名古屋地区

株式会社 ビオ・マーケット
TEL:0120-16-0831
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お届け情報

大雨時行

夕立や台風などの夏の雨が激しく降る頃。きれいな青空に湧き上がる入道雲は、夕立を教
えてくれます。雲の頭が坊主頭に見えることから、入道雲と呼ばれています。
・・・ 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234号 ・bioweekly232 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・5％OFF 毎週お届け登録
サービスご注文表・ｽﾊﾟｲｽﾏﾙｼｪご注文表 ・ﾘﾏﾅ
[農産品]
ﾁｭﾗﾙ化粧品ご注文表 ・ｽﾀｯﾌ厳選！わが家の
・有機冬瓜：雑草の繁茂により生育不良を起こしております。
・有機小玉すいか：7月に雨天や曇天が続いたことにより生育不良を起こしており規格に満たないサイ ﾏｽﾄｱｲﾃﾑ 「広島オーガニックレモン果汁」ご案
内 ☆夏のｵｰｶﾞﾆｯｸｷﾞﾌﾄ「締切間近！8/19(金)
ズのものが多いため出荷量が不安定な状況です。
まで」ご案内

8月4日（木）

（たいうときどきにふる）

[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・豚ﾍﾚｶﾂ・豚ｽﾍﾟｱﾘﾌﾞ
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。
・焼き鮎：今季製造分が終了となりました。

※日配品ご注文表 ：今回ﾌﾟﾚﾏﾊﾟﾝがﾒｰｶｰ休業
となるため、ご注文表はございません。飛騨のﾉ
ﾝﾎﾓ牛乳（瓶）は通常どおりお届けさせていた
だきます。ご注文はECからのご注文はいつも通
り可能で、窓口でも注文ｺｰﾄﾞ【5302】で承りま
す。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾏｲﾙﾄﾞｼｬﾝﾌﾟｰ・ﾏｲﾙﾄﾞﾘﾝｽ
＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ234号の見どころは・・・」 本みりん造り160年「甘強酒造」が伝統製法で仕 他 ・ｳｨﾙﾏｯｸｽ ｴﾝﾊﾞﾗﾝｽ鮮度保持製品 ・ﾊｰﾄ
込む 本物のみりん『有機本みりん』をご紹介します。（裏表紙）と夏のおやつﾀｲﾑに 今がたべごろ！ 値上げ前 夏のお買い得ｾｰﾙ 寝具他
今季初出荷の旬のﾌﾙｰﾂなど、おすすめ商品をご案内します。（P5）

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]
有機 じゃが芋

約600ｇ 宮崎

有機 ごぼう

約200ｇ 宮崎 霧島オーガニック

有機 南瓜

１個 北海道 リーフファーム

有機 小松菜

1束 島根 やさか共同農場

有機 ミニトマト
有機 ししとう

有機 じゃが芋

1/4個 熊本 吉水農園

有機 ブロッコリー
有機 きゅうり

いきいきセット[9998]

綾町農業協同組合

3本 和歌山 ビオランド

約120ｇ 北海道 オーガニック新篠津

有機 水菜

1束 島根

有機 きゅうり

3本 和歌山 ビオランド

[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 バナナ

有機 小松菜

1束 島根 やさか共同農場

有機 きゅうり

3本 和歌山 ビオランド

有機 ミニトマト
有機 ししとう

約120ｇ 北海道 オーガニック新篠津

すもも

ニュージーランド

約500ｇ 山梨

エクアドル

セリアマリア農園

6個 和歌山 蒼生舎

約300ｇ 熊本 吉水農園
有機 じゃが芋
多菜・フルー 有機 ごぼう
約200ｇ 宮崎 霧島オーガニック
ティーセット
山ほうれん草又はほうれん草1束
島根 赤江・オーガニックファーム・やさか共同農場
共通項目 有機
[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 カンコンサイ

1束 京都

すずめファーム

有機 モロヘイヤ 1パック 滋賀 大中農友会

ゼスプリ
勝沼平有機果実組合

赤江・オーガニックファーム

ゆうきだいすきセット[9994]

約50ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 キウイフルーツ 2個

約300g

平飼い卵

フルーティーセット[9997]
１個 北海道 リーフファーム

綾町農業協同組合

1個 和歌山 アンジー農園
有機 パプリカ
多菜・フルー 有機 オクラ
1パック 和歌山 ビオランド紀の川
ティーセット
共通項目 有機 生椎茸（菌床）１パック 岐阜 和良農産

約50ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 ブロッコリー

約400ｇ 宮崎

有機 きゅうり
防除

10回 有機 生姜
しめじ

有機 バナナ

3本 長野 高坂農園
約70ｇ 高知 大地と自然の恵み
約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター
約300g

エクアドル

セリアマリア農園

※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)
有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機きゅうり3本・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・有機しし ※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。
とう約50ｇ
※セット変更のお知らせ：有機ｷｬﾍﾞﾂ（連日の曇天による生育不良と病気による傷みの発生のため出荷量が減少しております。） 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。） 有機ﾄﾏﾄ（高温による品質不良がでており出荷量
が不安定な状況です。） 有機山ほうれん草（猛暑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。）

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：変更ございません。） ●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）：有機ｷｬﾍﾞﾂ1個⇒有機ﾌﾞﾛｯ
ｺﾘｰ 有機ｽﾞｯｷｰﾆ⇒有機きゅうり3本 ●いきいきｾｯﾄ：有機ﾄﾏﾄ1個⇒有機きゅうり3本 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ﾄﾏﾄ1個⇒有機きゅうり3本 有機山ほう
れん草(一部)⇒有機ほうれん草
◇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234号（P2）お盆の おうちごはんﾒﾆｭｰ「生ﾊﾑとﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄのｻ
ﾗﾀﾞ」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．233 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

8/8～8/12

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

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
本体価格\2,600/税込￥2,808 300ｇ
いきいきセット【9998】
本体価格\2,600/税込￥2,808

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

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
本体価格\2,152/税込￥2,324

くらげ約40ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ2個

[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）

カタログＮＯ．234 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

8/15～8/19

有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機つるむらさき・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機人参約400ｇ・有機長芋約
200ｇ・有機ごぼう約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機つるむらさき・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・ﾃﾞﾗｳｪｱ約300
本体価格\2,600/税込￥2,808 ｇ
いきいきセット【9998】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ししとう約50ｇ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機にんにく約50ｇ・幸水2個・平飼い卵6個
ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機人参約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ししとう約50ｇ・有機生椎茸
本体価格\2,152/税込￥2,324

(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機つるむらさき・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ

（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
ひさまつ農園の有機青じそ：茨城県にあるひさまつ農園は里山に囲まれ、ホタルの生息地もある自然豊かな場所です。「土づくりとよく言うけれど、元
気な作物を育てる豊かな土を作っているのは微生物。その微生物の手助けをするのが人間の仕事」と地域資源や自然環境を大事にされています。久
松さんの有機青じそは、香りがよく、柔らかい食感が特長です。

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（

）

