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お届け情報

ホタルが暗闇に光を放ちながら、飛び交う頃。きれいな水辺に住んでいると思われがちで
すが、野原でも蒸れて腐りかけた草の下で、明かりを灯し始めます。
・・・ 今週の配布物 ・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ226号 ・bioweekly224 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表/ ・賞味期
限間近特別ｾｰﾙ「国産有機麦ごはんの素」・ﾘﾏ
ﾅﾁｭﾗﾙ化粧品ご注文表 ・今季最終取扱い「有
機青梅（梅干用）」 ・梅仕事ﾉｰﾄ ・ｽﾀｯﾌ厳選！
わが家のﾏｽﾄｱｲﾃﾑ「有機甘口ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ」ご案
内 ☆夏のｵｰｶﾞﾆｯｸｷﾞﾌﾄ「有機ｼﾞｬｰｼﾞｰｱｲｽｸﾘｰ
ﾑ8個ｾｯﾄ」ご案内 ◇【ｵﾝﾗｲﾝ講座】国産ｵｰｶﾞﾆｯ
ｸｺｽﾒのｽｷﾝｹｱ

【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]
・有機そら豆：長野県の産地では遅霜の被害がでており現在出荷を見合わせております。
・有機枝豆：朝晩の低温により実の肥大が進んでおらず生育不良を起こしております。
・有機ブラウンマッシュルーム：出荷検品時に傷みが見られたため少量・欠品となりました。
[日配・加工品]
・北アルプス厳選牛乳180ML：小瓶用の洗浄機が故障のため製造不能となり一時欠品となります。
・有機麦茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ：製造が遅れておりお届け出来ませんでした。
・オーガニック天然美食こしあん：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 有機栽培みどりのﾙｲﾎﾞｽ茶 ｾｰﾙ他
・ﾏｽﾀﾞ おうちﾜｲﾝde夏野菜 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ
ﾍｱﾄﾆｯｸ他 ・ﾅﾄﾗｹｱ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝ他 ・ｿﾈｯﾄ
＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ226号の見どころは・・・」 梅雨の食養生 水分代謝UPで重だるさを解消 洗濯洗剤、食器用洗剤 ・ｱｰｸ＆ｴｺ ﾗﾝﾄﾞﾘｰｸﾘｰ
発汗作用や利尿作用のあるおすすめ食材（P5）と我が家の定番に 人気調味料SALE！ をご案内しま ﾅｰ他 ・ﾗｲﾌﾞｺｯﾄﾝ ｼﾙｸﾘﾈﾝｼﾘｰｽﾞ衣料 ・山繊 ﾘﾈ
ﾝ寝具他 ・ﾊｰﾄ 寝具他 ・ｴｺﾜﾝ ｵｽｽﾒ防災用品
す。
特集
◇本日のゆうきだいすきｾｯﾄ 「有機にんにくの芽」 のご案内
にんにくの芽は、にんにくが花をつけるために伸ばす花茎を摘み取ったものです。シャキシャキとした
食感とほのかな甘み、そしてにんにく独特の香りも楽しむことができます。中華料理で使われることが
多く、特に炒めものやスープなどの具材としてお使いいただくととてもおいしく召し上がれます。旬の味
をぜひご賞味ください。

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]
有機 玉葱

いきいきセット[9998]

約500ｇ 長崎 供給センター長崎

有機 メークイン 約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 メークイン 約400ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 レタス

1個 長野 高坂農園

有機 長芋

有機 ほうれん草

１束 島根

有機 キャベツ
有機 ブロッコリー
有機 小松菜
有機

約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場
1/2個 長野 高坂農園

有機 小松菜
多菜・フルー
１個 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 ズッキーニ
ティーセット
1束 島根 赤江・オーガニックファーム
共通項目 有機 トマト(3S)

トマト(3S)3個 (ｻｲｽﾞ、量目変更)

