
水泉動
（しみずあたたかをふくむ）

【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]
・有機ミニ白菜：今季間もなく出荷終了となります。
・有機ケール：寒波の影響で生育不良を起こしております。
・有機ピーマン：寒波の影響で生育不良を起こしております。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

＜ご案内＞
[日配・加工品]
・宮島揚げ出しがんも：製造の不具合により欠品となりました。
・無添加たらこ：製造元における製造人員の不足が急遽生じ、入荷がなくお届けができませんでした。

・有機干柿：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。

有機 玉葱　　　　 約500ｇ 北海道 きたみらい農業協同組合 有機 玉葱　　　　 約500ｇ 北海道 きたみらい農業協同組合

有機 人参　　　　 約600ｇ 長崎 川内農園 有機 白菜　　　　　 1/4個 宮崎 野口オーガニックファーム 　

有機 長芋          約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 トマト（2L）        1個 熊本 肥後あゆみの会

有機 青葱　　　　 約100ｇ 三重/和歌山 木村 貢さん/ビオランド 有機 小松菜　　　　　 1束 奈良/和歌山 山口農園/ビオランド紀の川

有機 ブロッコリー      1個 和歌山 紀ノ川農業協同組合 有機 いんげん　　　約70ｇ 鹿児島 池田農園

有機 トマト（2L）        1個 熊本 肥後あゆみの会 有機 生姜　　　　 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 小松菜             1束 島根 赤江・オーガニックファーム 有機 伊予柑　　　約600ｇ 熊本 福島柑橘園

有機 塩ミニトマト  約150ｇ 熊本 肥後あゆみの会 平飼い卵　　  　 6個 和歌山 蒼生舎

有機 水菜                1束 奈良 喜多清文さん 豊作ｻｰﾋﾞｽ

有機 青葱　　　　 約100ｇ 三重/和歌山 木村 貢さん/ビオランド 有機 ごぼう        約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 ブロッコリー      1個 和歌山 紀ノ川農業協同組合 有機 大根                1本 長崎 川内農園

有機 トマト（2L）        1個 熊本 肥後あゆみの会 有機 白菜　　　　　 1/4個 宮崎 野口オーガニックファーム

有機 小松菜             1束 島根 赤江・オーガニックファーム 有機 サニーレタス     1個 宮崎 綾町農業協同組合

有機 塩ミニトマト  約150ｇ 熊本 肥後あゆみの会 有機 小松菜　　　　　 1束 島根 赤江・オーガニックファーム

ふじ                2個 青森 ナチュラル農究 防除　　23回 有機 水菜                1束 島根 赤江・オーガニックファーム

有機 ネーブル　　約400ｇ 熊本 福島柑橘園 有機 いんげん　　　約50ｇ 鹿児島 池田農園

有機 水菜                1束 奈良 喜多清文さん 豊作ｻｰﾋﾞｽ 有機 生姜　　　　 　約70ｇ 岡山 瀬戸内ファーム

有機 ポンカン　　 約300ｇ 熊本 肥後あゆみの会

◇おすすめコーナー◇
　今週のおすすめは、新登場！MOON RIVER BREADの身体に優しいオーガニックパンです。素材選びから製法までとことんこだわったパンを是非ご
賞味ください。（ｶﾀﾛｸﾞ207号 P5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☆

●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）：有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個⇒有機ﾌﾞ
ﾛｯｺﾘｰ 有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯｸ⇒有機ﾄﾏﾄ(2L)1個 ●いきいきｾｯﾄ：有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯｸ⇒有機ﾄﾏﾄ(2L)1個 有機ﾈｰﾌﾞﾙ約400ｇ⇒有機伊予柑約600ｇ ○ゆうきだいすき
ｾｯﾄ：変更ございません。

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。

有機青葱約100ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ﾄﾏﾄ(2L)1個・有機小松菜・有機塩ﾐﾆﾄ
ﾏﾄ約150ｇ・（有機水菜：豊作ｻｰﾋﾞｽ）

