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お届け情報

アヤメが花を咲かせる頃。アヤメが咲くと、梅雨到来といわれていました。アヤメ、ハナショ
ウブ、カキツバタはよく似ており、非常に見分けがつきにくいです。
・・・ 今週の配布物 ・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ229号 ・bioweekly227 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表/・ｽﾊﾟｲｽﾏﾙ
ｼｪご注文表 ・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 ・ｽﾀｯﾌ厳
選！わが家のﾏｽﾄｱｲﾃﾑ ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪ「有機梅エ
キス」ご案内 ☆夏のｵｰｶﾞﾆｯｸｷﾞﾌﾄ 果物お届け
カレンダー ◇【ｵﾝﾗｲﾝ講座】ｳﾞｨｰｶﾞﾝ･ｽｲｰﾂﾚｼﾋﾟ

【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]
・欠品はございません。

[日配・加工品]
・有機みそ日本：メーカーの在庫が無くなったため一旦終了となりました。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・ﾏｽﾀﾞ おうちﾜｲﾝde夏野菜 ・ｽﾊﾟﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｰ ﾓﾝ
ｻﾝﾐｯｼｪﾙ 夏にｱﾛﾏｸﾗﾌﾄおすすめ精油他 ・ｱﾍﾟｯ
ｸｽ 華密恋 薬用入浴剤 ・ｳｨﾙﾏｯｸｽ ｴﾝﾊﾞﾗﾝｽ鮮
＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ229号の見どころは・・・」 季節の手しごと「新生姜漬け」香り高くピリッとし 度保持製品 ・ﾊｰﾄ ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ、本麻寝具他
た辛味の新生姜で夏の保存食づくりを楽しみましょう。(^^♪（P3）と 夏の養生 美肌＆美白 おうち薬膳
で肌のストレスフリー生活を！（裏表紙）

☆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]

有機 人参

約400ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 人参

有機 長芋

約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 小松菜

有機 南瓜

1/2個 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 ほうれん草
有機 ニラ

１束 長野

塩尻有機栽培研究会

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 ヤングコーン1パック 滋賀 垣見農園
有機 きゅうり
有機

3本 愛知

トマト(2L) 1個（ｻｲｽﾞ変更）

野菜の城

有機 ニラ
有機 水菜
多菜・フルー 有機 トマト
ティーセット
しめじ
共通項目
[基本野菜セット]
も同一内容です。

熊本 肥後あゆみの会

有機 ニラ

１束 長野

塩尻有機栽培研究会

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 ヤングコーン1パック 滋賀 垣見農園
有機 きゅうり
有機

3本 愛知

トマト(2L) 1個（ｻｲｽﾞ変更）

野菜の城

熊本 肥後あゆみの会

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
1束 奈良

山口農園

2個 大阪

原田ふぁーむ

約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター

2個 熊本 肥後あゆみの会

平飼い卵

6個 岡山

防除

1回

永田康二さん

ゆうきだいすきセット[9994]
有機 ごぼう
多菜・フルー 有機 レタス
ティーセット
共通項目 有機 小松菜
[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 ニラ

約200ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

1個 長野 塩尻有機栽培研究会
1束 島根 やさか共同農場
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 トマト(2L)

1個 大阪 原田ふぁーむ
1本 和歌山 井上農園

有機 サンゴールドキウイ3個

ニュージーランド

ゼスプリ

有機 とうもろこし

有機 バナナ

エクアドル

セリアマリア農園

有機 枝豆

約500g

1束 島根 やさか共同農場

河内晩柑

フルーティーセット[9997]
有機 ほうれん草

約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 新にんにく
河内晩柑

ｻｲｽﾞ変更

約200ｇ 和歌山 ビオランド
約50ｇ 鹿児島 福留果樹園

1個 熊本 肥後あゆみの会

防除

1回

※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。
[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)
有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機きゅうり3本・有 ※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。
機ﾄﾏﾄ(2L)1個
※セット変更のお知らせ：有機赤玉葱（出荷検品時に傷みが見られるため出荷量が減少しております。）有機つるむらさき（雨天や曇天が続いたため
生育に遅れがでております。）有機ししとう（雨天や曇天が続いたため生育に遅れがでております。）

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機赤玉葱約500ｇ⇒有機南瓜1/2個） ●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）：有機つる
むらさき⇒有機ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ1ﾊﾟｯｸ ○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：有機ししとう約50ｇ⇒有機とうもろこし
◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは、生ハム・プロシュートスライス：オーガニックの植物性飼料を食べ、ストレスのない環境で健康的に育ったイタリアのオーガニック
認証を取得した豚肉を使用しています。この豚肉を食塩しか使わない伝統製法で最低14ヶ月以上熟成させました。豚肉本来の旨みが凝縮し、口いっ
ぱいに芳醇な香りが広がります。お買い得なこの機会にぜひ一度お試しください。（ｶﾀﾛｸﾞ229号 P14「生ハムとマッシュポテトのサラダ」 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☆
カタログＮＯ．228 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

7/4～7/8

有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機小松菜・有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約200ｇ・有機人参約400ｇ・有機じゃが芋
約500ｇ・有機ごぼう約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機小松菜・有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約200ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)4個・有機ﾊﾞﾅﾅ
本体価格\2,600/税込￥2,808 約500ｇ
いきいきセット【9998】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機ごぼう約200ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ南瓜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機生姜約70ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)2個・平飼い卵
6個ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機じゃが芋約300ｇ・有機大根1/2本・有機小松菜・有機きゅうり2本・有機南瓜1/4個・有機ﾄﾏﾄ(Ｍ)1個・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ1個・有
本体価格\2,152/税込￥2,324

機きくらげ約40ｇ・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ2個

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機小松菜・有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約200ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

カタログＮＯ．229 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

フルーティーセット【9997】

7/11～7/15

有機大根1/2本・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機きゅうり2本・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機じゃが芋約400ｇ・有機長芋約200ｇ。
有機南瓜1/4個
有機大根1/2本・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機きゅうり2本・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ3個・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】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機大根1/2本・有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機きゅうり2本・有機とうもろこし・有機枝豆約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・すもも約
200ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ほうれん草・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機とうもろこし・有機枝豆約200ｇ・
本体価格\2,152/税込￥2,324

有機青じそ10枚・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機大根1/2本・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機きゅうり2本・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）
※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。
◇「野菜・果物」 産地からのご案内
有機枝豆：ビオランドの畑があるのは、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この場所で、輪作で健やかな土を作り、生物の多
様性を大切にした農法で四季折々の有機野菜を作ってきました。手間隙かけて育てられた有機枝豆には、一粒一粒に甘みがぎゅっと詰まっています。
まずはシンプルに塩ゆでで、旬の味をいただきましょう♪

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。

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（

）

