
蚯蚓出
（みみずいづる）

【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]

・有機うすいえんどう：朝晩の気温が低いため生育に遅れが見られます。 ＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

[日配・加工品]
・有機豆苗：メーカー製造ミスのためお届けできませんでした。
・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾐｯｸｽﾍﾞﾘｰ（冷凍）：メーカー欠品のためお届けできませんでした。
・ｵｰｶﾞﾆｯｸｸﾞﾗﾉｰﾗﾁｮｺﾏｶﾛﾝ：原料不足のため、在庫がなくなり欠品となりました。
・金沢大地 有機醤油うすくち：メーカーで在庫が不足し、入荷がありませんでした。

・ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞﾁｮｺ・OG（ﾋﾞﾀｰｻﾞｸﾛ・ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ）：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。 ＜ご案内＞

※「環境配慮型緩衝材の一部導入のお知らせ」

有機 新玉葱　　　約400ｇ 和歌山 ビオランド紀の川 有機 人参　　　　 約300ｇ 宮崎 オーガニックファームZERO

有機 人参　　　　 約500ｇ 宮崎 オーガニックファームZERO 有機 キャベツ　　　　　1個 滋賀 垣見農園 　

有機 長芋          約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 ｽﾅｯﾌﾟえんどう 約100ｇ 熊本 肥後あゆみの会

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 赤江・オーガニックファーム 有機 水菜                1束 奈良 山口農園/横山秀夫さん

有機 サラダ菊菜      １束 島根 ぐり～んは～と 有機 ミニトマト     約150ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 トマト　　　　　　　2個 熊本 肥後あゆみの会 有機 ベビーリーフ 1パック 広島 寺岡有機農場

有機 キャベツ　　　1/2個 滋賀 垣見農園 有機 バナナ　　　 約300g エクアドル セリアマリア農園

有機 そら豆　　　 約200ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合 平飼い卵　　  　 6個 和歌山 蒼生舎

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 赤江・オーガニックファーム 有機 人参　　　　 約300ｇ 宮崎 オーガニックファームZERO

有機 サラダ菊菜      １束 島根 ぐり～んは～と 有機 青葱　　　　 約100ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 トマト　　　　　　　2個 熊本 肥後あゆみの会 有機 リーフレタス     １個 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 キャベツ　　　1/2個 滋賀 垣見農園 有機 小松菜　　　　　 1束 島根 赤江・オーガニックファーム

有機 そら豆　　　 約200ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合 有機 トマト　　　　　 　1個 熊本 肥後あゆみの会

有機 サンゴールドキウイ4個 ニュージーランド ゼスプリ 有機 そら豆　　　 約200ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 バナナ　　　 約300g エクアドル セリアマリア農園 有機 ルッコラ約50ｇ又はクレソン1ﾊﾟｯｸ
又はベビーリーフ1ﾊﾟｯｸ

奈良・宮崎・
広島

山口農園・甦る大地の会
寺岡有機農場

有機 生椎茸（菌床）１パック 岐阜 和良農産

有機 バナナ　　　 約300g エクアドル セリアマリア農園

◇おすすめコーナー◇

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。

※セット変更のお知らせ：有機水菜（畑にてとう立ちや黄変が見られるため出荷量が減少しております。） 有機ｽﾞｯｷｰﾆ（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。） 有機ﾋﾟｰﾏﾝ（九州の産地では雨天、曇天が続いたため生育にばらつきが見られ出荷量が不安定な状況です。） 有機ｸﾞ
ﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ（風の影響で擦れ傷等の規格外品が多くなったため出荷量が減少しております。） 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（一部の産地で病気が発生しているため出
荷量が減少しております。） 有機ほうれん草（病害虫の発生と気温低下による生育不良のため収穫量が減少しております。） 有機ﾚﾀｽ（葉の巻きがあ
まく生育不良が見られるため出荷量が減少しております。） 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ（天候が悪く気温も低いため生育不良を起こしております。また、虫害の発生も
見られるため出荷量が減少しております。） 有機ｸﾚｿﾝ（天候が不安定なため生育不良を起こしております。）

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：変更ございません。） ●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(国産)約700ｇ⇒有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ4個） 共通項目（基本野
菜ｾｯﾄ）：有機水菜⇒有機有機ｻﾗﾀﾞ菊菜 有機ｽﾞｯｷｰﾆ⇒有機ﾄﾏﾄ2個 有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ⇒有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個 ●いきいきｾｯﾄ：有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ⇒有機ｷｬﾍﾞ
ﾂ1個 有機ほうれん草⇒有機ｽﾅｯﾌﾟえんどう約100ｇ ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ﾚﾀｽ⇒有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ⇒有機そら豆約200ｇ 有機ﾙｯｺﾗ
約50ｇ又は有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ（一部）⇒有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ

[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。

有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機ﾄﾏﾄ2個・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機そら豆約
200ｇ

※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。

多菜セット[9996] いきいきセット[9998]

・・・　今週の配布物　・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ222号 ・bioweekly220 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ
化粧品ご注文表 ・5％OFF 毎週お届け登録
サービスご注文表

