
春眠暁を覚えず
（しゆんみんあかつきをおぼえず）

【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]
・有機ラディッシュ：長く続いた寒波の影響による生育の遅れのため出荷量が不安定な状況です。

[日配・加工品]

・ﾚﾓﾝｼﾞﾝｼﾞｬｰﾏﾇｶOGﾊｰﾌﾞﾃｨｰ：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。
・冷凍桜もち：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。

・ﾁｮｺ･オーガニックビター：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。 ＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

・ﾁｮｺ･ミルク：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。
・ﾁｮｺ･ヘーゼルナッツ：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。
・ﾅﾁｭﾗﾙﾁｮｺﾚｰﾄ（スィート）：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。
・ﾅﾁｭﾗﾙﾁｮｺﾚｰﾄ（抹茶）：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。 ＜ご案内＞

有機 玉葱　　　　 約300ｇ 北海道 きたみらい農業協同組合 有機 ごぼう        約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 新じゃが芋　約500ｇ 鹿児島 かばた農園 量目変更、価格補填 有機 ミニトマト     約120ｇ 熊本 吉水農園 　

有機 ごぼう        約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 小松菜　　　　　 1束 島根 ぐり～んは～と

有機 ブロッコリー      １個 和歌山 貴志正幸さん 有機 水菜                1束 和歌山 ビオランド

有機 サニーレタス     1個 宮崎 綾町農業協同組合 有機 生姜　　　　 　約70ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 水菜                1束 和歌山 ビオランド えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS

有機 クレソン      　1パック 宮崎 甦る大地の会 有機 キウイフルーツ 約200g 和歌山 かつらぎ町有機栽培実践グループ

えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS 平飼い卵　　  　 6個 和歌山 蒼生舎

有機 ブロッコリー      １個 和歌山 貴志正幸さん 有機 ごぼう        約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 サニーレタス     1個 宮崎 綾町農業協同組合 有機 長芋          約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 水菜                1束 和歌山 ビオランド 有機 サニーレタス又はリーフレタス１個 宮崎・熊本 綾町農業協同組合・モエ・アグリファーム

有機 クレソン      　1パック 宮崎 甦る大地の会 有機 小松菜　　　　　 1束 愛知 野菜の城

えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS 有機 ミニトマト      約80ｇ 熊本 吉水農園

ふじ                2個 青森 ナチュラル農究 防除　　23回 有機 スナップエンドウ 約80ｇ 滋賀 垣見農園

有機 甘夏　　 　　約800ｇ 熊本 福島柑橘園 有機 ベビーリーフ又はクレソン1パック 広島・宮崎 寺岡有機農場・甦る大地の会

有機 きくらげ　　　 約40ｇ 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◇

【お知らせ】
 プラスチックの資源循環促進法の施行に伴い、4/4(月)以降、「木次乳業のVANAGAアイスクリーム」
と一緒につけているスプーンの配布を廃止致します。

・・・　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

3月24日（木） 中国、盛唐の詩人孟浩然（もうこうねん）の詩の一節。春は眠りは心地よく夜が明けるのも
気がつかなくて、なかなか目がさめないようす。

・ﾐﾄｸ ｵｰｶﾞﾆｯｸ ｵｰﾄﾐｰﾙ＆ﾐｭｰｽﾞﾘｰ他 ・ｱｰｸ＆ｴ
ｺ 楠の木ﾁｶﾗで防虫対策他 ・こだわり職人の逸
品 日本橋木屋の「エーデルワイス」包丁他

・ｶﾀﾛｸﾞ215号 ・お届け情報（本紙） ・
bioweekly213 ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表 ・
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 ・
ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注文表 ◇【ｵﾝﾗｲﾝ講座】 ①「華
密恋」 家族みんなに優しい 国産カミツレのスキ
ンケア習慣 ②「スパホスピタリティー」 毎日の
生活を香りで満たす 簡単アロマテラピーの始
め方ご案内

◎「今週、お届けのカタログ215号の見どころ
は・・・」 ｵｰｶﾞﾆｯｸﾎﾟｰｸをご案内します。 脂身と
赤身のバランスが良く、きめ細かい肉質。くさみ
がなく、油が口の中で溶け、甘みのある赤身の
美味しさが広がります(^^♪（裏表紙）

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機新玉葱約500ｇ⇒有機玉葱約300ｇ ） ●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）：有機紅
くるり⇒有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ●いきいきｾｯﾄ：有機白葱約300ｇ⇒有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機新玉葱約300ｇ⇒有機ごぼう約200ｇ 有機いん
げん約50ｇ⇒有機ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ約80ｇ 有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ(一部）⇒有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ

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。

有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・えのき約100ｇ
※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：有機新玉葱（九州の産地では傷みが発生しており、また生育初期の雨不足の影響で生育の遅れがみられるため収穫量が不
安定な状況です。） 有機紅くるり（日祭日の運送便の運行状況により入荷が遅れており数量が揃いませんでした。） 有機白葱（気温上昇によりとう立ち
が見られ始めたため予定よりも早めの終了となりました。） 有機いんげん（長く続いた寒波の影響による生育の遅れのため出荷量が不安定な状況で
す。） 有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ（出荷検品時に葉の黄変などの品質不良が見られたため数量が揃いませんでした。）

　今週のおすすめは、有機エキストラバージンココナッツオイル：香りがマイルドで美味しいココナッツオイル。トランス脂肪酸やコレステロールを一切
含まない、ヘルシーな油です。ココナッツ本来の香りが楽しめる非加熱仕様で、最も鮮度の高いオイルを作ることができる製法「遠心分離法」で搾油し
ています。【使い方】バターやマーガリンの代わりにパンに塗ったり、お菓子づくりや炒め物などにもお使いいただけます。（ｶﾀﾛｸﾞ215号 P25 「あま酒と
米粉のパンケーキ」ﾚｼﾋﾟ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・フルーティーセット共通品目]　有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機菊菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・しめじ約150ｇ
（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]　有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機水菜・有機いんげん約70ｇ・有機生姜約70ｇ
（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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

カタログＮＯ．214　お届け期間　　3/28～4/1

多菜セット【9996】 有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機菊菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・しめじ約150ｇ・有機人参約500ｇ・有機新じゃが芋約400ｇ・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】
有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機菊菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・しめじ約150ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(国産)約400ｇ・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】 有機人参約300ｇ・有機紅くるり・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ﾊﾟｾﾘ1束・有機甘夏約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】有機人参約300ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機水菜・えのき約100ｇ・有機きくら
げ約40ｇ・有機甘夏約500ｇ本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．215　お届け期間　　4/4～4/8

多菜セット【9996】 有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機水菜・有機いんげん約70ｇ・有機生姜約70ｇ・有機新玉葱約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　

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】
有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機水菜・有機いんげん約70ｇ・有機生姜約70ｇ・ふじ1個・国産有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ2個

本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機長芋約200ｇ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機水菜・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機きくらげ約40ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・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】有機新じゃが芋約300ｇ・有機紅くるり・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機いんげん約50ｇ・有機ﾊﾟｾﾘ1
束・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(国産)約200ｇ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。

　有機パール柑：熊本県・肥後あゆみの会：「自然に逆らわない農法を」という思いから、地域の土壌菌の力を借りて発酵させた手作りのぼかし肥料、ﾀ
ｹﾉｺや山菜などから抽出した天然ｴｷｽ「天恵緑汁」などを使い、できるだけ地域の資源を利用した栽培を行っています。


