名古屋地区

6月24日（木）

五月雲（さつきぐも）

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

陰暦５月、今の暦の６月から７月にかけての梅雨のうっとうしい雲
・・・ 今週の配布物 ・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ128号 ・お届け情報（本紙） ・
bioweekly126 ・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 ・ｽﾊﾟｲｽﾏﾙｼｪご注
文表 ☆ｷﾞﾌﾄ5%OFF！早期割引ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ６/25ま
でご案内

【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]
・有機ｶﾝｺﾝｻｲ（空心菜）：日照不足のため生育不良を起こしております。
・有機モロヘイヤ：雨天が続いたため生育不良を起こしております。
・有機なす：天候が不安定なため各産地とも生育不良を起こしております。
・有機とうもろこし：天候が不安定なため生育不良を起こしております。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 有機水溶性食物繊維ｾｰﾙ他 ・
DIONY WINE 夏に飲みたいおすすめﾜｲﾝ ・ﾘﾏﾅ
ﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸﾍｱﾄﾆｯｸ他 ・ｾﾞﾝｹﾝ 浄水器・ｶｰﾄ
ﾘｯｼﾞの企画 ・ｱｰｸ＆ｴｺ お掃除特集 ・ﾊｰﾄ 体圧
分散敷ふとん他 ・ｸｱﾝﾄﾊﾞｽﾀ 錆びない「鉄なべ」
他 ・ｴｺﾜﾝ 備えて安心！防災用品特集

[日配・加工品]
・黒豚ﾄﾝﾄﾛｽﾗｲｽ：冷凍庫故障ため数量が揃わず、限定数の仕入れのため追加が出来ませんでした。
・ｵｰｶﾞﾆｯｸｸﾞﾗﾉｰﾗﾊﾟｲﾂ ﾁｮｺ＆ﾊﾞﾅﾅ：メーカー終売のため在庫なくなり終了となりました。
・詰替ﾊﾟｯｸｽｵｲﾘｰｼｭﾝﾌﾟｰ： 商品リニュアルのため在庫なくなり終了となりました。ｶﾀﾛｸﾞ128 号より ﾊﾟｯ
ｸｽｵｲﾘｰﾍｱｿｰﾌﾟ の取扱いをいたします。

＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ128号の見どころ
は・・・」 夏の体調管理にコレ！ビオ・マルシェ
おすすめ商品（P4）と南国からお届け とろける
美味しさ(^^♪ サマーフルーツ（P5）をご案内し
ます。

☆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 赤玉葱

約500ｇ 兵庫 うずしお

有機 玉葱

約300ｇ 和歌山 ビオランド紀の川

有機 人参

約500ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 ごぼう

約200ｇ 宮崎

有機 じゃが芋

約500ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 小松菜

有機 キャベツ
有機 枝豆
有機 小松菜
有機 パセリ

1/2個 長野

有機 枝豆
有機 小松菜
有機 パセリ

1束 京都 ワタミファーム

3本 奈良 喜多清文さん
有機 きゅうり
多菜・フルー
約50ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
約200ｇ 和歌山 ビオランド
有機 ししとう
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 生椎茸（菌床）１パック 岡山 浅野産業

高坂農園

約30ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 ヤングコーン１パック

有機 キャベツ

霧島オーガニック

滋賀/和歌山

[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 キウイフルーツ 2個
平飼い卵

垣見農園/紀ノ川農業協同組合

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

ゼスプリ

6個 和歌山 蒼生舎

フルーティーセット[9997]

ゆうきだいすきセット[9994]

1/2個 長野

約200ｇ 青森 みちのく有機共同農場

高坂農園

有機 長芋
多菜・フルー
約200ｇ 和歌山 ビオランド
有機 小松菜
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 レタス
約30ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会