・ｳﾞｨﾀﾋﾞｵ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌﾙｰﾂｽﾑｰｼﾞｰ他 ・ﾏｽﾀﾞ ｵｰ
ｶﾞﾆｯｸﾜｲﾝ ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ 精製椿油他 ・
Mont Saint Michel ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾞﾚｰﾄﾞ精油  ・ｿﾈｯﾄ
洗濯洗剤、食器用洗剤 ・ｱｰｸ＆ｴｺ ﾗﾝﾄﾞﾘｰｸﾘｰ
ﾅｰ他 ・ｴｺﾜﾝ ｴｺなｸﾘｰﾝ用品特集 ・amritara
「お米」のｽｷﾝｹｱ～キメ・つやｼﾘｰｽﾞ他化粧品 ・
ﾊｰﾄ 「本麻」ｼﾘｰｽﾞ寝具他 ・ﾒｲﾄﾞ･ｲﾝ･ｱｰｽ 純ｵｰ
ｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ100％衣料

☆本日の野菜セットメニュー☆

◎「今週、お届けのカタログ222号の見どころ
は・・・」 はじまります！夏の「ギフトカタログ」 お
すすめギフト商品おためし企画　新登場の商品
もこの機会にぜひお試しください。（裏表紙）と使
い分けでアレンジ広がる 「なたね油＆米油」を
ご案内します。（P4）

　いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、商品梱包の際に使用している緩衝材に
ついて、環境配慮型の資材を一部導入することとなりましたのでお知らせ致します。導入する緩衝材
には、植物由来のバイオマスポリエチレンが配合されており、従来品と比較すると、CO₂排出量が約
6.2%削減可能となっています。従来品の在庫が無くなり次第、順次切り替えさせていただきます。これ
からも、環境に配慮した取り組みに継続して取り組んで参ります。

・有機いんげん：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。また虫害の発生も見ら
れます。

・国産有機 ホールトマト（まるごと）： メーカー欠品のため在庫が想定より早くなくなりお届けが出来ま
せんでした。

　

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

5月13日（金） 冬眠していたミミズが土の中から出てくる頃。他の生き物は「啓蟄」の頃に出てきますが、ミ
ミズはマイペースに活動を始め、土を肥やしてくれる影の努力家です。



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機ｷｬﾍﾞﾂ1個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ｸﾚｿﾝ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・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機菊菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ
（基本野菜セット[9995]も同一内容）

◇「野菜・果物」 産地からのご案内

　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：

有機新玉葱約300ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ(Ｓ)2個・有機甘夏約500ｇ・平飼い
卵6個ﾊﾟｯｸ

いきいきセット【9998】

本体価格\2,600/税込￥2,808　

多菜セット【9996】

本体価格\2,600/税込￥2,808　

フルーティーセット【9997】

本体価格\2,600/税込￥2,808　

　今週のおすすめは、「有機万能酢」 昔ながらの「静置発酵法」でじっくりと発酵・熟成させた有機米酢と有機りんご酢をベースに有機砂糖、昆布だし、
かつおだしを加えたまろやかな調味酢です。酢の物、お漬物、酢飯、南蛮漬等のお酢料理が手軽に作られるので、1本あると重宝します。是非お試しく
ださい。（ｶﾀﾛｸﾞ222号 P2 「お酢使いこなしﾚｼﾋﾟ」ご紹介 お買い得価格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☆

カタログＮＯ．221　お届け期間　　5/16～5/20

有機ｷｬﾍﾞﾂ1個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機新玉葱約500ｇ・有機人参約500ｇ・有機
ごぼう約200ｇ

有機ｷｬﾍﾞﾂ1個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ3個・河内晩柑約500ｇ

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。

いきいきセット【9998】

本体価格\2,600/税込￥2,808　

ゆうきだいすきセット【9994】

本体価格\2,152/税込￥2,324　

有機赤玉葱約300ｇ・有機人参約300ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機水菜・有機きゅうり2本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約50
ｇ・えのき約100ｇ・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ2個

※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。

　有機ミニトマト：吉水農園の畑は、世界最大級のカルデラを持つ阿蘇山の麓、太陽の光が降り注ぐ広大な大地に広がります。この地域は昼夜の寒暖
差が大きいため、作物本来の甘みや旨みがぎゅっと凝縮されます。また、吉水農園の目指す野菜は「自分たちの子供に食べさせたい野菜」を作ること。
人にも自然にも優しい野菜つくりを目指しています。

有機新玉葱約300ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機いんげん約50ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯ
ｸ・有機きくらげ約40ｇ・有機甘夏2個

カタログＮＯ．222　お届け期間　　5/23～5/27

有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機菊菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機赤玉葱約500ｇ・有機人参約300ｇ・有機長
芋約200ｇ

有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機菊菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ約600ｇ

有機青葱約100ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機きゅうり2本・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ2個・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】

本体価格\2,152/税込￥2,324　

多菜セット【9996】

本体価格\2,600/税込￥2,808　

フルーティーセット【9997】


