
有機 新たまねぎ約400g 長崎 川内農園  有機 にんじん　約300g 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　

有機 にんじん　約500ｇ 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　 有機 キャベツ　　 1個 滋賀 垣見農園 変更

有機 長芋　　　約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 　 有機 ほうれん草　 １束 長野 塩尻有機研究会  

有機 小松菜　 　　1束 愛知 野菜の城 　 有機 トマト（S)　　2個 熊本 肥後あゆみの会 変更

有機 水菜　　　　　１束 奈良 横山秀夫/山口農園 　 有機 スナップエンドウ約70g 熊本 肥後あゆみの会 変更

有機 ズッキーニ　１本 熊本 モエ・アグリファーム 　 有機 ベビーリーフ1パック 広島 寺岡有機農場 　

有機 キャベツ　 1/2個 滋賀 垣見農園 変更 有機 バナナ　　約300g エクアドル セリアマリア農園 　

有機 そら豆　　約200g 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　 　 平飼い卵　 　10個 和歌山 蒼生舎 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

有機 小松菜　 　　1束 愛知 野菜の城 　 有機 にんじん　約300g 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　

有機 水菜　　　　　１束 奈良 横山秀夫/山口農園 　 有機 青ねぎ 　 約100g 長野 塩尻有機研究会 　

有機 ズッキーニ　１本 熊本 モエ・アグリファーム 　 有機 レタス　　　　１個 長野 塩尻有機研究会 　

有機 キャベツ　 1/2個 滋賀 垣見農園 変更 有機 小松菜　 　　1束 島根 やさか共同農場 　

有機 そら豆　　約200g 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　 有機 トマト（M)　　1個 熊本 肥後あゆみの会 　

有機 バナナ　　約300g エクアドル セリアマリア農園 　 有機 そら豆　　約300g 鹿児島 鹿児島有機生産組合 変更

有機 サンゴールドキウイ４個 ニュージーランド  セスプリ・インターナショナル 変更 有機 キャベツ　 1/2個 滋賀 垣見農園 変更

　 　 　 　 　 有機 または、クレソン1パック 宮崎 甦る大地の会 　

　 　 　 　 　 有機 生椎茸（菌床）１パック 岐阜 和良農産 　

　 　 　 　 　 有機 バナナ　　約300g エクアドル セリアマリア農園 　

有機 小松菜　 　　1束 愛知 野菜の城 　

有機 水菜　　　　　１束 奈良 横山秀夫/山口農園 　

有機 ズッキーニ　１本 熊本 モエ・アグリファーム 　

有機 キャベツ　 1/2個 滋賀 垣見農園 変更

有機 そら豆　　約200g 鹿児島 鹿児島有機生産組合 　
　 　 　 　 　

有機野菜の宅配 ビオ・マルシェ

お届け情報

株式会社ﾋﾞｵ・マーケット
TEL:0120-66-1183
FAX:092-611-5462

http://www.biomarche.jp

5月9日(月）
【本日の野菜・加工品欠品情報】
・有機ミニトマト/有機塩ミニトマト ⇒　天候が悪く気温も低いため生育不良を起こしておりま
す。また、虫害の発生も見られるため出荷量が減少しております。
・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。
・有機うすいえんどう ⇒　朝晩の気温が低いため生育に遅れが見られます。
・有機絹さや/有機スナップエンドウ ⇒　収穫の終盤を迎えているため出荷量が不安定な状
況です。
・OGｸﾞﾗﾉｰﾗ ﾁｮｺ＆ﾍﾞﾘｰ /OGｸﾞﾗﾉｰﾗ ﾁｮｺﾏｶﾛﾝ 　⇒　休止　原料不足のため。
・有機だしつゆ(ﾋﾞｵﾏﾙｼｪ 300ml 欠品　メーカー欠品のため。5/11（水）入荷予定。

・チョコ・ラズベリー /チョコ・OGザクロ50g　⇒　休止　季節終了のため。
■環境配慮型緩衝材の一部導入のお知らせ
いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、商品梱包の際に使用している緩衝材について、環境配慮型の資材を一部導入することとなりましたので
お知らせ致します。
導入する緩衝材には、植物由来のバイオマスポリエチレンが配合されており、従来品と比較すると、CO₂排出量が
約6.2%削減可能となっています。従来品の在庫が無くなり次第、順次切り替えさせていただきます。これからも、
環境に配慮した取り組みに継続して取り組んで参ります。