有機 とうもろこし

熊本 肥後あゆみの会

1本 滋賀

[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 ブロッコリー
有機 小松菜
有機

3個 熊本 肥後あゆみの会

1本 滋賀

ゼスプリ

有機 玉葱

約300ｇ 和歌山 ファームゆうき

[基本野菜セット]
も同一内容です。

1個 長野 高坂農園
１束 島根

赤江・オーガニックファーム

有機 にんにくの芽

１束 兵庫

ディスカバリープロジェクト

垣見農園

有機 ズッキーニ

１本 熊本 モエ・アグリファーム

有機 サンゴールドキウイ3個

ニュージーランド

ゼスプリ

有機 とうもろこし

1本 滋賀

有機 バナナ

エクアドル

セリアマリア農園

有機

約500g

ｻｲｽﾞ、量目変更

6個 和歌山 蒼生舎

多菜・フルー 有機 レタス
１個 長野 塩尻有機栽培研究会
ティーセット
1束 島根 赤江・オーガニックファーム
共通項目 有機 ほうれん草
熊本 肥後あゆみの会

ニュージーランド

ゆうきだいすきセット[9994]

1/2個 長野 高坂農園

トマト(3S)3個 (ｻｲｽﾞ、量目変更)

有機 とうもろこし

１本 熊本 モエ・アグリファーム

平飼い卵

フルーティーセット[9997]
有機 キャベツ

1束 島根 赤江・オーガニックファーム

有機 サンゴールドキウイ2個

垣見農園

赤江・オーガニックファーム

スナップえんどう約80ｇ

垣見農園

長野 高坂農園

量目増量

有機 ベビーリーフ 1パック 広島 寺岡有機農場
河内晩柑

1個 熊本 肥後あゆみの会

防除

1回

※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。
[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)
有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ（3S)3個・有機とうも ※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。
ろこし
※セット変更のお知らせ：有機ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ（低温の日が続いたため規格に満たないものが多く出荷量が減少致しました。） 有機青葱（高知県の産地では
畑で病虫害が発生しており出荷量が減少しております。） すもも（天候不良による着色(熟度)が遅れているため収穫量が不安定な状況です。） 有機ﾆﾗ
（黄変などの品質不良がみられるため出荷量が減少しております。） 有機ﾄﾏﾄ（気温の低い日が続いた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：変更ございません。） 共通項目（基本野菜ｾｯﾄ）：有機ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ1ﾊﾟｯｸ⇒有機
とうもろこし ●いきいきｾｯﾄ：有機青葱約100ｇ⇒有機ほうれん草 すもも約250ｇ⇒有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ2個 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ﾆﾗ約100ｇ⇒有機
にんにくの芽 有機ﾄﾏﾄ1個⇒有機とうもろこし
◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは、香ばしい風味の『国内産 有機麦茶（ティーバッグ） 5パック』 国内産有機六条大麦で作ったほんのり甘い麦茶。水出しでもお湯
出しでも美味しくお召し上がりいただけます。ノンカフェインのため小さなお子様にもおすすめです。お得な5パックセットなので、たくさん作って渇いた喉
を潤してください！！（ｶﾀﾛｸﾞ226号（P30）で再開 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．225 お届け期間
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】

6/13～6/17

有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機人参約500ｇ・有機じゃが芋約500ｇ・有機ご
ぼう約200ｇ
有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ3個・河内晩柑約500ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機新にんにく約100ｇ・有機ﾊﾞｼﾞﾙ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

ゆうきだいすきセット【9994】 有機人参約300ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機水菜・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・
本体価格\2,152/税込￥2,324

有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)2個又はすもも約200ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

カタログＮＯ．226 お届け期間
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】

6/20～6/240

有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約150ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機人参約500ｇ・有機じゃ
が芋約500ｇ
有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約150ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)4個・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・有機枝豆約200ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300
ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ほうれん草・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機きゅうり2本・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ(L)1個・有機生姜約70ｇ・有機
本体価格\2,152/税込￥2,324

生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約150ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）
※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。
◇「野菜・果物」 産地からのご案内
有機リーフレタス：高坂農園の高坂さんは、「環境にできるだけ負荷をかけけないような有機農業」をめざして毎日畑を耕しています。畑の堆肥、落ち
葉、ワラなどは、できるだけ地元のものを使い、自家製ボカシ肥料で野菜本来の美味しさをぎゅっとひきだしています。朝晩ぐっと冷える気候の中でみず
みずしく育った有機リーフレタスをどうぞ。

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。

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（

）

