
有機 にんじん　約500ｇ 宮崎 オーガニックファームZERO  有機 リーフレタス　１個 長野 高坂農園 　

有機 新たまねぎ約500g 長崎 川内農園 変更 有機 ほうれん草　 １束 長野 塩尻有機研究会 　

有機 ごぼう　 　 約200g 岩手 みちのく有機共同農場 　 有機 水菜　　　　　１束 奈良 山口農園  

有機 リーフレタス　１個 長野 高坂農園 　 有機 いんげん　約50g 鹿児島 池田農園 　

有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド 　 有機 スナップエンドウ約50g 和歌山  ビオランド 変更

有機 トマト（M)　　1個 熊本 肥後あゆみの会 　 有機 生椎茸(菌床)1パック 岐阜 和良農産 　

有機 クレソン　 1パック 宮崎 甦る大地の会 　 有機 びわ　　　1パック 福岡 古賀雄樹 　

有機 きくらげ　　約40g 岡山 浅野産業 　 　 平飼い卵　 　６個 和歌山 蒼生舎  

    　 　 　 　 　 　

有機 リーフレタス　１個 長野 高坂農園 　 有機 にんじん　約300g 宮崎 オーガニックファームZERO 　

有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド 　 有機 青ねぎ 　 約100g 長野 塩尻有機研究会 　

有機 トマト（M)　　1個 熊本 肥後あゆみの会 　 有機 ほうれん草　 １束 長野 塩尻有機研究会 　

有機 クレソン　 1パック 宮崎 甦る大地の会 　 有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド 　

有機 きくらげ　　約40g 岡山 浅野産業 　 有機 ニラ　　　　約100g 高知 大地と自然の恵み 　

有機 バナナ　　約300g エクアドル セリアマリア農園 　 有機 ピーマン　約120g 宮崎  アビオスファーム 変更

有機 グレープフルーツ約700g 熊本 肥後あゆみの会 　 有機 パセリ　　　　1束 高知 大地と自然の恵み 　

　 　 　 　 　 　 しめじ　　約150g 和歌山  日高きのこセンター 　

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

有機 リーフレタス　１個 長野 高坂農園 　

有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド 　

有機 トマト（M)　　1個 熊本 肥後あゆみの会 　

有機 クレソン　 1パック 宮崎 甦る大地の会 　

有機 きくらげ　　約40g 岡山 浅野産業 　
    　

※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。

★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。
【本日の野菜セット変更】
・有機新じゃが芋　⇒　有機新たまねぎ　（九州の産地では圃場の切り替わりに入る生産者が多いため出荷量が減少しております。）
・有機ズッキーニ　⇒　スナップエンドウ50g　（天候が悪く生育不良を起こしており収穫量が不安定な状況です。　）
・有機ズッキーニ　⇒　有機ピーマン120g　（雨天や曇天が続いているため生育不良を起こしております。）

・・・　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  

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27日(水）
　　　　　　　　　　　　※<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
・
【本日の野菜・加工品欠品情報】
・有機新じゃが芋 ⇒　九州の産地では圃場の切り替わりに入る生産者が多いため
出荷量が減少しております。 入荷状況により少量・欠品となります。
・有機ズッキーニ ⇒　雨天や曇天が続いているため生育不良を起こしております。
入荷状況により少量・欠品となります。
・山ぶき ⇒　天候が不安定なため生育不良を起こしており現在出荷を見合わせて
おります。 欠品となります。
・有機いちご ⇒　収穫の終盤を迎えたため出荷量が減少しております。 入荷状況
により少量・欠品となります。
・国産さんまたたき身　⇒　在庫切れの為。欠品になります。

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ 　220号（D）
・お届け情報（本紙）
・ご注文用紙　220ｗ
・bioweekly　　218ｗ
・ロゴナ　　　　　　　　化粧品
・RHS   　　　　　　  　ハーレー
・リマナチュラル　　　化粧品
・プロスペリティー　　食品
・アーク＆エコ　　　　ナイアード
・ウィルマックス　　　 保存容器
・アペックス　　　　　　華密恋
・安間産業　　　　　ほっといてシリーズ
・おもちゃ箱　　　　　日焼け止め



 じゃがいも2個(200g) 　・　ミニトマト8個
塩こしょう少々　・　ツナ缶1缶　・　マヨネーズ適量　・　ピザ用チーズ50g

①　じゃがいもは一口大に切る。

②　さっと水にさらし、耐熱容器に入れる。ふんわりラップをし、600wのレンジで3分30秒〜
4分加熱する。

③　ミニトマトを入れ、塩こしょうを振る。

④　油を切ったツナ缶を満遍なくのせ、マヨネーズをかける。

⑤　ピザ用チーズをのせ、トースターで焼き色がつくまで焼く。

⑥　お好みでドライパセリ散らしても♪　　　　ぜひ、熱々のうちにどうぞ！

ゆうきだいすきセット 有機にんじん約300g　・　有機青葱　・　有機レタス　・　有機小松菜　・　有機トマト（M）１個　・　有
機ミニトマト　・　有機ルッコラまたは、有機クレソン　・　有機生椎茸（菌床）　・　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。

【ポテトマトのツナマヨ
チーズ焼き】

　　※　ポテトマトのツナマヨチーズ焼き　♪
【材料】（2人分）

基本野菜
有機小松菜　・　有機水菜　・　有機ズッキーニ　・　有機ピーマン　・　有機そら豆約200g

　

いきいきセット 有機にんじん約300g　・　有機ブロッコリー　・　有機ほうれん草　・　有機水菜　・　有機ミニトマト　・
有機ベビーリーフ　・　有機バナナ約300g　・　平飼い卵6個【9998】\2,808（冷蔵）

カタログＮＯ．220ｗお届け期間　5/9～5/13
多菜セット 有機新たまねぎ約400g　・　有機にんじん約500g　・　有機長芋約200g　・　有機小松菜　・　有機

水菜　・　有機ズッキーニ　・　有機ピーマン　・　有機そら豆約200g【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット 有機小松菜　・　有機水菜　・　有機ズッキーニ　・　有機ピーマン　・　有機そら豆約200g　・　有機
バナナ約300g　・　有機グレープフルーツ（国産）約700g【9997】\2,808（冷蔵）

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）

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

　

●●●野菜セット予想メニュー●●●
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）


