
盛夏（せいか）

【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]

・生椎茸（原木）：猛暑のため椎茸の発生が減少しており現在出荷を見合わせております。

[日配・加工品] ＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・欠品はございません。

＜ご案内＞

有機 じゃが芋 　　約400ｇ 熊本 井上農園 有機 大根　　　　　 1/2本 青森 あおもり南部有機生産組合

有機 長芋          約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 転換期間
中有機 キャベツ　　　　　1個 長野 塩尻有機栽培研究会 　

有機 南瓜　　　　　 1/4個 宮崎 霧島オーガニック 有機 カンコンサイ　　 1束 京都 すずめファーム

有機 大根　　　　　 1/2本 青森 あおもり南部有機生産組合 有機 きゅうり　　　　　 2本 大阪 原田ふぁーむ

有機 リーフレタス     １個 長野 塩尻有機栽培研究会 有機 トマト(S)　　　　　5個 大阪 原田ふぁーむ

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場 有機 ベビーリーフ 1パック 広島 寺岡有機農場

有機 きゅうり　　　　　 2本 大阪 原田ふぁーむ すもも　　　　約200ｇ 山梨 勝沼平有機果実組合 防除　　10回

有機 ピーマン　　 約120ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合 平飼い卵　　  　 6個 岡山 永田康二さん

有機 トマト(L)　　　　　2個 三重 木村 貢さん 豊作ｻｰﾋﾞｽ

有機 大根　　　　　 1/2本 青森 あおもり南部有機生産組合
転換期間
中有機 キャベツ　　　　　1個 長野 塩尻有機栽培研究会 量目変更、価格補填

有機 リーフレタス     １個 長野 塩尻有機栽培研究会 有機
つるむらさき 1束 又は
ししとう 約50ｇ

大阪
鹿児島

原田ふぁーむ
かごしま有機生産組合

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場 有機 モロヘイヤ　1パック 滋賀 大中農友会

有機 きゅうり　　　　　 2本 大阪 原田ふぁーむ 有機 ズッキーニ　　　１本 長野 高坂農園

有機 ピーマン　　 約120ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合 有機 トマト(2L)　　　　1個 大阪 原田ふぁーむ

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 ピーマン　　　約80ｇ 兵庫 タチワキゆとり農園

有機 バナナ　　　 約500g エクアドル セリアマリア農園 有機 大根　　　　　 　 1本 北海道 オーガニック新篠津

有機 トマト(L)　　　　　2個 三重 木村 貢さん 豊作ｻｰﾋﾞｽ 有機 青じそ　　　　　10枚 愛媛 生々農園

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◇
　今週のおすすめは、蔵付酢酸菌　かすみくろ酢：熊本県産の甕から汲み上げたくろ酢を濾過をせずに詰めた昔ながらの「にごり酢」です。庄分酢の蔵
に300年住み続ける蔵付酢酸菌の菌体そのものが入っています。まろやかな酸味に加え、独特の香ばしい風味が特徴。通常のお酢と同様にお使いい
ただけます。その他水や炭酸で割ってドリンクに、黒酢炒めに、スープや煮物の仕上げに加えて風味付けにもおすすめです。ぜひ一度お試しください。
（ｶﾀﾛｸﾞ231号 P3「夏の疲れに酢 庄分酢ﾚｼﾋﾟ 白酢和え」 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☆

○多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：） ○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：有機とうも
ろこし⇒有機ｷｬﾍﾞﾂ1個 有機枝豆約200ｇ⇒有機ﾄﾏﾄ(S)5個 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ほうれん草⇒有機つるむらさき又は有機ししとう約50ｇ 有機とう
もろこし⇒有機ﾄﾏﾄ(2L)1個 有機枝豆約200ｇ⇒有機大根1本

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
共通項目

[基本野菜セット]
も同一内容です。

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。

[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・有機ﾄﾏﾄ(L)2個(豊作ｻｰﾋﾞｽ)

※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：有機とうもろこし（猛暑により急激に生育が進み収穫期が早まったため、現在出荷量が少ない状況です。）有機枝豆（生育期
に雨が不足したため実の肥大に遅れが見られます。）有機ほうれん草（連日の高温により葉焼けなどの傷みの発生や生育不良がみられるため出荷量
が減少しております。）

・・・　今週の配布物　・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ231号 ・bioweekly229 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・季節の手しごと 新生姜を漬
けよう/・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 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注文表
・今こそぜひ試してほしい！ ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪの旬な
食べ物「梅ﾁｭｰﾍﾞｴ」ご案内 ☆夏のｵｰｶﾞﾆｯｸｷﾞﾌ
ﾄ 「ﾋﾟｭｱﾌﾙｰﾂ寒天ｼﾞｭﾚ＆有機みかんｼﾞｭｰｽ」ご
案内 ◇お友だち紹介Wｷｬﾝﾍﾟｰﾝご案内

◎「今週、お届けのカタログ231号の見どころは・・・」　期間限定 旬の果物 今季初出荷の桃・デラウェ
アなど 夏！のフルーツを楽しみましょう。(^^♪（P5）と夏のかんたんお昼ごはん おすすめ商品をご案
内します。（裏表紙）

・おもちゃ箱 ｵｰｶﾞﾆｸｽ 有機ｽﾑｰｼﾞｰ他 ・ﾌﾟﾛｽﾍﾟ
ﾘﾃｨ あゝ懐かしの喫茶店風有機ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｿｰｽ
ｾｰﾙ他 ・DIONY WINE 夏‼に飲みたい のどを潤
すﾊｯﾋﾟｰﾜｲﾝ他 ・amritara 「お米」のｽｷﾝｹｱ～
キメ・つやｼﾘｰｽﾞ他化粧品 ・ｿﾈｯﾄ 洗濯洗剤、食
器用洗剤  ・山繊 ﾘﾈﾝ寝具他 ・こだわり職人の
逸品 調理器具他

・有機にがうり：先日の台風の影響で擦れなどの傷みが発生しており一時的に出荷量が減少しており
ます。

・有機とうもろこし：猛暑により急激に生育が進み収穫期が早まったため、現在出荷量が少ない状況
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

7月11日（月）
夏の暑いさかりを言います。同じ言葉に真夏（まなつ）や夏旺ん（なつさかん）があります。
梅雨が明けると、とたんに盛夏が訪れて湿度の高い真夏日が続きます。梅雨と暑い夏との
切り替わりで、さらに大暑（７月23日）に向かってさらに気温も高くなって暑くなってきます。



[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）

[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機枝豆約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ
（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】
有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機枝豆約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・ﾃﾞﾗｳｪｱ約300ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機長芋約200ｇ・有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・えのき約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)2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】有機赤玉葱1個・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾄﾏﾄ(S)1個・有機なす2本・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機生椎茸(菌
床)1ﾊﾟｯｸ・すもも約200ｇ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。

　有機ブルーベリー：浜田さんは、日本でブルーベリー栽培がほとんど知られていない約40年以上も前からブルーベリーを栽培しています。他の果物に
比べ、収穫期が短いため、栽培する品種は約40種類。品種選びの他、整枝と収穫時期にも長年の勘が生きています。生のブルーベリーが味わえるの
は一年の内のわずかな期間だけ。ぜひお召し上がりください。

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
のき約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(NZ)2個本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．231　お届け期間　　7/25～7/29

多菜セット【9996】 有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(M)1個・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機枝豆約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・有機玉葱約300ｇ・有機人参約600ｇ・
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　

カタログＮＯ．230　お届け期間　　7/18～7/22

多菜セット【9996】 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本体価格\2,600/税込￥2,808　


