
鶺鴒鳴
（せきれいなく）

9月12日頃

【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]
・有機青葱：高知県の産地では軟腐病が発生しており出荷量が減少しております。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

・有機ズッキーニ：先日の長雨の影響で花が咲かず受粉ができないため出荷量が減少しております。
・有機カラーピーマン：先日の長雨の影響で傷みが多くなっており出荷量が不安定な状況です。
・有機パセリ：干ばつとその後に長く続いた大雨の影響で株が弱ったため収穫量が減少しております。
・有機バジル：べと病が発生しており出荷量が不安定な状況です。
・あかね：春先の霜や雹の被害で受粉不良を起こしたため変形果が多く早めの終了となりました。
・ピオーネ：長雨の影響で傷みが多くなり今季終了となりました。 ＜ご案内＞
・有機ﾌﾞﾗｯｸｵﾘﾝﾋﾟｱ：天候不良による生育の遅れのため出荷量が不安定な状況です。
・豊水：長雨の影響で病気や虫害が発生しており出荷量が減少しております。

[日配・加工品]
・梅チューベエ：季節限定取扱商品の為、在庫無くなり終了となりました。  

有機 玉葱　　　　 約600ｇ 北海道 野澤伸行さん 有機 人参　　　　 約300ｇ 北海道 一心生産組合

有機 金時芋　　　約400ｇ 香川 さぬき有機 有機 ごぼう        約200ｇ 宮崎 霧島オーガニック 　

有機 長芋          約200ｇ 青森 みちのく有機共同農場 有機 パプリカ　　　　　1個 大阪 原田ふぁーむ

有機 レタス(小)　　　  1個 長野 塩尻有機栽培研究会 有機 モロッコいんげん約150ｇ 長野 高坂農園

有機 パプリカ　　　　　1個 大阪 原田ふぁーむ 有機 ししとう　　　　約50ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 オクラ　　　　約100ｇ 和歌山 ビオランド 有機 オクラ　　　　約100ｇ 和歌山 ビオランド

有機 ししとう　　　　約50ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合 ベリーA(訳あり)約200ｇ 広島 中原観光農園 防除　　0回

しめじ　　　　約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター

平飼い卵　　  　 6個 岡山 永田康二さん

有機 レタス(小)　　　  1個 長野 塩尻有機栽培研究会 有機 ほうれん草　     1束 島根 やさか共同農場

有機 パプリカ　　　　　1個 大阪 原田ふぁーむ 有機 金時芋　　　約300ｇ 香川 さぬき有機

有機 オクラ　　　　約100ｇ 和歌山 ビオランド 有機 ごぼう        約200ｇ 宮崎 霧島オーガニック

有機 ししとう　　　　約50ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合 有機 山ほうれん草    1束 島根 やさか共同農場

しめじ　　　　約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター 有機 モロヘイヤ    約50ｇ 滋賀 垣見農園

有機 キウイフルーツ　1個 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ゼスプリ 有機 ししとう　　　　約50ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 バナナ　　　 約500g エクアドル セリアマリア農園 有機 にんにく　　 約100ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

つがる　　　　　 2個 青森 ナチュラル農究 防除　　17回 有機 生椎茸（菌床）１パック 岡山 浅野産業

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◇
　今週のおすすめは、非加熱なのでクセがなく美味しい『有機エキストラバージンココナッツオイル』 有機JAS認証を取得しているココナッツオイルで
す。有機栽培したココナッツの皮をむき、低温圧搾し、遠心分離しています。製造過程で一切熱を加えていないので、自然のココナッツの香りをお楽し
みいただけます。（ｶﾀﾛｸﾞ140号 P5「秋のﾌﾙｰﾂ…りんごのｺｺﾅｯﾂｵｲﾙ焼き」お買い得価格でご案内しております。）

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機さつま芋約400ｇ⇒有機金時芋約400ｇ） ●ﾌﾙｰﾃｨｰｾｯﾄ（ﾌﾙｰﾂｱｿｰﾄ：あかね2個⇒つがる2個） 共通項目（基本野菜ｾｯﾄ）：
有機ﾆﾗ約100ｇ⇒有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 有機枝豆約200ｇ⇒有機ししとう約50ｇ  ●いきいきｾｯﾄ：有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ⇒有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ約200ｇ⇒有機ﾓﾛｯｺい
んげん約150ｇ 有機小松菜⇒有機ししとう約50ｇ 有機ｽﾞｯｷｰﾆ⇒有機ｵｸﾗ約100ｇ 二十世紀1個⇒ﾍﾞﾘｰＡ約200ｇ ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機人参約300
ｇ⇒有機ほうれん草 有機水菜⇒有機ﾓﾛﾍｲﾔ約50ｇ

多菜セット[9996] いきいきセット[9998]

