
　

有機
玉ねぎ　　　　600ｇ

長崎 吾妻旬菜 　 有機

長芋　　　　　　200ｇ

岩手
みちのく有機共同組合

　

有機

長芋　　　　　　200ｇ

岩手
みちのく有機共同組合

変更 有機

レタスSサイズ   1個

長野 塩尻有機研究会 　

有機 南瓜　　　　　　1/4 宮崎 霧島オーガニック 　 有機
小松菜　　　　　1束

京都 ワタミファーム 　

有機 ニラ　　　　　　1束 高知 大地と自然の恵み  有機
つるむらさき　　1束

大坂 原田ファーム 　

有機 水菜　　　　　　1束 奈良 山口農園/横山秀夫 　 有機 南瓜　　　　　　1/4 宮崎 霧島オーガニック 　

有機

モロヘイヤ　　　　1束

滋賀 垣見農園 　 有機 ピーマン　　　　1P 岡山 永田  康二　 　

有機 万願寺唐辛子　1P 京都

長澤有機農業塾

変更 　
すもも　　　　　200ｇ

山梨  勝沼平有機果実組合 
防除10回

有機

きゅうり　　　　　　3本

長野 高坂農園

変更 　

平飼い卵　  　　6個

和歌山

蒼生舎

　

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　

有機 ニラ　　　　　　1束 高知 大地と自然の恵み  有機
玉ねぎ　　　　300ｇ

長崎 吾妻旬菜 　

有機 水菜　　　　　　1束 奈良 山口農園/横山秀夫 　 有機

モロヘイヤ　　　　1束

滋賀 垣見農園 変更

有機

モロヘイヤ　　　　1束

滋賀 垣見農園 　 有機

コスレタス　　　　１個

長野 塩尻有機研究会 変更

有機 万願寺唐辛子　1P 京都

長澤有機農業塾

変更 有機
小松菜　　　　　1束

奈良 山口農園 　

有機

きゅうり　　　　　　3本

長野 高坂農園

変更 有機

きゅうり　　　　　　2本
和歌山

 ビオランド 　

有機
バナナ　　　　300ｇ

コロンビア

 サンタマルタ農園 　 有機 トマト（L）　　　1個 大坂 原田ファーム 　

　
すもも　　　　　500ｇ

山梨

 勝沼平有機果実組合 

防除10回 有機 ピーマン　　　　1P 岡山 永田  康二　 変更

　 　 　 　 　 有機
ごぼう　　　　　200ｇ

鹿児島

鹿児島有機生産組合 変更

　 　 　 　 　 有機
バナナ　　　　300ｇ

コロンビア

 サンタマルタ農園 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

有機 ニラ　　　　　　1束 高知 大地と自然の恵み  

有機 水菜　　　　　　1束 奈良 山口農園/横山秀夫 　

有機

モロヘイヤ　　　　1束

滋賀 垣見農園 　

有機 万願寺唐辛子　1P 京都

長澤有機農業塾

変更

有機

きゅうり　　　　　　3本

長野 高坂農園

変更

　 　 　 　 　

※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）　　・有機とうもろこし1本 ⇒ 有機まんがんじ唐辛子100ｇ　（滋賀県の産地で、長雨で受粉がうまくできな

【本日の野菜セット変更）　　・有機とうもろこし1本 ⇒ 有機まんがんじ唐辛子100ｇ　（滋賀県の産地で、長雨で受粉がうまくできな【本日の野菜セット変更）　　・有機とうもろこし1本 ⇒ 有機まんがんじ唐辛子100ｇ　（滋賀県の産地で、長雨で受粉がうまくできな

【本日の野菜セット変更）　　・有機とうもろこし1本 ⇒ 有機まんがんじ唐辛子100ｇ　（滋賀県の産地で、長雨で受粉がうまくできな

かったことによる品質不良と、カメムシの害により減収のため。）

かったことによる品質不良と、カメムシの害により減収のため。）かったことによる品質不良と、カメムシの害により減収のため。）

かったことによる品質不良と、カメムシの害により減収のため。）

・有機ベビーリーフ　⇒　きゅうり3本　（長く続く雨天の影響で生育に遅れがでております。）

・有機ベビーリーフ　⇒　きゅうり3本　（長く続く雨天の影響で生育に遅れがでております。）・有機ベビーリーフ　⇒　きゅうり3本　（長く続く雨天の影響で生育に遅れがでております。）

