名古屋地区

6月13日（月）

腐草為螢
（くされたるくさほたるとなる）

株式会社 ビオ・マーケット
TEL:0120-16-0831
FAX:050-3737-2323
http://www.biomarche.jp

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227号 ・bioweekly225 ・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」 ・ﾍﾞ
[農産品]
・小玉すいか：生産者の体調の不良により,雑草が繁茂し生育不良のものが多いため欠品となりました。ﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ・ｽﾑｰｼﾞｰ/・ｽｷﾝｹｱ・ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食品
ご注文表 ・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝご注文表 ・ﾛ
ｺﾞﾅ化粧品ご注文表 ・夏ﾊﾞﾃ対策に飲料酢 有
機ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾈｶﾞｰご案内 ◇お友だち紹介ｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝご案内 ☆夏のｵｰｶﾞﾆｯｸｷﾞﾌﾄ果物お届けカ
レンダー ◇【ｵﾝﾗｲﾝ講座】四季のおうち薬膳と
[日配・加工品]
養生のおはなし
・欠品はございません。
＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・おもちゃ箱 ｵｰｶﾞﾆｯｸ ｲﾝｽﾀﾝﾄｽﾊﾟｲｽ他 ・ｱｰﾙ･
ｴｯﾁ･ｴｽ ﾊｰﾚｰⅡ他 ・こだわり職人の逸品 調理
器具他
＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ227号の見どころ
は・・・」 Veggit rabbit's 旬の有機果物でつく
る、ｳﾞｨｰｶﾞﾝ･ｽｲｰﾂﾚｼﾋﾟをご紹介します。（P4）と
ｱﾚもｺﾚもこのﾁｬﾝｽに！お惣菜SALEを企画しま
した。（裏表紙）
【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。

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

いきいきセット[9998]

有機 人参

約500ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 ブロッコリー

１個 長野

塩尻有機栽培研究会

有機 じゃが芋

約500ｇ 香川 Blue farm

有機 ほうれん草

１束 島根

やさか共同農場

有機 ごぼう

約200ｇ 青森 みちのく有機共同農場

有機 水菜

1束 奈良

山口農園

有機 レタス

1個 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 ほうれん草

１束 島根

有機 小松菜

1束 島根 やさか共同農場

有機 サラダ南瓜

1個 福岡 アビオスファーム

有機 とうもろこし

1本 滋賀 垣見農園

やさか共同農場

3個 熊本 肥後あゆみの会
有機 トマト(3S)
多菜・フルー 有機 新にんにく 約100ｇ 鹿児島 福留果樹園
ティーセット
１パック 京都 長澤有機農業塾
共通項目 有機 バジル
[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 サンゴールドキウイ2個
平飼い卵

フルーティーセット[9997]
有機 レタス

1個 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 ほうれん草

１束 島根

有機 小松菜

1束 島根 やさか共同農場

有機 サラダ南瓜

1個 福岡 アビオスファーム

有機 とうもろこし

1本 滋賀 垣見農園

有機 サンゴールドキウイ3個

ニュージーランド

やさか共同農場

6個 岡山

ゼスプリ
永田康二さん

ゆうきだいすきセット[9994]
有機 人参
約300ｇ 熊本 モエ・アグリファーム
多菜・フルー 有機 キャベツ
1個 長野 吉沢文隆さん
ティーセット
１個 長野 塩尻有機栽培研究会
共通項目 有機 ブロッコリー
[基本野菜セット]
も同一内容です。

ゼスプリ

河内晩柑 約500ｇ 熊本 肥後あゆみの会

ニュージーランド

ｻｲｽﾞ、量目変更

防除

1回

有機 セロリ

約150ｇ 宮崎

1束 島根 やさか共同農場

有機 サラダ南瓜

1個 福岡 アビオスファーム

有機 スナップえんどう約50ｇ 長野 高坂農園
有機 ピーマン

約80ｇ 宮崎 アビオスファーム

有機 キウイフルーツ 2個

ニュージーランド

又はすもも 約200ｇ 熊本

[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・有機とうもろこし

健康農園萩原

有機 小松菜

ゼスプリ
肥後あゆみの会

防除

2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。
※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。

※セット変更のお知らせ：有機ﾐﾆﾄﾏﾄ（虫害や病気の発生により出荷量が減少しております。） 有機ｻﾆｰﾚﾀｽ（先日の降雨により一部の畑で傷みが発
生しております。） 有機水菜（予想よりも気温が低い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）：有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ⇒有機と
うもろこし ○いきいきｾｯﾄ：変更ございません。 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ｻﾆｰﾚﾀｽ⇒有機ｷｬﾍﾞﾂ1個 有機水菜⇒有機ｾﾛﾘ約150ｇ
◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは、有機アガベシロップ：ブルーアガベと呼ばれる植物から作られた、くせがなく、使いやすい天然甘味料です。お料理やコーヒーな
どの飲み物にもお使いいただけます。糖の吸収が穏やかなので、血糖値が気になる方やダイエット中の方にもおすすめです。（ｶﾀﾛｸﾞ227号 P4 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．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）

カタログＮＯ．227 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

6/27～7/1

有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機つるむらさき・有機きゅうり3本・有機ﾄﾏﾄ(Ｌ)1個・有機赤玉葱約500ｇ・有機人参約400
ｇ・有機長芋約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機つるむらさき・有機きゅうり3本・有機ﾄﾏﾄ(Ｌ)1個・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ3個・有機ﾊﾞﾅﾅ約
本体価格\2,600/税込￥2,808 500ｇ
いきいきセット【9998】

有機人参約300ｇ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(Ｓ)2個・しめじ約150ｇ・河内晩柑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】 有機ごぼう約200ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾄﾏﾄ(Ｌ)1個・有機ししとう約50ｇ・有機枝豆約200ｇ・有機新に
本体価格\2,152/税込￥2,324

んにく約50ｇ・河内晩柑1個

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機つるむらさき・有機きゅうり3本・有機ﾄﾏﾄ(Ｌ)1個

（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
有機パセリ：パセリは料理の彩りとして、色の濃いものが好まれます。しかし、色の濃いパセリを作るには化学肥料をどんどん入れなければなりませ
ん。また、パセリはくるっとまいた葉の部分に水滴がたまるため、農薬もたまりやすい特徴があります。そのたけ、高知県の「大地と自然の恵み」では、
食べても安心で美味しいパセリの栽培を目指して育てています。

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（

）