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ 　222号（B）
・お届け情報（本紙）
・ご注文用紙　222ｗ
・bioweekly　　220ｗ
・リマナチュラル　 化粧品
・ハート　　　　　　　寝具
・オースリー　　　　オーガニックコットン
・アーク＆エコ　　 AURO　洗剤
・エコワン　　　　　スイスイクリーン雑貨
・ミトク食品　　　　 グラノーラ
・おもちゃ箱　　　　ソネット
・マスダ　　　　　　  ワイン
・アムリターラ　　　 化粧品
・スパホスピタィティー   アロマ

・・・　本日の野菜セット　・・・
多菜セット いきいきセット

フルーティーセット ゆうきだいすきセット

　基本野菜　セット  
※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。
※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。

【本日の野菜セット変更】　　　・
・ピーマン　⇒　キャベツ1/2　（九州の産地では雨天、曇天が続いたため生育にばらつきが見られ出荷量が不安定な状況です
・グレープフルーツ700ｇ　⇒　サンゴールドキウイ4個 (強風により、実が枝や木にあたったことで、擦れ・キズが多く、収量減のため。）
・ブロッコリー1個　⇒　キャベツ1個　（一部の産地で、病気が発生したため。）
・水菜1束　⇒　トマト(S)2個　（畑にて、トウ立ちや黄変等がみられるため。）
・ミニトマト100g　⇒　スナップエンドウ約70g　/そら豆200g（収穫の終盤を迎えているため出荷量が不安定な状況です。）



●●●野菜セット予想メニュー●●●
カタログＮＯ．221ｗお届け期間　5/16～5/20

多菜セット 有機新たまねぎ約500g　・　有機にんじん約500g　・　有機ごぼう約200g　・　有機キャベツ　・　有
機サニーレタス　・　有機小松菜　・　有機トマト（M）　・　有機ルッコラ【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット 有機キャベツ　・　有機サニーレタス　・　有機小松菜　・　有機トマト（M）　・　有機ルッコラ　・　有機
サンゴールドキウイ３個　・　河内晩柑（防１回）【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜
有機キャベツ　・　有機サニーレタス　・　有機小松菜　・　有機トマト（M）　・　有機ルッコラ

　

いきいきセット 有機新たまねぎ約300g　・　有機サニーレタス　・　有機ほうれん草　・　有機サラダ菊菜　・　有機
ズッキーニ　・　有機トマト（S）　・　有機甘夏約500g　・　平飼い卵6個【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット 有機新たまねぎ約300g　・　有機サニーレタス　・　有機ほうれん草　・　有機ニラ　・　有機ズッキー
ニ　・　有機いんげん　・　有機ベビーリーフ　・　有機きくらげ　・　有機甘夏2個【9994】\2,324（冷蔵）

カタログＮＯ．222ｗお届け期間　5/23～5/27
多菜セット 有機赤たまねぎ約500g　・　有機にんじん約300g　・　有機長芋約200g　・　有機青葱　・　有機レタ

ス　・　有機ほうれん草　・　有機サラダ菊菜　・　有機ミニトマト【9996】\2,808（冷蔵）

フルーティーセット 有機青葱　・　有機レタス　・　有機ほうれん草　・　有機サラダ菊菜　・　有機ミニトマト　・　有機バ
ナナ約500g　・　有機グレープフルーツ（国産）約600g【9997】\2,808（冷蔵）

基本野菜
有機青葱　・　有機レタス　・　有機ほうれん草　・　有機サラダ菊菜　・　有機ミニトマト

　

いきいきセット 有機青葱　・　有機リーフレタス　・　有機小松菜　・　有機ニラ　・　有機きゅうり2本　・　有機クレソ
ン　・　有機サンゴールドキウイ２個　・　平飼い卵6個【9998】\2,808（冷蔵）

ゆうきだいすきセット 有機赤たまねぎ約300g　・　有機にんじん約300g　・　有機ブロッコリー　・　有機水菜　・　有機きゅ
うり２本　・　有機ミニトマト　・　有機スナップエンドウ　・　えのき　・　有機サンゴールドキウイ２個【9994】\2,324（冷蔵）

※天候や畑の状況で変更する事があります。ご注文前にセットメニューを確認されたい時は、お手数ですが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。

【肉団子】 　　※　簡単おかず:肉団子（作り置き用です）♪
【材料】

・玉ねぎ1/2個　・　ひき肉1パック　・　塩コショウ適宜
・サラダ油適量

①　ねぎをみじん切りします。ボールに入れてひき肉と混ぜます

②　塩コショウで味付けして丸く成形します

③　フライパンにサラダ油を引いて蓋をして2-3分蒸し焼きしたら完成です

ポイント　・　蒸し焼きする際に様子見で、コロコロした方が良きです。

※　色んなアレンジできます。お財布にやさしい