・有機ベビーリーフ　⇒　きゅうり3本　（長く続く雨天の影響で生育に遅れがでております。）

・有機人参600ｇ ⇒ 有機長芋200ｇ　（先日からの豪雨の影響で掘り取りができない状況です。）

・有機人参600ｇ ⇒ 有機長芋200ｇ　（先日からの豪雨の影響で掘り取りができない状況です。）・有機人参600ｇ ⇒ 有機長芋200ｇ　（先日からの豪雨の影響で掘り取りができない状況です。）

・有機人参600ｇ ⇒ 有機長芋200ｇ　（先日からの豪雨の影響で掘り取りができない状況です。）

・有機枝豆 ⇒ 有機ピーマン　（長雨による生育不良のため。）

・有機枝豆 ⇒ 有機ピーマン　（長雨による生育不良のため。）・有機枝豆 ⇒ 有機ピーマン　（長雨による生育不良のため。）

・有機枝豆 ⇒ 有機ピーマン　（長雨による生育不良のため。）

・有機生椎茸　⇒　有機ごぼう　（長く続いた雨天のため湿度が高くなり、生育不良を起こしております。

・有機生椎茸　⇒　有機ごぼう　（長く続いた雨天のため湿度が高くなり、生育不良を起こしております。・有機生椎茸　⇒　有機ごぼう　（長く続いた雨天のため湿度が高くなり、生育不良を起こしております。

・有機生椎茸　⇒　有機ごぼう　（長く続いた雨天のため湿度が高くなり、生育不良を起こしております。

・有機大根1/2　⇒　有機モロヘイヤ　（天候が不安定なため品質不良を起こしております。）

・有機大根1/2　⇒　有機モロヘイヤ　（天候が不安定なため品質不良を起こしております。）・有機大根1/2　⇒　有機モロヘイヤ　（天候が不安定なため品質不良を起こしております。）

・有機大根1/2　⇒　有機モロヘイヤ　（天候が不安定なため品質不良を起こしております。）

・・・　本日の野菜セット　・・・・・・　本日の野菜セット　・・・・・・　本日の野菜セット　・・・・・・　本日の野菜セット　・・・
多菜セット多菜セット多菜セット多菜セット いきいきセットいきいきセットいきいきセットいきいきセット

