
残暑（ざんしょ）

【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]
・有機サニーレタス：高温によるとう立ちが多く見られるため出荷量が減少しております。
・有機冬瓜：日照りによる焼けの発生と大雨による傷みの発生のため出荷量が減少しております。
・有機パクチー：猛暑の影響による生育不良と傷みの発生が見られるため収穫量が減少しております。
・有機ルッコラ：荷物の入荷遅れのため少量・欠品となりました。 ＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・生椎茸（原木）：暑さに加え雨が少ないため菌の生育が進んでおらず収穫量が減少しております。

[日配・加工品]
・豚ﾍﾚｶﾂ・豚ｽﾍﾟｱﾘﾌﾞ

・レモンポテト、梅チューベエ：今季製造分が終了となりました。

＜ご案内＞

有機 人参 　　　　約250ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合 量目変更 有機 レタス　　　　　　1個 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 じゃが芋 　　約600ｇ 宮崎 綾町農業協同組合 有機 カンコンサイ　　 1束 京都 すずめファーム 　

有機 さつま芋　　約500ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合 有機 モロヘイヤ　1パック 滋賀 大中農友会

有機 山ほうれん草　　1束 島根 ぐり～んは～と 有機 南瓜　　　　　 1/4個 奈良 喜多清文さん

有機 ニラ　　　　　約100ｇ 高知 大地と自然の恵み 有機 ミニトマト　　約150ｇ 長野 大北農業協同組合

有機 モロヘイヤ　1パック 滋賀 大中農友会 有機 ピーマン　　　約80ｇ 大分 さんさん農園

有機 きゅうり　　　　　 2本 長野 高坂農園 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200ｇ 大分 さんさん農園 平飼い卵　　  　 6個 和歌山 蒼生舎

有機 なす　　　　　　   2本 和歌山 ビオランド 豊作ｻｰﾋﾞｽ

有機 山ほうれん草　　1束 島根 ぐり～んは～と 有機 ニラ　　　　　約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 ニラ　　　　　約100ｇ 高知 大地と自然の恵み 有機 水菜                1束 奈良 横山秀夫さん

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 長野 高坂農園

有機 きゅうり　　　　　 2本 長野 高坂農園 有機 ミニトマト　　　約80ｇ 北海道 オーガニック新篠津

有機 ピーマン　　 約200ｇ 大分 さんさん農園 有機 パプリカ　　　　　1個 佐賀 アビオスファーム

有機 キウイフルーツ　2個 ニュージーランド ゼスプリ 転換期間
中有機 オクラ　　　　1パック 和歌山 shimobo farm

デラウェア　約300ｇ 山梨 勝沼平有機果実組合 防除　　6回 転換期間
中有機 にんにく　　 約100ｇ 兵庫 七代目藤岡農場

有機 なす　　　　　　   2本 和歌山 ビオランド 豊作ｻｰﾋﾞｽ 有機 きくらげ　　　 約40ｇ 岡山 浅野産業

有機 キウイフルーツ　2個 ニュージーランド ゼスプリ

◇おすすめコーナー◇

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機赤玉葱約500ｇ⇒有機じゃが芋約600ｇ 有機人参約500ｇ⇒約250ｇ） ○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：有機ﾄﾏﾄ(S)2個⇒有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ ○ゆうきだいすきｾｯﾄ：変更ございません。

　今週のおすすめは、梅干し（徳用袋）：奈良県・王隠堂農園で梅の栽培から加工までを行っています。旬の時期に収穫した特別栽培の梅をしそと食
塩のみで漬けた、昔ながらのすっぱい梅干しです。おにぎりや和え物、お弁当におすすめのお得な袋入りの梅干しです。（ｶﾀﾛｸﾞ235号 P4「旬野菜たっ
ぷりﾚｼﾋﾟ 蒸しなすとささみの梅しそｻﾗﾀﾞ」 お買い得価格でご案内しております。）

※セット変更のお知らせ：有機赤玉葱（猛暑による変色や傷みの発生のため出荷量が減少しております。）有機人参（雨が続いたことによる生育の遅
れと傷みの発生、また畑に水が残ったことによる収穫作業の遅れも見られます。）有機ﾄﾏﾄ（猛暑の影響で割れや傷みが多くみられます。）

☆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・有機なす2本(：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。

　

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

8月11日（木）
立秋になってからの暑さを残暑と言います。また、この日から暑中見舞も残暑見舞に変わ
ります。この頃になると真夏の暑さも炎天下での灼けつくような日差しになり、午後の人通
りもぱったりと途絶えるほどです。秋風の立つお盆過ぎまでこの暑さが続きます。

◎「今週、お届けのカタログ235号の見どころは・・・」　夏の感謝セール(^^♪ 日頃の感謝の気持ちを
込めて２週間連続で開催いたします！表紙、裏表紙他各ページにお買い得商品をご案内しておりま
す。この機会にぜひご利用ください。

・ｶﾀﾛｸﾞ235号 ・bioweekly233 ・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 ・ﾛｺﾞﾅ化粧
品ご注文表 ☆夏のｵｰｶﾞﾆｯｸｷﾞﾌﾄ「締切間近！
8/19(金)まで」ご案内

・ｵｰｶﾞﾆｯｸの先駆者 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ﾊﾟｽﾀ他 ・日
本ｵﾘｰﾌﾞ 一期一会ｴｷｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ ｱﾛ
ﾆｽ種他 ・おもちゃ箱 ｿﾞﾈﾝﾄｱ社 ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ
他  ・ｿﾈｯﾄ 洗濯洗剤、食器用洗剤 ・ｴｺﾜﾝ ｴｺな
ｸﾘｰﾝ用品特集 ・ﾗｲﾌﾞｺｯﾄﾝ 快適天然素材2022
年《夏》衣料 ・こだわり職人の逸品 東京職人の
老舗ﾒｰｶｰで生まれた 強く永く使えるｽﾃﾚｽ製器
具他

・・・　今週の配布物　・・・

 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。



[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）

[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機枝豆約200ｇ・有機にんにく約50ｇ・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】 有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機枝豆約200ｇ・有機にんにく約50ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ4個・有機ﾊﾞﾅﾅ約500
ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機ﾚﾀｽ・有機山ほうれん草・有機きゅうり2本・有機南瓜1/4個・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ・有機生姜約70ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・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・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機とうもろこし・
えのき約100ｇ・幸水1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。

　デラウェア：山梨：勝沼平有機果実組合　勝沼平有機果実組合があるのは、フルーツ王国として知られる山梨県勝沼町。生産者の渡辺さんは、農薬
の怖さを身をもって体験したことをきっかけに、体や地球環境に優しい農法に取り組んできました。甲府盆地の笹子峠から吹き降ろす「笹子おろし」とい
うか風が夜の気温を下げることで、昼夜の温度差が生まれて、果肉のしまった美味しい果物を栽培できます。種がなく小粒で食べやすく、甘みも酸味も
ギュッと詰まったデラウェアをお楽しみください。

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
(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．235　お届け期間　　8/22～8/26

多菜セット【9996】 有機小松菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機枝豆約200ｇ・有機にんにく約50ｇ・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500
ｇ・有機金時芋500ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

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
ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 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
ﾊﾟｯｸ本体価格\2,600/税込￥2,808　

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．234　お届け期間　　8/15～8/19

多菜セット【9996】 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本体価格\2,600/税込￥2,808　


