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お届け情報

暑さがどんどん強くなっていくという意味があり、この頃から暑さが本格的になってきます
が、梅雨の終わる頃で、集中豪雨が多く発生する時季でもあります。この日から暑中見舞
いを出し始めます（正式には大暑から）。
・・・ 今週の配布物 ・・・
【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。
・ｶﾀﾛｸﾞ230号 ・bioweekly228 ・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 ・季節の手しごと 夏を元気
[農産品]
に！新生姜を漬けよう ・ｽﾀｯﾌ厳選！わが家の
・生椎茸：猛暑の影響で椎茸の発生が減少しており出荷量が不安定な状況です。
ﾏｽﾄｱｲﾃﾑ ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪ「国産有機中力粉」ご案内
☆夏のｵｰｶﾞﾆｯｸｷﾞﾌﾄ「有機パイナップル（ﾊﾜｲ
種）」ご案内 ◇お友だち紹介Wｷｬﾝﾍﾟｰﾝご案内

7月7日（木）

小暑（しょうしょ）

[日配・加工品]
・豚ﾛｰｽｽﾗｲｽ・豚ﾛｰｽﾃｷ用・豚ﾛｰｽｶﾂ用・豚ﾛｰｽﾌﾞﾛｯｸ・豚肩ﾛｰｽﾌﾞﾛｯｸ・豚肩ﾛｰｽｽﾗｲｽ
＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
：夏の暑さにより豚の食欲が落ち通常よりも体重が落ちている状況ため、部位によって重量が不足 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ ｻﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ｸﾘｰﾑ他 ・ｱｰｸ
し欠品となりました。
＆ｴｺ ﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾅｰ他 ・ｸｱﾝﾄﾊﾞｽﾀ ﾐｽﾞﾏﾓﾙﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ とうもろこしからうまれた水切りﾈｯﾄ他
＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ230号の見どころは・・・」 ｶﾀﾛｸﾞ初登場！ 王隠堂農園の畑から 貴重な
「有機赤しそ」をお届けします。（P3）と夏を楽しむ麺 ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪおすすめ商品をご案内します。（裏表
紙）

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]
有機 人参

約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 じゃが芋

約600ｇ 熊本

有機 ごぼう

約200ｇ 宮崎 綾町農業協同組合

有機 キャベツ

井上農園

いきいきセット[9998]
量目変更

有機 ごぼう

量目変更、価格補填

有機 レタス

1個 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 小松菜

1束 島根 赤江・オーガニックファーム

有機 小松菜

有機 サラダ南瓜
1束 島根 赤江・オーガニックファーム 多菜・フルー 有機 ズッキーニ

有機 カンコンサイ

1束 京都

有機 ズッキーニ
有機 ミニトマト

1/2個 長野 塩尻有機栽培研究会

１本 長野

すずめファーム

ティーセット
共通項目

[基本野菜セット]
も同一内容です。

高坂農園

有機 生姜

約200ｇ 福岡 鳥越農園

平飼い卵

1/2個 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 じゃが芋

有機 小松菜

1束 島根

有機 カンコンサイ

1束 京都

すずめファーム

有機 ズッキーニ

１本 長野

高坂農園

約200ｇ 福岡 鳥越農園

約70ｇ 高知 大地と自然の恵み
ニュージーランド

6個 福井

ゼスプリ
テトテヲ

ゆうきだいすきセット[9994]

赤江・オーガニックファーム 多菜・フルー 有機

有機 ミニトマト

1個 宮崎 アビオスファーム
１本 長野 高坂農園

有機 キウイフルーツ 2個

フルーティーセット[9997]
有機 キャベツ

約200ｇ 宮崎 綾町農業協同組合

とうもろこし

約300ｇ 熊本 井上農園
１本 滋賀

垣見農園

ティーセット
共通項目

有機 小松菜

1束 島根 赤江・オーガニックファーム

[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 きゅうり

2本 宮崎 野口オーガニックファーム

有機 南瓜

1/4個 長崎 川内農園

有機 キウイフルーツ 4個

ニュージーランド

ゼスプリ

有機 トマト(2L)

1個 三重 木村 貢さん

有機 バナナ

エクアドル

セリアマリア農園

有機 パプリカ

1個 佐賀

約500g

有機 きくらげ

ｻｲｽﾞ変更

アビオスファーム

約40ｇ 岡山 浅野産業

有機 サンゴールドキウイ2個

ニュージーランド

ゼスプリ

※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)
有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機小松菜・有機ｶﾝｺﾝｻｲ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約 ※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。
200ｇ
※セット変更のお知らせ：有機人参（畑で傷みが発生しているため規格外のものが多く出荷量が減少しております。） 有機大根（北海道からの一部の
運送便で遅延が発生したため数量が揃いませんでした。）

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機人参約400ｇ⇒約300ｇ 有機じゃが芋約500ｇ⇒約600ｇ） ○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：有機大根1/2本⇒有機とうもろこし
◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは、古式製法醤油（三年熟成）：温度調節を一切せず蔵人の五感と、江戸時代より蔵に住みつく良質の醸造菌で醤油を育みます。
気候に合わせ、杉樽を櫂棒で丹念にかき回しながら発酵させるため、納得のいく風味や旨みを出すには3年近い時間を要するこだわりの醤油です。ぜ
ひ一度お試しください。（ｶﾀﾛｸﾞ230号（P7）新生姜の活用ﾚｼﾋﾟ 「新生姜の佃煮」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．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】

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
本体価格\2,600/税込￥2,808
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）

カタログＮＯ．230 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】

7/18～7/22

有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機ﾄﾏﾄ(Ｍ)1個・有機とうもろこし・有機人参約500ｇ・有機じゃが芋約500ｇ・
有機ごぼう約200ｇ
有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機ﾄﾏﾄ(Ｍ)1個・有機とうもろこし・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・すもも約500ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】

有機ﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機南瓜1/4個・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ1個・すもも約200ｇ・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】 有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機きゅうり2本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ししとう約50ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・え
本体価格\2,152/税込￥2,324

のき約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)2個

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機ﾄﾏﾄ(Ｍ)1個・有機とうもろこし

（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
有機つるむらさき：大阪：原田ふぁーむ うだるような暑さの中で、グングン葉をのばす「つるむらさき」。他の葉野菜に比べ、ビタミンＣやカロチン、 鉄
分やカルシウムなどを多く含んでいる「健康野菜」とも言われています。分厚い葉や茎はネバネバしていて、独特の風味と甘みがあります。おひたしや
炒め物、天ぷら、納豆などネバネバ素材とあわせるのも美味しいですよ！原田ふぁーむ・菅原さんのおすすめは、つるむらさきのナムルや柚子胡椒和
え！ぜひお試しください。

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（

）

