
行く春（ゆくはる）

【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]
・有機リーフレタス：運送便の遅延のため少量・欠品となりました。
・山ぶき：天候が不安定なため生育不良を起こしており現在出荷を見合わせております。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

[日配・加工品]
・国産さんまたたき身：在庫限り商品のため、在庫無くなり終了となりました。
・有機ビスケット・レモン：メーカー終売のため在庫無くなり終了となりました。

・国産菜の花畑：規格変更により、旧規格の在庫終了のため欠品となりました。
＜ご案内＞

有機 人参　　　　 約500ｇ 宮崎 オーガニックファームZERO 有機 サニーレタス     1個 大阪 原田ファーム

有機 新玉葱　　　約500ｇ 長崎 川内農園 有機 ほうれん草　　　１束 和歌山ビオランド紀の川 　

有機 ごぼう        約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 水菜                1束 奈良 山口農園

有機 サニーレタス     1個 大阪 原田ファーム 有機 ズッキーニ　　　１本 熊本 モエ・アグリファーム

有機 小松菜　　　　　 1束 和歌山 ビオランド紀の川 有機 スナップえんどう 約100ｇ 和歌山 ビオランド

有機 トマト　　　　　　　1個 熊本 肥後あゆみの会 有機 生椎茸（菌床）１パック 岐阜 和良農産

有機 クレソン1パック又はきゅうり3本 宮崎 甦る大地の会・アビオスファーム 有機 びわ　　　　 約150ｇ 福岡 古賀雄樹さん

有機 きくらげ約40ｇ又は
ホワイトマッシュルーム約70ｇ

岡山
山形

浅野産業・舟形マッシュルーム 平飼い卵　　  　 6個 和歌山 蒼生舎

有機 サニーレタス     1個 大阪 原田ファーム 有機 人参　　　　 約300ｇ 宮崎 オーガニックファームZERO

有機 小松菜　　　　　 1束 和歌山 ビオランド紀の川 有機 青葱　　　　 約100ｇ 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 トマト　　　　　　　1個 熊本 肥後あゆみの会 有機
ほうれん草1束又は
チンゲン菜1袋

島根
奈良

やさか共同農場・山口農園

有機 クレソン1パック又はきゅうり3本 宮崎 甦る大地の会・アビオスファーム 有機 小松菜　　　　　 1束 和歌山 ビオランド紀の川

有機 きくらげ約40ｇ又は
ホワイトマッシュルーム約70ｇ

岡山
山形

浅野産業・舟形マッシュルーム 有機 ニラ　　　　   約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 バナナ　　　 約300g エクアドル セリアマリア農園 有機 ピーマン     約120ｇ 宮崎 アビオスファーム

有機 グレープフルーツ約700ｇ 熊本 肥後あゆみの会 有機 パセリ　　　　　　1束 高知 大地と自然の恵み

しめじ　　　　約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター

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◇

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機新じゃが芋約400ｇ⇒有機新玉葱約500ｇ） ●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⇒有機ｻﾆｰﾚﾀｽ 有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ（一部）⇒有機きゅうり3本 有機きくらげ約40ｇ（一部）⇒有機ﾎﾜｲﾄﾏｯｼｭﾙｰﾑ約70ｇ ●いきいきｾｯﾄ：有機
ﾘｰﾌﾚﾀｽ⇒有機ｻﾆｰﾚﾀｽ 有機いんげん約50ｇ⇒有機ｽﾅｯﾌﾟえんどう約100ｇ ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ほうれん草⇒有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜 有機ｽﾞｯｷｰﾆ⇒有機
ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ

　今週のおすすめは、「ハーバルコレクション 有機ハーブティー 他４種類」 オーガニック100％の品質と味にもこだわった美味しく楽しめるハーブティー
です。その日の気候や気分に合わせてお楽しみください。かわいいパッケージも魅力です。(^^（ｶﾀﾛｸﾞ220号 P30 お買い得価格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☆

※セット変更のお知らせ：有機新じゃが芋（九州の産地では圃場の切り替わりに入る生産者が多いため出荷量が減少しております。） 有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ（運
送便の遅延のため少量・欠品となりました。） 有機ｸﾚｿﾝ（出荷検品時に傷みが見られたため数量が揃いませんでした。） 有機きくらげ（出荷検品時に
傷みが見られたため少量・欠品となりました。） 有機いんげん（雨天や曇天が続いているため生育不良を起こしております。） 有機ほうれん草（一部の
産地でべと病や虫害が発生したため出荷量が不安定な状況です。） 有機ｽﾞｯｷｰﾆ（雨天や曇天が続いているため生育不良を起こしております。）

多菜セット[9996] いきいきセット[9998]

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。

有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ1個・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ又はきゅうり3本・
有機きくらげ約40ｇ又はﾎﾜｲﾄﾏｯｼｭﾙｰﾑ約70ｇ

※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。

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。

☆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

4月29日（金）
まさに終わろうとする春。同じ言葉に「春の果て」「春送る」「春のかたみ」などがあります。
季節を動いて行くものとしてとらえ、サクラの華やかさや帰っていく鳥など、春のあわただし
さが終わると同時に去ってしまうことを惜しむ心を込めています。

・・・　今週の配布物　・・・

・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｲｸﾘｰﾑ他 ・おもちゃ箱 ｵｰ
ｶﾞﾆｯｸ ｻﾝﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ「ｱﾌﾚｺ」他 ・ｱｰｸ＆ｴｺ 朝摘
みばら水他 ・華密恋 ﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾑ・ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ新登
場他・ｳｨﾙﾏｯｸｽ ｴﾝﾊﾞﾗﾝｽ鮮度保持製品 ・ｱｰﾙ･
ｴｯﾁ･ｴｽ ﾊｰﾚｰⅡ ・こだわり職人の逸品 新茶を
楽しむ日本の道具他

◎「今週、お届けのカタログ220号の見どころ
は・・・」 豊かな海と台所をつなぐ「土佐佐賀産
直出荷組合」をご紹介します。今週限りのお得
な商品、新登場のお惣菜をぜひお試しくださ
い。(^^♪（P5）

・ｶﾀﾛｸﾞ220号 ・bioweekly218 ・お届け情報（本
紙） ・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 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注文表 ◇【ｵﾝ
ﾗｲﾝ講座】「ディオニーイベント」 個性を楽しむは
じめてのナチュラルワイン ☆No.220で使えるお
得なクーポン10％OFFのご案内



[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）

[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機小松菜・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機そら豆約200ｇ
（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・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機そら豆約200ｇ・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】 有機人参約300ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ほうれん草・有機水菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・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】有機人参約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ又は有機ｸ
ﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約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。

　有機絹さや：ビオランドの畑が広がるのは、和歌山県岩出市。和泉山脈と紀の川に囲まれた、自然豊かな場所です。豆類の栽培で大変なのは、小さ
な実をひとさやずつ手摘みで収穫していくこと。かわいらしい小さな花が咲きこぼれる中、小さな実を見つけてはひとさやずつ触りながら、手の感触で収
穫適期の豆を見極めています。サラダ・炒め物・卵とじなど、さっと火を通して、鮮やかな色と香り、優しい甘みをお楽しみください。

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　

カタログＮＯ．220　お届け期間　　5/9～5/13

多菜セット【9996】 有機小松菜・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機そら豆約200ｇ・有機新玉葱約400ｇ・有機人参約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　

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　