フルーティーセットフルーティーセットフルーティーセットフルーティーセット ゆうきだいすきセットゆうきだいすきセットゆうきだいすきセットゆうきだいすきセット

　基本野菜　セット　基本野菜　セット　基本野菜　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

7月23日（木）
【本日の野菜・加工品欠品情報】【本日の野菜・加工品欠品情報】【本日の野菜・加工品欠品情報】【本日の野菜・加工品欠品情報】
・サニーレタス ⇒　

・サニーレタス ⇒　・サニーレタス ⇒　

・サニーレタス ⇒　長野県の産地では長く続く雨のため、収穫前の畑で傷みがでております。

・ほうれん草 ⇒　

・ほうれん草 ⇒　・ほうれん草 ⇒　

・ほうれん草 ⇒　雨天が長く続いたため生育不良を起こしております。

・ケール ⇒　

・ケール ⇒　・ケール ⇒　

・ケール ⇒　虫害が発生しております。 欠品となります。

・サラダかぼちゃ ⇒　

・サラダかぼちゃ ⇒　・サラダかぼちゃ ⇒　

・サラダかぼちゃ ⇒　雨天の日が長く続いているため収穫量が減少しております。

・ルッコラ ⇒　

・ルッコラ ⇒　・ルッコラ ⇒　

・ルッコラ ⇒　長く続いた雨天の影響で品質不良を起こしております。

・カラーピーマン ⇒　

・カラーピーマン ⇒　・カラーピーマン ⇒　

・カラーピーマン ⇒　生産者の発送手違いにより遅延が発生致しました。

・青じそ ⇒　

・青じそ ⇒　・青じそ ⇒　

・青じそ ⇒　雨天による生育不良と圃場での病気の発生のため収穫量が減少しております。

・バジル　⇒　

・バジル　⇒　・バジル　⇒　

・バジル　⇒　雨風の影響で傷みがでております。 少量・欠品となります。

・ブロッコリー ⇒

・ブロッコリー ⇒・ブロッコリー ⇒

・ブロッコリー ⇒　長野県の産地では長く続いた雨のため、収穫前の畑で傷みがでておりま

す。　　・カンコンサイ（空心菜） ⇒　

・カンコンサイ（空心菜） ⇒　・カンコンサイ（空心菜） ⇒　

・カンコンサイ（空心菜） ⇒　出荷始めのため収穫量が安定しておりません。

・

宮島豆腐店の商品について

宮島豆腐店の商品について宮島豆腐店の商品について

宮島豆腐店の商品について

7/3（金）に宮島豆腐店にてもらい火による火災が発生しました。幸いにして宮島豆腐店の

7/3（金）に宮島豆腐店にてもらい火による火災が発生しました。幸いにして宮島豆腐店の7/3（金）に宮島豆腐店にてもらい火による火災が発生しました。幸いにして宮島豆腐店の

7/3（金）に宮島豆腐店にてもらい火による火災が発生しました。幸いにして宮島豆腐店の

方に怪我をされる方はいらっしゃいません。この影響により、しばらくの間、製造ができない

方に怪我をされる方はいらっしゃいません。この影響により、しばらくの間、製造ができない方に怪我をされる方はいらっしゃいません。この影響により、しばらくの間、製造ができない

方に怪我をされる方はいらっしゃいません。この影響により、しばらくの間、製造ができない

状況です。7/6（月）納品より全商品が欠品となります。再開時期等については、決まり次第

状況です。7/6（月）納品より全商品が欠品となります。再開時期等については、決まり次第状況です。7/6（月）納品より全商品が欠品となります。再開時期等については、決まり次第

状況です。7/6（月）納品より全商品が欠品となります。再開時期等については、決まり次第

追ってご報告致します

追ってご報告致します追ってご報告致します

追ってご報告致します

ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご容赦下さいますよう、宜しくお願い致します。

ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご容赦下さいますよう、宜しくお願い致します。ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご容赦下さいますよう、宜しくお願い致します。

ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご容赦下さいますよう、宜しくお願い致します。

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ 　032ｗ号

・お届け情報（本紙）

・ご注文用紙　032ｗ

・bioweekly　　030ｗ

 

・リマナチュラル

・レモン果汁_030w～032ｗ



【材料】（4人分）

【材料】（4人分）【材料】（4人分）

【材料】（4人分）

トマト…3～4個　・　鶏もも肉…1～2枚

トマト…3～4個　・　鶏もも肉…1～2枚トマト…3～4個　・　鶏もも肉…1～2枚

トマト…3～4個　・　鶏もも肉…1～2枚

オリーブオイル…適量　・　チーズ…お好みで　・　黒こしょう…お好みで

オリーブオイル…適量　・　チーズ…お好みで　・　黒こしょう…お好みでオリーブオイル…適量　・　チーズ…お好みで　・　黒こしょう…お好みで

オリーブオイル…適量　・　チーズ…お好みで　・　黒こしょう…お好みで

①　もも肉を食べやすい大きさに切り、塩こしょうをしておく。

①　もも肉を食べやすい大きさに切り、塩こしょうをしておく。①　もも肉を食べやすい大きさに切り、塩こしょうをしておく。

①　もも肉を食べやすい大きさに切り、塩こしょうをしておく。

②　スライスしたトマトと①を耐熱皿に交互に入れ、オリーブオイルをかけ、チーズをたっぷ

②　スライスしたトマトと①を耐熱皿に交互に入れ、オリーブオイルをかけ、チーズをたっぷ②　スライスしたトマトと①を耐熱皿に交互に入れ、オリーブオイルをかけ、チーズをたっぷ

