
虹始見
（にじはじめてあらわる）

【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]
・有機大根：九州の産地では気温が高くなりとう立ちが多く見られるため出荷を見合わせております。

・有機絹さや：朝晩の気温が低いため生育不良を起こしております。

[日配・加工品]
・詰替ｵｰｶﾞﾆｯｸﾏｳﾝﾃﾝｺｰﾋｰ：メーカー欠品中（包材入荷遅れ）のため入荷が遅れております。

＜ご案内＞

有機 人参　　　　 約500ｇ 宮崎 オーガニックファームZERO 有機 人参　　　　 約300ｇ 宮崎 オーガニックファームZERO

有機 新じゃが芋　約300ｇ 鹿児島 SAP企画 有機 青葱　　　　 約100ｇ 長野 塩尻有栽培研究会 　

有機 長芋          約200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合 有機 小松菜　　　　　 1束 和歌山 ビオランド

有機 青葱　　　　 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み 有機 ミニトマト      約80ｇ 熊本 吉水農園

有機 紅くるり　　　　　 1本 香川 さぬき有機 有機 レタスミックス約40ｇ 広島 寺岡有機農場

有機 ほうれん草　　　１束 奈良 山口農園 しめじ　　　　約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター

有機 水菜                1束 京都 丹波王国ブルワリー 有機 甘夏　　 　　約500ｇ 広島 中原観光農園

有機 ピ－マン　　　約80ｇ 宮崎 アビオスファーム 平飼い卵　　  　 6個 和歌山/岡山 蒼生舎/永田康二さん

有機 青葱　　　　 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み 有機 新じゃが芋　約300ｇ 鹿児島 SAP企画

有機 紅くるり　　　　　 1本 香川 さぬき有機 有機 ごぼう        約200ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 ほうれん草　　　１束 奈良 山口農園 有機 菊菜　　　　　　　1束 奈良 山口農園

有機 水菜                1束 京都 丹波王国ブルワリー 有機 水菜                1束 奈良 山口農園

有機 ピ－マン　　　約80ｇ 宮崎 アビオスファーム 有機 ミニトマト      約80ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 バナナ　　　 約500g エクアドル セリアマリア農園 有機 生姜　　　　 　約70ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 河内晩柑　 約700ｇ 熊本 肥後あゆみの会 有機 ルッコラ約50ｇ又はベビーリーフ1パック 島根・広島 やさか共同農場・寺岡有機農場

有機 きくらげ　　　 約40ｇ 岡山 浅野産業

有機 グレープフルーツ1個 熊本 肥後あゆみの会

◇おすすめコーナー◇

◎「今週、お届けのカタログ219号の見どころは・・・」　休日の軽食＆手づくりおやつ をご紹介します。
みんなで作ってワイワイ楽しみましょう。(^^♪（P5）と毎日の体ケアに おすすめ体調管理アイテム を
ご案内します。（裏表紙）

　今週のおすすめは、熱中症対策に麦茶『国内産 有機麦茶（ティーバッグ） 5パック』水出しでもお湯出しでもおいしくお召し上がりいただけます。これ
からの季節、外出時などのおともに、ぜひ有機麦茶をどうぞ！お得なセールです。（ｶﾀﾛｸﾞ219号 P29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）：変更ございません。 ○いき
いきｾｯﾄ：変更ございません。 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個⇒有機ごぼう約200ｇ 有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ又は有機ｻﾗﾀﾞ菊菜⇒有機菊菜

☆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]

[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・有機紅くるり・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約
80ｇ

※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：有機キャベツ(畑で病気が発生しており出荷量が減少しております。) 有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ(西日本産地から信州産地への出荷の切
り替わりに入ったため出荷量が不安定な状況です。) 有機ｻﾗﾀﾞ菊菜(生育初期の寒波と雨不足が影響し生育不良を起こしております。)

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。

・・・　今週の配布物　・・・

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。

・ｶﾀﾛｸﾞ219号 ・bioweekly217 ・お届け情報（本
紙） ・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  ※「ビオ・
マルシェの宅配利用規約」および「個人情報保
護方針」の一部を改定のお知らせ

