自然の恵み  

有機 レタス　　　　　1個 兵庫 うずしお 　 有機 菊菜　　　　　１束 奈良 山口農園 変更

有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド 　 有機 ピーマン　約100g 宮崎  アビオスファーム  

有機 ミニトマト  約150g 高知 大地と自然の恵み 　 有機 生姜　  　約100g 長崎 夢有民農場 　

有機 ベビーリーフ　1パック 広島 寺岡有機農場 　 有機 ブラッドオレンジ約300g 愛媛 中川有機農園 変更

有機 生椎茸（菌床） 岐阜 和良農産 　 　 平飼い卵　 　６個 和歌山 蒼生舎  

    　 　 　 　 　 　

有機 レタス　　　　　1個 兵庫 うずしお 　 有機 にんじん　約300g 宮崎 オーガニックファームZERO 　

有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド 　 有機 ごぼう　 　 約200g 岩手 みちのく有機共同農場 　

有機 ミニトマト  約150g 高知 大地と自然の恵み 　 有機 青ねぎ 　 約100g 高知 大地と自然の恵み 　

有機 ベビーリーフ　1パック 広島 寺岡有機農場 　 有機 ほうれん草　 １束 奈良 山口農園 　

有機 生椎茸（菌床） 岐阜 和良農産 　 有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド 　

有機 キウイフルーツ約400g 和歌山 かつらぎ町有機栽培実践グループ 　 有機 ズッキーニ　１本 熊本 モエ・アグリファーム 　

有機 甘夏（柑橘）約800g 広島 中原観光農園 　 有機 レタスミックス　1個 広島 寺岡有機農場 　

　 　 　 　 　 　 えのき　　約100g 長野 よませＡＳＳ 　

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

有機 レタス　　　　　1個 兵庫 うずしお 　

有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド 　

有機 ミニトマト  約150g 高知 大地と自然の恵み 　

有機 ベビーリーフ　1パック 広島 寺岡有機農場 　

有機 生椎茸（菌床） 岐阜 和良農産 　
    　

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

4月13日(水）
【本日の野菜・加工品欠品情報】
・有機ブロッコリー ⇒　出荷終了を迎えた産地が多く、また一部の産地では現在生
育待ちの状況です。 欠品となります。
・有機絹さや ⇒　気温の低い日が続いたため生育に遅れがでており出荷量が少な
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。
・有機紅くるり ⇒　運送会社の配送の都合により遅延が発生致しております。 来週
お届け分からの納品となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
有機ラディッシュ ⇒　気温の低い日が続いたため当初の見込みよりも生育に遅れ
がでております 入荷状況により少量・欠品となります。
・有機牛ひき肉　⇒　在庫不足の為、欠品になっています。
・有機牛サーロインステーキ　⇒　在庫不足のため欠品となっています。
・カリント饅頭　⇒　原材料不足の為、在庫終了いたしました。
・ﾊﾟｽﾀｿｰｽ  ｻｰﾓﾝｸﾘｰﾑ 欠品　原料不足のため。

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ 　218号（B）
・お届け情報（本紙）
・ご注文用紙　218ｗ
・bioweekly　　216ｗ
・リマナチュラル　　　化粧品
・プロスペリティ　　 　食品
・安間産業　　　　　　消耗品
・おもちゃ箱　　　 　　ソネット

・・・　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】
・有機新玉ねぎ500ｇ前後　⇒　有機新玉ねぎ400ｇ前後　（雨により収穫作業ができない日が続いているため。）
・有機人参500ｇ前後　⇒　有機人参600ｇ前後　（価格調整のため。）
・有機サラダ菊菜1束　⇒　有機菊菜1束　（予想よりも気温が低く、生育が遅れているため。）
・有機キウイフルーツ200ｇ前後　⇒　有機ブラッドオレンジ300ｇ前後　（一部、傷みや軟化がみられるため。）
・有機レタス1個　⇒　有機サニーレタス1個　（予想よりも気温が低く、生育が遅れているため。）



●●●野菜セット予想メニュー●●●
カタログＮＯ．217ｗお届け期間　4/18～4/22

多菜セット 有機にんじん約500g　・　有機新じゃが芋約300g　・　有機長芋約200g　・　有機青葱　・　有機紅く
るり　・　有機ほうれん草　・　有機水菜　・　有機ピーマン【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット 有機青葱　・　有機紅くるり　・　有機ほうれん草　・　有機水菜　・　有機ピーマン　・　有機バナナ
約500g　・　河内晩柑約700g【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜
有機青葱　・　有機紅くるり　・　有機ほうれん草　・　有機水菜　・　有機ピーマン

　

いきいきセット 有機にんじん約300g　・　有機青葱　・　有機小松菜　・　有機ミニトマト　・　有機レタスミックス　・
しめじ　・　有機甘夏約500g　・　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　・　有機キャベツ1/2　・　有機リーフレタス又は、有機サラダ菊菜　・　有機
水菜　・　有機ミニトマト　・　有機生姜　・　有機ルッコラ又は、有機ベビーリーフ　・　有機きくらげ
・　国産有機グレープフルーツ1個【9994】\2,324（冷蔵）

カタログＮＯ．218ｗお届け期間　4/25～4/29
多菜セット 有機にんじん約500g　・　有機新じゃが芋約400g　・　有機ごぼう約200g　・　有機リーフレタス　・

有機小松菜　・　有機トマト（M）　・　有機クレソン　・　有機きくらげ【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット 有機リーフレタス　・　有機小松菜　・　有機トマト（M）　・　有機クレソン　・　有機きくらげ　　・　有機
バナナ約300g　・　国産有機グレープフルーツ約700g【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜
有機リーフレタス　・　有機小松菜　・　有機トマト（M）　・　有機クレソン　・　有機きくらげ

　

いきいきセット 有機リーフレタス　・　有機ほうれん草　・　有機水菜　・　有機ズッキーニ　・　有機いんげん　・　有
機生椎茸（菌床）　・　有機びわ　・　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300g　・　有機青葱　・　有機ほうれん草　・　有機小松菜　・　　有機ニラ　・　有機ズッ
キーニ　・　有機パセリ　・　しめじ150ｇ　・　有機バナナ約500【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。

【たこのガーリックマリネ】
　　※　レンジで簡単！たこのガーリックマリネ　♪

【材料】（2人前）

茹でタコ（ぶつ切り）100g　・　塩（タコ下味用）適量
■ 〜にんにくオイル〜
☆オリーブオイル大さじ1　・　☆にんにく（みじん切り）1片
☆輪切り唐辛子ひとつまみ　・　☆塩（味付け調整用）適量
バジルの葉（ちぎって入れる）1枚　・　バジルの葉（仕上げ用）1枚

①　耐熱ボウルに☆を入れて電子レンジ600wで1分半〜2分加熱する！（様子を見ながら
にんにくの色がつき始めたらすぐに止める）

②　レンジから②を取り出してヤケドに注意しながらタッパーを揺すって油の熱を全体に回
す！

③　ぶつ切りにしたタコを入れてよーくからめて塩で味付けする！

④　味のチェックをして美味しければバジルを手で細かくちぎって入れて混ぜお皿に盛
る！

⑤　仕上げにバジルの葉を飾って完成！

ポイント　★にんにくの加熱のしすぎに気をつける！　★タコに塩をする事で旨味を引き出す！