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。

[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。

有機ﾚﾀｽ(小)・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ・有機ｵｸﾗ約100ｇ・有機ししとう約50ｇ・しめじ約
150ｇ

※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：有機さつま芋（雨の影響で掘り取りの作業が間に合っておらず出荷量が不安定な状況です。）あかね（春先の霜や雹の被害
で受粉不良を起こしたため変形果が多く今季は早めの終了となりました。） 有機ﾆﾗ・有機枝豆・有機小松菜（天候不良のため生育に遅れが見られま
す。）有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ（長雨で定植が遅れたため出荷量が減少しております。）有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ・有機水菜（長雨の影響が続いており傷みが発生しておりま
す。）二十世紀（長雨の影響で病気や虫害が発生しており出荷量が減少しております。） 有機ｽﾞｯｷｰﾆ（長雨の影響で花が咲かず受粉ができないため
出荷量が減少しております。）

(房の仕上がりが不揃いなので小さい房を組み合わせてお届けしています。)

・ｶﾀﾛｸﾞ140号 ・お届け情報（本紙） ・
bioweekly138 ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表/
国産有機八穀米特別ｾｰﾙ(賞味期限間近のた
め)ご注文表 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ化粧品ご注文表

☆本日の野菜セットメニュー☆

　

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

9月13日（月） せきれいが鳴き始める頃。せきれいは日本神話にも登場し、別名は「恋教え鳥」。

・・・　今週の配布物　・・・

・ﾐﾄｸ ｵｰｶﾞﾆｯｸ ｵｰﾄﾐｰﾙ＆ﾐｭｰｽﾞﾘｰ他 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗ
ﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｲｸﾘｰﾑ他 ・ｱﾑﾘﾀｰﾗ 化粧品 ｴｲｼﾞﾝ
ｸﾞｹｱ ｼﾘｰｽﾞ他 ・ｱｰｸ＆ｴｺ 2020年産の朝摘み
ばら水他 ・ｿﾈｯﾄ 洗濯洗剤、食器用洗剤他 ・
せっけん丸洗い工房ふたごや ふとんの丸洗い

◎「今週、お届けのカタログ140号の見どころ
は・・・」　ﾐﾂﾊﾞﾂと共に全国を旅する 移動養蜂
家 瀬尾養蜂園の国産純粋はちみつ 瀬尾さん
の長年の取組み、工夫などをご案内します。
（裏表紙）

・有機大根：生育期に受けた高温と干ばつの影響で品質不良のものが見られるため出荷量が減少し
ております。



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機水菜・有機つるむらさき・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機柚子2個
（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]　有機小松菜・有機南瓜1/4個・有機枝豆約200ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ・有機生椎茸(菌床）1ﾊﾟｯｸ

（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：

コース番号（　　　　曜日　　　　　コース）　会員番号（　　　　　　　　　）　お名前（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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。

フルーティーセット【9997】
有機小松菜・有機南瓜1/4個・有機枝豆約200ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ・有機生椎茸(菌床）1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・紅玉2個

本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機赤玉葱約250ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・有機ししとう約50ｇ・有機にんにく約50ｇ・有機種なし柿
約400ｇ・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】有機赤玉葱約250ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機水菜・有機南瓜1/4個・有機ししとう約50ｇ・有機いんげん約50ｇ・しめじ約150ｇ・
有機柚子2個・有機種なし柿約300ｇ本体価格\2,152/税込￥2,324　

※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。

　有機南瓜：北海道：富良野：百我：阪井さんの畑は冬は雪に覆われる一方、夏の気温は日中30℃以上に上がることもある季節にメリハリのある恵み
の大地。昼夜の寒暖差が激しいからこそ日中太陽の光を浴びて貯えた栄養を損なうことなく甘みと旨みたっぷりに育ちます。どうぞお楽しみください。

ゆうきだいすきセット【9994】有機赤玉葱約250ｇ・有機じゃが芋約300ｇ・有機れんこん約200ｇ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機生姜約100
ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ・あかね1個本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．140　お届け期間　　9/27～10/1

多菜セット【9996】 有機小松菜・有機南瓜1/4個・有機枝豆約200ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ・有機生椎茸(菌床）1ﾊﾟｯｸ・有機じゃが芋約600ｇ・有機ご
ぼう約200ｇ・有機れんこん約200ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808　

フルーティーセット【9997】 有機水菜・有機つるむらさき・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機柚子2個・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ4個・有機種なし柿約
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・有機金時芋約300ｇ・有機水菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機きくらげ約40ｇ・あかね1
個・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ本体価格\2,600/税込￥2,808　

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．139　お届け期間　　9/20～9/24

多菜セット【9996】 有機水菜・有機つるむらさき・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機柚子2個・有機玉葱約600ｇ・有機人参約600ｇ・
有機じゃが芋約600ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　