※【お知らせ】 ｶﾀﾛｸﾞ№219にてGWメーカー休業
のため、下記商品のお届けができません。

・ゆめや・岡久蒲鉾店・四宮蒲鉾店・別所蒲鉾
店・金子製麺・天恵水・エコワン(森林ｴｷｽやわ
らかｼｰﾄⅡ)・おもちゃ箱(ﾅﾁｭﾗﾙｳｫｯｼｭﾘｷｯﾄﾞ(洗
濯用洗剤・液体) ﾅﾁｭﾗﾙﾃﾞｨｯｼｭｳｫｯｼｬｰ(食洗機
用粉末洗剤)）・ライブコットン(ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ さら
しふきん 海にやさしいﾎﾞﾃﾞｨｽｸﾗﾌﾞﾀｵﾙ)・クアント
バスタ(HINOKI AIR MIST)・アーク＆エコ・
RHS(ﾊｰﾚｰⅡＪＥ1)・アムリターラ・ゲンキタウン
(ﾍﾞﾋﾞｰ・ｱﾚﾙｷﾞｰﾁﾗｼに掲載の商品) ▼化粧品チ
ラシ・ロゴナ ▼予約登録商品・ゆめや(有機山
食ﾊﾟﾝ)・岩深水(2L 12 本/500ML 40本)

・有機ブロッコリー：出荷終了を迎えた産地が多く、また一部の産地では現在生育待ちの状況のため
入荷量が不安定な状況です。

★ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸの営業について：ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ中の祝日も通常通り営業しております。野菜ｾｯﾄ等の
登録品等もお届けになりますので、お出かけ等でお休みされる場合はご連絡ください。

※No.218 <有機平飼い卵>価格改定のお知らせ：有機飼料高騰のため、No.218より有機平飼い卵の
価格を下記改定させていただきます。これに伴い予約登録でのお届け価格も改定となります。ご負担
をおかけ致しますがご理解のほどよろしくお願い致します。・改定後　通常価格　税込797円　　予約登
録　税込757円

　

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

4月18日（月） 春が深くなるにつれ、空気が潤ってくるので、この時期からきれいな虹を見ることができま
す。虹が虫偏なのは、空にかかる虹を大きな蛇と見たてたためとされています。



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機きくらげ約40ｇ
（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]　有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機いんげん約50ｇ
（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】 有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機いんげん約50ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・有機甘夏約500ｇ・河
内晩柑2個本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾄﾏﾄ(Ｌ)2個・有機ﾊﾟｾﾘ1束・有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ(国産)1個・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】有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(Ｌ)1個・有機絹さや約50ｇ・有機そら豆約300ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・えの
き約100ｇ・河内晩柑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。

　古賀さんの有機びわ：古賀さんの畑があるのは、福岡県南部、豊かな緑が広がる八女地域。夏にはホタルが乱舞するほどの清流に恵まれたところで
す。完熟前に収穫する生産者が多いなか、古賀さんんはぎりぎりまで樹の上にならして完熟させます。一番美味しいタイミングで出荷できるのは、市場
を通さずお客様にお届けできる宅配サービスならでは。今年も古賀さんの愛情をいっぱいうけて、立派な実に育ちました。柔らかくジューシーな果肉と
上品な甘みをお楽しみください。

ゆうきだいすきセット【9994】有機人参約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾊﾟｾﾘ1束・しめじ約150
ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．219　お届け期間　　5/2～5/6

多菜セット【9996】 有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機いんげん約50ｇ・有機人参約400ｇ・有機長芋約200ｇ・
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】 有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・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・有機ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ(国産)
約700ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機いんげん約50ｇ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機びわ(古賀さん)
約150ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ本体価格\2,600/税込￥2,808　

カタログＮＯ．218　お届け期間　　4/25～4/29

多菜セット【9996】 有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機きくらげ約40ｇ・有機人参約500ｇ・有機新じゃが芋約400
ｇ・有機ごぼう約200ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　