※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：有機ｷｬﾍﾞﾂ（寒波による生育の遅れと、積雪の影響による品質不良が見られるため出荷量が減少しております。） 有機ｾﾛﾘ
（運送便の誤配送による遅延が発生したため数量が揃いませんでした。） 有機ﾈｰﾌﾞﾙ（九州の産地では今年は例年に比べ小玉傾向のため収量が少
ない状況です。）

・・・　今週の配布物　・・・

☆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

1月28日（金） 地中で凍った泉の水が溶け、動き始める頃。まだまだ空気は冷たく、寒い時期ですが、春
に向けて少しずつ動き出しています。

◎「今週、お届けのカタログ207号の見どころ
は・・・」　Happy Valentine's Day この時期だけ
のチョコレートを各メーカーから揃えました。大
切な人に手づくチョコをプレゼントしたり頑張った
自分へのご褒美に…等々　是非この機会にお
試しください。（表紙）　P30にて生チョコのレシピ
を紹介しております。お菓子作りの好きな方は
挑戦してみてください。

・ｱｰｸ＆ｴｺ お掃除特集 ・こだわり職人の逸品
老舗のﾒｰｶｰ 外山刃物 爪切り他

・ｶﾀﾛｸﾞ207号 ・お届け情報（本紙） ・
bioweekly205 ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表
/・ｵｰﾌﾞﾘｰ化粧品ご注文表 ・ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ・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 ☆季節の手しごと
ｵｰｶﾞﾆｯｸの材料でわが家のみそつくり作り ☆一
から手づくり味噌ノート



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機白葱約300ｇ・有機大根1/2本・有機水菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜1袋・有機いんげん約50ｇ
（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]　有機白菜1/4個・有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯｸ・有機小松菜・有機塩ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ
（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】
有機白菜1/4個・有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯｸ・有機小松菜・有機塩ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・ふじ1個・有機ﾊﾟｰﾙ柑約800ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機ごぼう約200ｇ・有機紅くるり・有機白菜1/4個・有機ほうれん草・有機小松菜・しめじ約150ｇ・有機伊予柑約500ｇ・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】有機長芋約200ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機白菜1/4個・有機小松菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜1袋・有機いんげん約50ｇ・
有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ約30ｇ・有機甘夏1個本体価格\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。

　有機はっさく：福田さんの畑は、和歌山県・岩出市に広がります。美味しさのポイントは、樹の上で十分に熟した実を収穫すること。肩があたり、実が自
然に落ちるくらいになると十分に糖度が上がり、収穫時期である証拠だとか。プリプリな果肉の有機はっさくは、はっさく特有のほろ苦さもありながら、口
の中でほんのりと爽やかな甘みが残ります。農薬・ワックスの心配がないから、皮ごと細かく千切りにして砂糖を入れて煮詰める『はっさくマーマレード』
づくりにもオススメですよ。

カタログＮＯ．207　お届け期間　　2/7～2/11

多菜セット【9996】 有機白菜1/4個・有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯｸ・有機小松菜・有機塩ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機さつま芋約
500ｇ・有機長芋約200ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

フルーティーセット【9997】 有機白葱約300ｇ・有機大根1/2本・有機水菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜1袋・有機いんげん約50ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・王林1個・有機ｽｲｰ
ﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ約600ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機人参約400ｇ・有機じゃが芋約400ｇ・有機九条葱約150ｇ・有機大根1/2本・有機水菜・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300
ｇ・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】有機玉葱約300ｇ・有機人参約300ｇ・有機九条葱約150ｇ・有機紅くるり・有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯｸ・有機ほうれん草・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・
えのき約100ｇ・ふじ1個本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．206　お届け期間　　1/31～2/4

多菜セット【9996】 有機白葱約300ｇ・有機大根1/2本・有機水菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜1袋・有機いんげん約50ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機人参約600
ｇ・有機ごぼう約200ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　


