
土潤溽暑
（つちうるおうてむしあつし）

【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。

＜お知らせ＞

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
[日配・加工品] ・ｱｰｸ＆ｴｺ ﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾅｰ他
・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・豚ﾍﾚｶﾂ

＜ご案内＞

有機 玉葱　　　　 約300ｇ 長野 アグリコ 有機 長芋          約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 じゃが芋 　　約500ｇ 鹿児島 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 長芋          約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 ミニトマト　　約120ｇ 長野 大北農業協同組合

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場 有機 ピーマン　　 約120ｇ 岡山 永田 康二さん 量目変更

有機 水菜                1束 奈良 山口農園/横山秀夫さん 有機 ししとう　　　　約50ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 トマト 4個（豊作増量） 長野 吉沢 文隆さん えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS
転換期間
中有機 オクラ　　　　1パック 和歌山 shimobo farm 有機 キウイフルーツ　2個 ニュージーランド ゼスプリ

有機 ベビーリーフ 1パック 広島 寺岡有機農場 平飼い卵　　  　 6個 和歌山 蒼生舎

有機 トマト(2S)　　　　 2個 三重 木村 貢さん 豊作ｻｰﾋﾞｽ

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場 有機 赤玉葱　　　　　 1個 兵庫 うずしお

有機 水菜                1束 奈良 山口農園・横山秀夫さん 有機 ブロッコリー      １個 北海道 リーフファーム

有機 トマト 4個（豊作増量） 長野 吉沢 文隆さん 有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場
転換期間
中有機 オクラ　　　　1パック 和歌山 shimobo farm 有機 トマト(２S) 　　　 2個 大阪 原田ふぁーむ ｻｲｽﾞ、量目変更

有機 ベビーリーフ 1パック 広島 寺岡有機農場 有機 ミニトマト　　約150ｇ 北海道 オーガニック新篠津

有機 バナナ　　　 約300g エクアドル セリアマリア農園 有機 きゅうり　　　　　 3本 和歌山 ビオランド

デラウェア　約300ｇ 山梨 勝沼平有機果実組合 防除　　6回 有機 ピーマン　　 約120ｇ 岡山 永田 康二さん 豊作増量

有機 生椎茸（菌床）１パック 岡山 浅野産業

すもも　　　　約200ｇ 山梨 勝沼平有機果実組合 防除　　10回

◇おすすめコーナー◇

・ｶﾀﾛｸﾞ233号 ・bioweekly231 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・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 ・ｽﾀｯﾌ厳
選！わが家のﾏｽﾄｱｲﾃﾑ ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪ「簡単！ぬ
か漬けキット」ご案内  ◇【ｵﾝﾗｲﾝ講座】はじめ
てのアーユルヴェーダ～基本のｽﾊﾟｲｽ７種類を
使った有機野菜のお惣菜 ◇お友だち紹介Wｷｬ
ﾝﾍﾟｰﾝご案内 ※「平飼いたまご」(単品・予約登
録)価格改定のお知らせ

7月27日（水） 熱気がまとわりつく蒸し暑い頃。私たちは、この暑さを打ち水などでしのぐことしかできませ
んが、木や草花は緑をますます濃くして夏を歓楽しているようです。

◎「今週、お届けのカタログ233号の見どころ
は・・・」　夏休みのおやつ おすすめ商品をご案
内します。新登場のスイーツなどお盆のおもて
なしや手土産にもご活用ください。（裏表紙）

　

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

・・・　今週の配布物　・・・

◆有機とうもろこし（垣見農園）：雨の影響で先端に食害が発生しており、先端を1/3程度カットしたも
のを約4割引きでお届けさせていただいております。何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

 希望農場では、今冬の記録的大雪と寒さを乗り越えられなかった子豚がたくさんおり、通常の7割程
度しか原料が出来ていません。また、暑さによる食欲減退の影響で肥育にも時間を要しております。
極力原料確保に努めますが、しばらくの間原料不足でご迷惑をおかけしますことをご了承ください。

※セット変更のお知らせ：有機人参（天候不良による生育の遅れと、収穫用の作業機の故障による出荷の遅れのため入荷量が減少しております。）有
機枝豆（生育期の雨不足と雑草の繁茂により実太りが悪く収穫量が少ない状況です。）有機ｽﾞｯｷｰﾆ（雨が続いたことで不稔が発生しており、圃場の切
り替わり時期も重なったため出荷量が減少しております。）有機なす（干ばつと虫害の影響で収穫量が減少しております。）

☆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]

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。

有機小松菜・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ4個・転換期間中有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機ﾍﾞ
ﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ

※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。

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機人参約600ｇ⇒有機じゃが芋約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
枝豆約200ｇ⇒有機小松菜 ●いきいきｾｯﾄ：有機ｽﾞｯｷｰﾆ⇒有機ししとう約50ｇ ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ｽﾞｯｷｰﾆ⇒有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ 有機なす2本⇒
有機きゅうり3本

　今週のおすすめは、みらい牛モモブロック：みらい牛のモモ肉の中では軟らかい部位であるランプと内モモをローストビーフ用にカットしてあります。
好みの厚さに切って、モモステーキや焼肉にしていただいても美味しいです。（ｶﾀﾛｸﾞ233号 P3「お盆のおもてなし ごちそうﾒﾆｭｰ」今週限りのｽﾎﾟｯﾄ お
買い得価格でご案内しております。）



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機ｷｬﾍﾞﾂ1個・有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ししとう約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]　有機山ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機きゅうり2本・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．232　お届け期間　　8/1～8/5

多菜セット【9996】 有機ｷｬﾍﾞﾂ1個・有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ししとう約50ｇ・有機じゃが芋約600ｇ・有機ごぼう約200
ｇ・有機南瓜1/4個本体価格\2,600/税込￥2,808　

フルーティーセット【9997】
有機ｷｬﾍﾞﾂ1個・有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機ししとう約50ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ2個・すもも約500ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機じゃが芋約400ｇ・有機水菜・有機ﾄﾏﾄ(L)1個・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ1個・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300
ｇ・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】有機じゃが芋約300ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機山ほうれん草・有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機ﾄﾏﾄ(L)1個・有
機生姜約70ｇ・しめじ約150ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．233　お届け期間　　8/8～8/12

多菜セット【9996】 有機山ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機きゅうり2本・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約200ｇ・有機赤玉葱約500ｇ・有機人参
約500ｇ・有機さつま芋約500ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

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】 有機山ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機きゅうり2本・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約200ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ2個・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】 有機ﾚﾀｽ・有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機南瓜1/4個・有機ﾄﾏﾄ(S)2個・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・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】有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機きゅうり2本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ1個・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機にんにく約100ｇ・有機き
くらげ約40ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ2個本体価格\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。

　有機メロン（赤肉）：坂本さんの畑は、北海道中富良野町に広がります。メロンの有機栽培は非常に難しいと言われていますが、「土のちから」を生か
し、完全無農薬で10年以上メロン栽培を続けています。出荷して一週間後に食べごろにになるメロンはどれか、長年の経験で見極めて出荷していま
す。美しいオレンジ色のきめ細やかな果肉と芳醇な果汁で、口当たりはなめらか。上品な甘さと豊かな香りが広がります！