②　スライスしたトマトと①を耐熱皿に交互に入れ、オリーブオイルをかけ、チーズをたっぷ

りのせる。

りのせる。りのせる。

りのせる。

③　200度のオーブンで約15～20分ほど焼く。（焼き具合を見ながら調節してください）お好

③　200度のオーブンで約15～20分ほど焼く。（焼き具合を見ながら調節してください）お好③　200度のオーブンで約15～20分ほど焼く。（焼き具合を見ながら調節してください）お好

③　200度のオーブンで約15～20分ほど焼く。（焼き具合を見ながら調節してください）お好

みで、仕上げに黒こしょうをふる。

みで、仕上げに黒こしょうをふる。みで、仕上げに黒こしょうをふる。

みで、仕上げに黒こしょうをふる。

　

　　

　

ゆうきだいすきセット
有機人参300ｇ　・　有機金時芋300ｇ　・　有機青ネギ　・　有機ブロッコリー　・　有機小松菜　・　有

機モロヘイヤ　・　有機ピーマン　・　えのき　・　キウイ2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。

【鶏肉とトマトのオーブ【鶏肉とトマトのオーブ【鶏肉とトマトのオーブ【鶏肉とトマトのオーブ
ン焼き】ン焼き】ン焼き】ン焼き】

　　　　　　　　　　　　　　　　※※※※　　　　夏夏夏夏バテバテバテバテ防止防止防止防止　　　　鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉とトマトのオーブンとトマトのオーブンとトマトのオーブンとトマトのオーブン焼焼焼焼きききき！！！！

基本野菜基本野菜基本野菜基本野菜
有機サニーレタス　・　有機小松菜　・　有機きゅうり2本　・　有機ミニトマト　・　有機パプリカ（黄）

　　　　

いきいきセット
有機れんこん　・　有機リーフレタス　・　有機小松菜　・　有機モロヘイヤ　・　有機オクラ　・　有機

枝豆　・　有機バナナ300ｇ　・　平飼い卵【9998】\2,808（冷蔵）

カタログＮＯ．032ｗお届け期間　8/3～8/7カタログＮＯ．032ｗお届け期間　8/3～8/7カタログＮＯ．032ｗお届け期間　8/3～8/7カタログＮＯ．032ｗお届け期間　8/3～8/7

多菜セット
有機人参500ｇ　・　有機長芋200ｇ　・　有機南瓜1/4　・　有機サニーレタス　・　有機小松菜　・　有

機きゅうり2本　・　有機ミニトマト　・　有機パプリカ（黄）【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット
有機サニーレタス　・　有機小松菜　・　有機きゅうり2本　・　有機ミニトマト　・　有機パプリカ（黄）　・

有機バナナ300ｇ　・　すもも500ｇ【9997】\2,808（冷蔵）

いきいきセット
有機人参300ｇ　・　有機青ネギ　・　有機ニラ　・　有機水菜　・　有機ミニトマト　・　有機ベビーリー

フ　・　有機キウイ4個　・　平飼い卵【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット
有機長芋　・　有機レタス　・　有機山ほうれん草　・　有機ニラ　・　有機水菜　・　有機南瓜1/4　・

有機オクラ　・　有機ベビーリーフ　・　すもも【9994】\2,324（冷蔵）

フルーティーセット
有機レタス　・　有機ブロッコリー　・　有機つるむらさき　・　有機ミニトマト　・　有機オクラ　・　有機

キウイ2個　・　デラウェア300ｇ【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜基本野菜基本野菜基本野菜
有機レタス　・　有機ブロッコリー　・　有機つるむらさき　・　有機ミニトマト　・　有機オクラ

　　　　

●●●野菜セット予想メニュー●●●●●●野菜セット予想メニュー●●●●●●野菜セット予想メニュー●●●●●●野菜セット予想メニュー●●●
カタログＮＯ．031ｗお届け期間　7/27～7/31カタログＮＯ．031ｗお届け期間　7/27～7/31カタログＮＯ．031ｗお届け期間　7/27～7/31カタログＮＯ．031ｗお届け期間　7/27～7/31

多菜セット
有機人参500ｇ　・　有機じゃが芋400ｇ　・　有機ごぼう200ｇ　・　有機レタス　・　有機ブロッコリー　・

有機つるむらさき　・　有機ミニトマト　・　有機オクラ【9996】\2,808（冷蔵）