[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 ほうれん草

1束 島根 やさか共同農場
1個 長野

塩尻有機栽培研究会

1束 長野

塩尻有機栽培研究会

有機 ヤングコーン１パック

滋賀/和歌山

垣見農園/紀ノ川農業協同組合

有機 サラダかぼちゃ １個 宮崎 アビオスファーム

有機 バナナ

コロンビア

サンタマルタ農園

有機 トマト(S）

２個 大阪

原田ふぁーむ

有機 きゅうり

2本 奈良

喜多清文さん

約500g

河内晩柑 約700ｇ 熊本 肥後あゆみの会

防除

1回

えのき

有機 バナナ

価格補填

約100ｇ 長野 夜間瀬ASS
約300g

コロンビア

サンタマルタ農園

※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・有機枝豆約200ｇ・有機小松菜・有機ﾊﾟｾﾘ約30ｇ・有機ﾔ ※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。
ﾝｸﾞｺｰﾝ1ﾊﾟｯｸ
※セット変更のお知らせ：有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ（一部の産地でアブラムシによる被害がでており出荷量が減少しております。） 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（圃場の切り替わり
に入ったため、収穫量が減少しております。） 有機ｷｬﾍﾞﾂ・有機大根（天候が不安定なため生育不良を起こしております。） 有機ﾓﾛﾍｲﾔ（雨天が続いた
ため生育不良を起こしております。） 河内晩柑（傷みが多くなってきたため出荷量が減少しております。） 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ（現在出荷中の産地でうどんこ病
が発生しているため収穫量が減少しております。） 有機ﾋﾟｰﾏﾝ（雨が多く日照も不足しているため収穫量が不安定な状況です。）
●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）：有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ⇒有機ｷｬﾍﾞﾂ
1/2個 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ⇒有機枝豆約200ｇ ●いきいきｾｯﾄ：有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個⇒有機ごぼう約200ｇ 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ⇒有機小松菜 有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ⇒有機
ししとう約50ｇ 河内晩柑1個⇒有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ2個 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機大根1/2本⇒有機小松菜 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ⇒有機ﾄﾏﾄ(S）2個 有機ﾋﾟｰﾏﾝ
約80ｇ⇒有機きゅうり２本

◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは、抗菌力に優れた貴重な『ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾏﾇｶﾊﾆｰ MG150+』はちみつの採取は１つ１つ手作業で、完全非加熱。みつばちの巣は子育
てに適した温度に保つことで、熱に弱いはちみつのﾋﾞﾀﾐﾝ類や酵素を失わず、みつばちもｽﾄﾚｽﾌﾘｰな環境で育てています。また、はちみつをろ過しすぎ
ないことで、生のﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽなどの栄養素を残しているため、抗菌力が高く、免疫力UPに期待できます。（ｶﾀﾛｸﾞ128号P4 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．127 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】

6/28～7/2

有機ほうれん草・有機水菜・有機つるむらさき・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機にんにく1個・有機玉葱約500ｇ・有機人参約500ｇ・有機
長芋約200ｇ
有機ほうれん草・有機水菜・有機つるむらさき・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機にんにく1個・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】

有機じゃが芋約400ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾄﾏﾄ(S）2個・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・平飼
本体価格\2,600/税込￥2,808 い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機玉葱約400ｇ・有機じゃが芋約400ｇ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機小松菜・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機
本体価格\2,152/税込￥2,324

生椎茸（菌床）1ﾊﾟｯｸ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)1個

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ほうれん草・有機水菜・有機つるむらさき・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機にんにく1個

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

カタログＮＯ．128 お届け期間

7/5～7/9

多菜セット【9996】

有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機きゅうり2本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機枝豆約200ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約
500ｇ・有機ごぼう約200ｇ
本体価格\2,600/税込￥2,808
フルーティーセット【9997】 有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機きゅうり2本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機枝豆約200ｇ・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ3個・有機ﾊﾞﾅﾅ
本体価格\2,600/税込￥2,808 約500ｇ
いきいきセット【9998】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機ごぼう約200ｇ・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・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】 有機ごぼう約200ｇ・有機大根1/2本・有機ﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機つるむらさき・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機生姜約100ｇ・有機青じ
本体価格\2,152/税込￥2,324

そ10枚・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ・有機きゅうり2本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機枝豆約200ｇ

（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。
◇「６月・７月お届け予定の野菜・果物」 産地からのご案内
有機ビーツ：長野：吉沢文隆さん 有機ビーツは「奇跡の野菜」と言われるほどに栄養価の高い野菜です。生産者の羽田さんは数ある野菜の中でも有
機ビーツが特に好きだそう。スライスしてベーコンとともにコンソメスープに入れたり、千切りにしてバターでサッと炒めて召し上がるそうです。ぜひお試し
ください。

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（

）

