
有機 にんじん　約500ｇ 宮崎 オーガニックファームZERO  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300g 鹿児島 SAP企画 　 有機 青ねぎ 　 約100g 高知 大地と自然の恵み 　

有機 長芋　　　約200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合 　 有機 小松菜　 　　1束 島根 やさか共同農場  

有機 青ねぎ 　 約100g 高知 大地と自然の恵み 　 有機 ミニトマト　 約80g 熊本  吉水農園 　

有機 紅くるり　　　　１本 香川 さぬき有機生産組合 　 有機 レタスミックス約40g 広島 寺岡有機農場  

有機 ほうれん草　 １束 長野 塩尻有機研究会 　 　 しめじ　　約150g 和歌山  日高きのこセンター 　

有機 水菜　　　　　１束 島根 ぐりーんはーと 　 有機 甘夏（柑橘）約500g 広島 中原観光農園 　

有機 ピーマン　約80g 宮崎  アビオスファーム 　 　 平飼い卵　 　６個 和歌山 蒼生舎  

    　 　 　 　 　 　

有機 青ねぎ 　 約100g 高知 大地と自然の恵み 　 有機 新じゃが芋約300g 鹿児島 SAP企画 　

有機 紅くるり　　　　１本 香川 さぬき有機生産組合 　 有機 ごぼう　 　 約200g 鹿児島 鹿児島有機生産組合 変更

有機 ほうれん草　 １束 長野 塩尻有機研究会 　 有機 サニーレタス　１個 兵庫 うずしお 変更

有機 水菜　　　　　１束 島根 ぐりーんはーと 　 有機 水菜　　　　　１束 京都 丹後王国ブルワリー 　

有機 ピーマン　約80g 宮崎  アビオスファーム 　 有機 ミニトマト　 約80g 熊本  吉水農園 　

有機 バナナ　　約500g 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 　

有機 河内晩柑約700g 熊本 肥後あゆみの会 　 有機 ベビーリーフ 広島 寺岡有機農場 　

　 　 　 　 　 有機 または、ルッコラ 島根 やさか共同農場 　

　 　 　 　 　 有機 きくらげ　　約40g 岡山 浅野産業 　

　 　 　 　 　 有機 グレープフルーツ１個 熊本 肥後あゆみの会 　

有機 青ねぎ 　 約100g 高知 大地と自然の恵み 　

有機 紅くるり　　　　１本 香川 さぬき有機生産組合 　

有機 ほうれん草　 １束 長野 塩尻有機研究会 　

有機 水菜　　　　　１束 島根 ぐりーんはーと 　

有機 ピーマン　約80g 宮崎  アビオスファーム 　
    　

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19日(火）
※５月の連休に下記のメーカー休業のお為、入荷がありません。
・ゆめや　・岡久蒲鉾店・四宮蒲鉾店・別所蒲鉾店
・金子製麺・天恵水（発送遅れ）　・エコワン（森林エキスやわらかシートⅡ）　・おもちゃ箱（ナチュラル
ウォッシュリキッド/ナチュラルディッシュウォッシャー）　・ライブコットン（オーガニックコットン さらしふ
きん/海にやさしいボディスクラブタオル）　・クアントバスタ　・　アーク＆エコ・ハーレーⅡＪＥ1　・アム
リターラ　・ゲンキタウン（ベビー・アレルギーチラシに掲載の商品）　　　　【本日の野菜・加工品欠

品情報】
・有機大根 ⇒　九州の産地では気温が高くなりとう立ちが多く見られるため出荷を見合わ
せております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・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
のため入荷量が不安定な状況です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・有機
絹さや ⇒　朝晩の気温が低いため生育不良を起こしております。　　　　　　　　　　　　　・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 4月中～下旬入荷予定
※<有機平飼い卵>価格改定のお知らせ
有機飼料高騰のため、No.218より有機平飼い卵の価格を下記改定させていただきます。これに伴い予約登録で
のお届け価格も改定となります。
ご負担をおかけ致しますがご理解のほどよろしくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・改
定前　　通常価格　税込778円　　予約登録　税込739円
・改定後　　通常価格　税込797円　　予約登録　税込757円

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ 　219号（C）
・お届け情報（本紙）
・ご注文用紙　219ｗ
・bioweekly　　217ｗ
・ベビー
・ナトラケア
・配布チラシはございません。            ・
★ゴールデンウィークの営業について
ビオ・マルシェの宅配は、ゴールデン
ウィーク中の祝日も通常通り営業してお
ります。
野菜セット等の登録品等もお届けになり
ますので、お出かけ等でお休みされる
場合はご連絡ください。

・・・　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】
・有機キャベツ1/2個　⇒　有機ごぼう200ｇ前後　（一部の産地において、畑で病気が発生したため。）
・有機リーフレタス1個または有機サラダ菊菜1束　⇒有機サニーレタス　（主な産地が、西日本産地から信州産地に切り替わる時期により出荷量
が不安定なため。また、一部の産地において、畑で傷みがみられるため。）



●●●野菜セット予想メニュー●●●
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）

カタログＮＯ．219ｗお届け期間　5/2～5/6
多菜セット 有機にんじん約400g　・　有機長芋約200g　・　有機ごぼう約200g　・　有機青葱　・　有機レタス　・

有機ほうれん草　・　有機ニラ　・　有機トマト（M）２個【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット 有機青葱　・　有機レタス　・　有機ほうれん草　・　有機ニラ　・　有機トマト（M）２個　　・　有機バナ
ナ約300g　・　有機甘夏約500g　・　河内晩柑２個【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜
有機青葱　・　有機レタス　・　有機ほうれん草　・　有機ニラ　・　有機トマト（M）２個

　

いきいきセット 有機青葱　・　有機レタス　・　有機小松菜　・　有機ニラ　・　有機トマト（L）２個　・　有機パセリ　・
有機グレープフルーツ（国産）１個　・　平飼い卵6個【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット 有機リーフレタス　・　有機ほうれん草　・　有機水菜　・　有機トマト（L)１個　・　有機絹さや　・有機
そら豆　・　有機ベビーリーフ　・　えのき　・　河内晩柑１個【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。

【コーヒーゼリー】
　　※　かんたんほろ苦コーヒーゼリー　♪
【材料】（3個分）

A、水大さじ2　・　粉ゼラチン5g 1袋　・　砂糖小さじ1
インスタントコーヒー大さじ1　・　水250ml

①　深めの耐熱皿の中にAの水を入れそこに粉ゼラチンを加え混ぜて600Wレンジに40秒
かける。

②　小鍋に水を入れ煮立ったら砂糖、インスタントコーヒーを加え混ぜる。レンジから取り出
し混ぜ、火を止める。

③　粗熱が取れたら型に流し入れ、冷やし固める。

　※ポイント
ゼラチン入れたらダマにならないように気をつけてください。
お試しの分量なので、倍量でつくるのもおすすめです。

　　


